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ここでは次の説明を行います。

･ 製品の概要 (P.17)
･ Version 5 の新機能 (P.20)
･ ホストのシステム要件 (P.24)
･ 仮想マシンの仕様 (P.28)
･ 対応ゲスト OS (P.31)
･ テクニカルサポート (P.33)
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第 1 章  仮想マシンの新規作成
製品の概要
VMware® Workstation をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
本製品は企業 IT プロフェッショナルのための強力な仮想マシンソフトウェ
アです。

必要なオペレーションシステム及びアプリケーションを全て 1 台のデスクトップ上で実行
可能。

技術プロフェッショナルのための強力な仮想マシンソフト
ウェア
VMware Workstation は、開発者と IT プロフェッショナルのためのデスク
トップソフトウェアで、複数の標準 x86 デスクトップとサーバ OS を同時に
1 台の PC で実行することができ、再起動またはハードドライブのパーティ
ションを必要としない、完全にネットワーク化された移植可能な仮想マシン
を実現します。

VMware Workstation により、 調達と構成に掛かる時間を削減し、その分テス
トと展開に時間を費やすことができます。 3 百万以上のソフトウェア開発、
品質保証、また IT に携わるプロフェッショナル達が、VMware Workstation
が必須のツールであることを認めています。

Workstation では、主に次のようなことが可能になります。
17
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･ 1 台の物理マシン上で複数のオペレーティングシステムを同時に実行
VMware Workstation はソフトウェア開発者と IT プロフェッショナルの
ためのデスクトップソフトウェアで、1 台の PC で、Windows、Linux,
及び NetWare を含む標準 x86 オペレーティングシステムとそれらのア
プリケーションを同時に実行し、再起動とハードドライブのパーティ
ションを必要としない、完全にネットワーク化された移植可能な仮想
マシンを実現します。これにより、ハードウェアコストの削減と他の
コンピュータ環境への迅速なアクセスが期待できます。さらに、
VMware Workstation によって、フラットフォームのロックインの回避
が可能になり、必要に応じたもっとも適切なプラットフォームの構築
のための自由と柔軟性をも得ることができます。

･ ソフトウェア開発とテストの革新　VMware Workstation を使用して、
複数の開発及びテスト環境を仮想マシンとして 1 台の PC 上で作成する
ことにより、ソフトウェア開発とテストを合理化することができます。
仮想マシンのライブラリを作成し、それを使用することによって、容
易に複数のオペレーティングシステムでのアプリケーションの開発、
テストの遂行、あるいは、「実世界」での多重層構成または仮想ネット
ワークの作成とテストが可能になります。さらに、Workstation のマル
チスナップショット機能を使用して、特定時点の構成を取り込み、管
理することにより、 デバッグを促進し、またテスト中に問題が起きた場
合、容易にその構成時点に戻ることができます。 VMware Workstation
を使用することにより、構成または設定時間を短縮し、開発とテスト
に焦点を当てることができます。 

･ 企業 IT プロフェッショナルの生産性を向上　VMware Workstation を使
用して、システム管理者、システムエンジニア、及び他 IT プロフェッ
ショナルは、実稼働環境で物理 PC またはサーバ上でコンピュータ環境
を構築する前に、1 台の PC 上でこれらのコンピュータ環境を仮想マシ
ンとして複数作成、テストすることが可能です。これによりハード
ウェアのコストと新しいアプリケーションの構築、アプリケーション
アップデート、OS パッチなどの IT 業務に関する時間とリスクが激減し
ます。さらに、IT ヘルプデスク部は、即座にアクセスし操作できる会
社のデスクトップとサーバの仮想ライブラリを作成 ( また必要であれば

「取り消し」) することができ、従って、エンドユーザーの問題への対
応と有効性が改善されます。 

･ 共同作業の促進　VMware Workstation により、他のユーザーとの共同
作業、または仮想マシンの共有が容易になります。オペレーティング
システム、関連のアプリケーション、ディスクイメージ、メモリ等の
コンピュータ環境が一旦仮想化されると、ハードウェアから独立した、
カプセル化したファイルのセットとなり、移植可能で他の Workstation
ユーザーと共有できます。仮想マシンは、他のユーザーが即座にアク
セス、アップロードできる共有ドライブに格納することができます。
www.vmware.com18



第 1 章  仮想マシンの新規作成
リンククローン、ビデオキャプチャなどの Workstation の機能で共同作
業をさらに促進することができます。

･ 企業に仮想インフラストラクチャを導入　Workstation で作成された仮
想マシンは、VMware が提供する他のデスクトップ及びサーバ仮想化プ
ラットフォームに配置することができます。 VMware Workstation の仮
想化をデスクトップに導入することは、物理 IT インフラストラクチャ
を仮想インフラストラクチャに 転換する理想的な第一歩と言えます。

.

マニュアルの概要
VMware 製品を既にお使いになっている方は「Version 5 の新機能 (P.20)」と

「VMware Workstation のアップグレード (P.53)」をご覧になってください。

VMware Workstation を始めてお使いになる方は、マニュアルをよくお読み
ください。

･ このマニュアルの前半 （「VMware Workstation の実行 (P.141) 」まで）
では、VMware Workstation の機能を紹介し、ソフトウェアのインス
トールと起動までの手順を解説していきます。 

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

ホストとゲスト
･VMware Workstation
をインストールした
物理コンピュータを
ホストコンピュータ
といい、その OS を
ホスト OS といいま
す。

･仮想マシン内で実行
する OS をゲスト
OS といいます。 

･これら、または他の
特別な用語の定義
は、このマニュアル
の末尾にある「用語
集」を参照してくだ
さい。
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Version 5 の新機能
VMware Workstation 5 は、VMware Workstation を長く愛用してくださって
いる方にも、仮想マシンの可能性をこれから体験しようとしている方にも、
性能を高めて使い易さを実現する新機能を提供します。

VMware Workstation 5 で新たに加えられた主な機能は次の通りです。

マルチスナップショット
Workstation5 では、前リリースでのスナップショット機能が大幅に拡張さ
れ、実行中仮想マシンの特定の時点でのスナップショットをいつでも無制限
に設定することができます。これにより、取り込みと複数の構成間での切替
えが容易になり、またテストとデバッグの時間を短縮することができます。

テスト中に問題が発生した場合、容易に前のスナップショットまで戻ること
ができます。新しいスナップショットマネージャは、1 つの画面に設定した
スナップショットすべてのサムネールを表示するので、容易に経過を追い、
スナップショットに戻ることが可能です。以前に設定したスナップショット
に戻ると、Workstation は新しい分岐を作成し、常に他のスナップショット
を利用可能な状態にします。

チーム
チーム機能を活用することにより、接続された仮想マシンの管理と「実世
界」での多重層構成のシミュレートが容易になります。チームとは、プライ
ベートネットワークで接続されている仮想マシンのグループです。

チームのパワーオン、オフ、サスペンド、及びレジューム等のパワーオペ
レーションの構成を希望の順序に行うことができます。ネットワークバンド
幅とパケットロスの確率を含む、チーム仮想マシン間のネットワーク設定を
行うことができます。 コンソールビューはチームに属する仮想マシンすべて
のアクティブサムネールを表示するので、チーム仮想マシンの確認、また
チーム間の切替が容易に行えます。

クローン
クローン機能によって、仮想マシンの完全なコピーを作成する作業が簡易化
できるので、共同テストとデバッグが容易になります。仮想マシンのクロー
ン作成には、リンククローンと完全クローンの２つの方法があります。

･ リンククローンによって、共有ドライブのテンプレート仮想マシンの
ライブラリ設定が容易になり、ローカルマシンの不必要なディスクス
ペースを使用することなく、アクセス、共有ができます。
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･ 完全クローンは、ホストファイルシステム内のファイルの位置づけ、
または既存のゲスト構成をコピーするために必要なものすべてをイン
ストールする必要なく仮想マシンの完全なコピーが必要な時等に利用
することができます。

マルチ仮想マシンパフォーマンスの改善
Workstation 5 では、複数の仮想マシンを同時に実行した際のメモリ使用効
率が大幅に改善されました。 これにより、かなり少ない総メモリ量で複数の
仮想マシンを効率的に実行することができます。

ネットワークパフォーマンスの改善
Workstation 5 では、VMware のカスタムネットワークドライバを利用して
ネットワークのパフォーマンスが強化されました。 アップデートされた
VMware Tools を一旦インストールすると、必要なネットワークドライバが
途切れなくインストールされ、ネットワークパフォーマンスが著しく改善さ
れます。

サスペンド、レジューム及びスナップショットオペレーショ
ンの改善
Workstation 5 では、サスペンド、レジューム、及びスナップショットのオ
ペレーションがより速くなりました。 これにより、パワーオペレーションが
実行されるのを待つ時間が削減され、その分テストに時間を費やすことがで
きます。

新規ホスト OS サポート
･ SUSE Linux Pro 9.2
･ SUSE Linux Enterprise Server 9.0
･ Mandrake Linux 10
･ Windows Server 2003 SP1 ベータ版 ( 試験的サポート )
･ Red Hat Enterprise Linux 4.0 ベータ版 ( 試験的サポート )

新規ゲスト OS サポート
･ Windows Server 2000 Small Business
･ Red Hat Linux Advanced Server 3.0
･ SUSE Linux Pro 9.2
･ SUSE Linux Enterprise Server 9.0
･ Mandrake Linux 10
･ Novell NetWare 6.5 SP3
21
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･ Novell NetWare 5.1 SP8
･ Novell Linux Desktop 9
･ Sun's Java Desktop System
･ Windows Server 2003 SP1 ベータ版 ( 試験的サポート )
･ Red Hat Enterprise Linux 4.0 ベータ版 ( 試験的サポート )
･ SUSE Linux Enterprise Server 9 SP1 ( 試験的サポート )
･ 他アップデートサービスパック及びアップデートカーネル

64 ビットホストのサポート
VMware Workstation 5 では、 AMD64 Opteron、Athlon 64、Intel EM64T の
ハードウェアサポート、また Windows XP、Red Hat Enterprise Linux 3.0、
SUSE Linux Enterprise Server 9、SUSE Linux Enterprise Server 8、SUSE Linux 
Enterprise Server 7、Windows Server 2003 SP1 ( 試験的サポート )、Red Hat 
Enterprise Linux 4.0 ( 試験的サポート ) の 64 ビットホスト OS のソフトウェ
アサポートを提供しています。

アイソクロナス USB のサポート
Workstation 5 は、webcam やマイクロホン等のアイソクロナス USB 入力デ
バイスとスピーカー等の出力デバイスをサポートしています。ゲスト OS 内
で、webcam またはマルチトラックオーディオの使用が可能です。

コマンドラインインターフェース
Workstation 5 には、新しいコマンドラインインターフェース (CLI) があり、
スクリプトを作成して、特定のマニュアル手順を自動化することが可能で
す。サポートされたコマンドを表示させるには、コマンドプロンプトで
vmrunを入力します。

ムービーの録画と再生
Workstation 5 では、仮想マシン内での 操作を記録し、.AVIフォーマット
で保存することができ、共同作業を 容易にします。 その .AVIファイルを
.AVIプレイヤーを備えたPCで再生することができます。無料Windowsプレ
イヤーは弊社の Web サイトから ダウンロードできます。 

経過を記録して特定の構成内での問題を再生、またはアプリケーションを実
行する前に構成手順を記録することができます。共同作業の促進にムービー
を共有することもできます。
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Linux ユーザーインターフェースの改善
Workstation 5 では、Linux 上での新しい gtk-2 ベースのユーザーインター
フェースを提供しており、 使用効率が向上されました。

アップグレードの簡易化と VMware Tools インストールの改
善
Workstation 5 からは、Windows ホストで、新しい Workstation のリリース
が自動的にインストールされるようになりました。インストーラは、自動的
に前バージョンをアンインストールしてから新しいバージョンをインストー
ルします。Workstation 5 ではさらに、Linux 仮想マシンでの VMware Tools
インストレーションが簡素化され、X セッションを終了することなく
VMware Tools をインストールできるようになりました。

NX ビットサポート
Workstation 5 では、ゲスト OS の非実行命令ビットをサポートしています。
悪質なバッファオーバーランを阻止するのを目的とし、NX は適切に作成さ
れたアプリケーションがメモリスペースを実行可能として指定することを可
能にし、同時に他のメモリスペースにアクセスを試みるいかなるコードの実
行をも妨げます。

VMware Virtual Machine Importer
この独立したユーティリティを使用して、Microsoft 仮想マシン (Virtual PC
または Microsoft Virtual Server) を Workstation 4 または 5 と互換性のある
VMware 仮想マシンに変換することが可能です。 VMware 仮想マシンは前
フォーマットから完全に独立し、 VMware Workstation の機能をすべて使用す
ることができます。オリジナルファイルはそのまま残されます。
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ホストのシステム要件 
VMware Workstation 5 のパフォーマンスを最大限に高めるためには、次のよ
うなシステム構成が最低限必要となります。 VMware Workstation で稼動する
仮想マシンは多くの点で物理コンピュータと類似していますが、高速なプロ
セッサと大容量のメモリを備えているほど、全般的なパフォーマンスが向上
する点も物理コンピュータに類似しています。

PC ハードウェア
･ x86 互換性のある標準 PC
･ 500MHz 以上の CPU を推奨（最低でも 400MHz が必要 )

次のプロセッサと互換性を持ちます。

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

（「Prestonia」を含む）
･ AMD™: Athlon™、 Athlon MP、Athlon XP、 Duron™ 、 Opteron™

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

･ AMD Sempron™ の試験的サポート

･ マルチプロセッサシステムに対応
･ AMD64 Opteron、Athlon 64 または Intel IA-32e CPU(「Nocona」を含

む）の 64 ビットプロセッサに対応

メモリ
･ ホスト OS に加えて、各ゲスト OS とホスト / ゲストで稼動するアプリ

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

･ 256MB を推奨（最低 128MB が必要） 

ディスプレイ
･ 16 ビットのディスプレイアダプタを推奨。

8 ビットを超えるディスプレイアダプタが必要です。
･ Linux がホストの場合、ゲスト OS をフルスクリーンモードで実行する

ためには、X11R6 仕様を満たす X サーバ（XFree86 等）とそのサーバ
がサポートするビデオアダプタが必要となります。
www.vmware.com24
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ディスクドライブ
ゲスト OS は物理ディスクパーティションまたは仮想ディスクファイルに存
在することができます。

ハードディスク
･ 950GB までの IDE 及び SCSI ハードドライブをサポート
･ 基本インストールに Windows ホストで 100MB、Linux ホストで 20MB

の空き容量が必要です。
･ 各ゲスト OS 及びそこで使用するアプリケーションソフトウェアに最低

1GB の空きディスク容量を推奨します。デフォルトのセットアップを
使用する場合、実際に必要なディスク容量は、ゲスト OS とアプリケー
ションを物理コンピュータにインストールして実行する場合とほぼ同
じになります。 

オプティカル CDROM/DVDROMドライブ
･ IDE 及び SCSI オプティカルライブをサポート
･ CD-ROM 及び DVD-ROM ドライブをサポート 
･ ISO ディスクイメージファイルをサポート

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

ト
･ 非イーサネット ネットワークは、ビルトインのネットワークアドレス

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

ホスト OS
VMware Workstation は、Windows と Linux 両方のホスト OS で利用できま
す。

Windows ホスト OS(32 ビット )
･ Windows Server 2003 Web Edition 、Windows Server 2003 Standard 

Edition 及び Windows Server 2003 Enterprise Edition
･ Service Pack 1 または２を適用した Windows XP Professional 及び

Windows XP Home Edition（サービスパックを適用していない場合もサ
ポート）

･ Service Pack 3 または 4 を適用した Windows 2000 Professional、
Windows 2000 Server 及び Windows 2000 Advanced Server（サービス
パックを適用していない場合もサポート）
25



VMware Workstation 5ユーザーマニュアル
Windows ホスト OS(64-bit)
･ Windows Server 2003(64 ビット版 )
･ Windows XP (64 ビット版 ) プレリリースの試験的サポート
Windows オンラインヘルプシステムに Internet Explorer 4.0 以降が必要で
す。

Linux ホスト OS
対応ディストリビューションとカーネルのリストは次の通りです。この要件
を満たさないシステムでは VMware Workstation が動作しないことがありま
す。

注意 : 新しく Linux カーネルやディストリビューションがリリースされる度
に、弊社では該当ホストプラットフォームでの安定性と信頼性の確保を目指
して製品の修正とテストを行います。新しいカーネルやディストリビュー
ションへのサポートを迅速に提供するためにあらゆる努力を行いますが、下
記のリストに該当カーネルやディストリビューションが追加されていない限
り、弊社製品での使用はサポートされません。最新のプレビルドモジュール
は、弊社 Web サイトのダウンロードのセクション (www.vmware.com/
download/) で入手することができます。
･ 多種の 2.6 カーネルのサポート
･ Mandrake Linux 10
･ Mandrake Linux 9.0　ストック 2.4.19
･ RHEL AS/ES/WS 4.0　32 ビット、64 ビット ( 試験的 )
･ RHEL AS/ES/WS 3.0　ストック 2.4.21、アップデート 2.4.21-15.EL、64

ビット
･ Red Hat Enterprise Linux 2.1　ストック 2.4.9-e3
･ Red Hat Linux Advanced Server 2.1　ストック 2.4.9-e3
･ Red Hat Linux 9.0　ストック 2.4.20-8、アップグレード 2.4.20-20.9
･ Red Hat Linux 8.0　ストック 2.4.18
･ Red Hat Linux 7.3　ストック 2.4.18
･ Red Hat Linux 7.2　ストック 2.4.7-10、アップグレード 2.4.9-7、アップ

グレード 2.4.9-13、アップグレード 2.4.9-21、アップグレード 2.4.9-31
･ SUSE Linux 9.1　ストック 2.6.4-52
･ SUSE Linux 9.0　ストック 2.4.21-99
･ SUSE Linux Enterprise Server 9.0　32 ビット、64 ビット、SP1（サービ

スパックを適用していない場合もサポート）
･ SuSE Linux Enterprise Server 8　ストック 2.4.19、64 ビット
･ SuSE Linux 8.2　ストック 2.4.20
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･ SuSE Linux 8.1　ストック 2.4.19
･ SuSE Linux 8.0　ストック 2.4.18
･ SuSE Linux Enterprise Server 7 -- ストック 2.4.7 及びパッチ 2
･ SuSE Linux 7.3　ストック 2.4.10
上記以外のプラットフォームはサポートされていません。

Help システムを利用するには、Web ブラウザが必要となります。
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仮想マシンの仕様
VMware Workstation 5 で作成した各仮想マシンは、ゲスト OS が認識する次
のデバイスを含むプラットフォームを備えています。

プロセッサ
･ ホストコンピュータと同じプロセッサ

注意 : 64 ビットプロセッサは、仮想マシン内で 32 ビットレガシーモー
ドで稼動します。

･ 対称型マルチプロセッサシステムでの、仮想マシンごとのシングルプ
ロセッサ 

チップセット
･ Intel 440BX 搭載マザーボード
･ NS338 SIO
･ 82093AA IOAPIC

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

メモリ
･ 最大 3.6GB（ホストのメモリサイズによって異なります） 
･ 全仮想マシンで合計 4GB まで利用可能

グラフィックス
･ VGA 及び SVGA をサポート

IDE ドライブ
･ 最大 4 つのデバイス ー ディスク、CD-ROM または DVD-ROM (DVD ド

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

･ ハードディスクは仮想ディスクでも物理ディスクでも可
･ 最大 950GB の IDE 仮想ディスク
･ CD-ROM は、物理デバイスでも ISO イメージファイルでも可

SCSI デバイス
･ 最大 7 つのデバイス
･ 最大 950GB の SCSI 仮想ドライブ
･ ハードディスクは仮想ディスクでも物理ディスクでも可
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･ 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、及びその他の SCSI デバイスと動作

･ LSI Logic® LSI53C10xx Ultra320 SCSI I/O コントローラー

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

フロッピードライブ
･ 最大 2 つの 1.44MB フロッピーデバイス 
･ 物理ドライブまたはフロッピーイメージファイル

シリアル (COM) ポート
･ 最高４つまでのシリアル (COM) ポート
･ シリアルポート、Windows ファイルまたは Linux ファイル、名前付き

パイプに出力

パラレル (LPT) ポート
･ 最高 2 つの双方向パラレル (LPT) ポート
･ パラレルポートまたはホスト OS のファイルに出力 

USB ポート
･ 2 ポートの USB 1.1 UHCI コントローラー
･ 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、静止デジタルカメラ等のデバイスをサポート
･ webcam、スピーカー、マイクロホン、及び他ストリーミングオーディ

オ / ビデオ入力デバイスの試験的サポート

キーボード
･ 104 キー Windows 95/98 拡張キーボード 

マウス及び描画タブレット
･ PS/2 マウス
･ シリアルタブレットをサポート 

イーサネットカード
･ 最大 3 枚の仮想イーサネットカード
･ AMD PCnet-PCI II 互換
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サウンド
･ サウンド入出力
･ Creative Labs Sound Blaster AudioPCI のエミュレーション (MIDI 入力と

ゲーム用コントローラー、ジョイスティックはサポートされていませ
ん。) 

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

ストオンリー及び NAT ネットワークに割り当てられています )
･ 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

･ NAT で PPTP の VPN サポート
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対応ゲスト OS
下記の OS は、VMware Workstation 5 の仮想マシンでテストが行われ、公式
にサポートされているものです。一般的なゲスト OS のインストールに関す
る注意事項は、弊社 Web サイトからか [ ヘルプ (Help)] メニューで

「VMware ゲスト OS インストールガイド」を参照してください。

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

Microsoft Windows 32 ビット
･ Windows、Longhorn( コード名）、ベータの試験的サポート
･ Windows Server 2003 Web Edition、Standard Edition、Enterprise 

Edition、及び Small Business Server 2003
･ Service Pack 1 または 2 を適用した Windows XP Professional 及び Home 

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

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

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

･ Windows Me
･ Windows 98 ( 全 Customer Service Packs を含む ) 及び Windows 98 SE 
･ Windows 95 (Service Packs 1 及び全 OSR リリースを含む ) 
･ Windows for Workgroups 3.11
･ Windows 3.1 

Microsoft MS-DOS
･ MS-DOS 6.x 

Linux
･ Mandrake Linux 8.2、 9.0、9.2、10
･ Red Hat Linux 7.0、 7.1、7.2、7.3、8.0、9.0
･ RHEL AS/ES/WS 4.0（32 ビット）

･ RHEL AS/ES/WS 2.1、3.0

･ RHEL Advanced Server 2.1
･ SuSE Linux 7.3、8.0、8.1、8.2、9.0、9.1
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･ SuSE Linux Enterprise Server 7、7 パッチ 2、8、９、9 SP1
･ Turbolinux Server 7.0、Enterprise Server 8、Workstation 8

Novell
･ NetWare Server 5.1 SP8、6.0 SP4、6.5 SP3
･ Linux Desktop 9

FreeBSD
･ FreeBSD 4.0、4.1、4.2、4.3、4.4、4.5、4.6.2、4.8、 5.0

注意 : FreeBSD 4.0 - 4.3 で 2GB 以上の SCSI 仮想ディスクを使用する場
合、ゲスト OS が起動しないという問題が生じ得ます。この問題を対処
するには、弊社 Web サイトか [ ヘルプ (Help)] メニューから「VMware
ゲスト OS インストールガイド」を参照してください。

Sun
･ Solaris x86 Platform Edition 9 、10 ベータの試験的サポート
･ Java Desktop System（JDS) ２
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テクニカルサポート
オンラインドキュメント
本マニュアルへの最新アップデートを含む VMware Workstation 関連のド
キュメントは、弊社 Web サイト ( www.vmware.com/support/) で参照いた
だけます。

VMware 知識ベース
弊社 Web サイトの知識ベース ( www.vmware.com/kb) では、トラブル
シューティングや上級ユーザー向けの使用上のヒント等をご覧いただけま
す。

VMware ユーザーコミュニティー
VMware ユーザーコミュニティーには、VMware 主催のディスカッション
フォーラムとニュースグループがあります。

コミュニティーディスカッションフォーラム
VMware コミュニティーは、弊社の Web サイト上で行われるディスカッ
ションフォーラムで、全ての VMware ユーザーに開放されています。
フォーラムでは、VMware 製品を使用した経験を共有し、技術的な質問ある
いは問題をとりあげ、他の VMware ユーザーのから知識、助言等を得るこ
とができます。弊社のコミュニティーフォーラム ( www.vmware.com/
community) でご覧いただけます。

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

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

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

次のガイドラインでは、トラブルの診断に必要な情報を記述しています。
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仮想マシンが正常に終了しない場合、あるいはクラッシュする場合は、サ
ポートスクリプトを実行して、適切なログファイルとシステム情報を集めて
ください。そして、使用のホストコンピュータに従って、次のステップを
行ってください。

Windows ホスト
1. コマンドプロンプトを開きます。

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

cd \Program Files\VMware\VMware Workstation

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

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、その出力を格納したディレクトリ名が表示されま
す。WinZip または PKZIP などのファイル圧縮ユーティリティを使用し
て、そのディレクトリを圧縮して、サポートリクエストと共に zip ファ
イルを提出します。

Linux ホスト
1. ターミナルを開きます。

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

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

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

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

Windows ホストでのファイル名は VMInst.logで、temp フォルダに保存
されています。 Windows NT ホスト上でのデフォルトの格納場所は C:￥temp
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です。Windows 2000、Windows XP または Windows Server 2003 ホストでは
C:￥Documents and Settings￥<username>￥Local Settings￥Temp
です。 Local Settings フォルダはデフォルトでは表示されません。中身を表示
するには、[ マイコンピュータ ] を開き、[ ツール ] - [ フォルダオプション ]
を選択して [ 表示 ] タブをクリックし、[ すべてのファイルとフォルダを表
示する ] を選択します。

シリアル番号の登録は必ず行ってください。登録されますと、
www.vmware.com/requestsupport でサポート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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トピック別参照先
･ VMware Workstation のインストール (P.37)
･ VMware Workstation のアップグレード (P.53)
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ここでは、Linux や Windows のホストシステムに VMware Workstation をイ
ンストールする手順を説明します。

･ ホストシステムの選択 (P.39)
･ 旧バージョンからのアップグレード (P.39)

･ VMware Workstation5 を Windows ホストへインストール (P.40)
･ Windows ホストに Workstation をインストール (P.41)
･ VMware Workstation のサイレントインストール機能 (P.44)
･ VMware Workstation 5 を Windows ホストからアンインストール 

(P.46)
･ VMware Workstation 5 を Linux ホストへインストール (P.47)

･ Linux ホストへのインストールを開始する前に (P.47)
･ Linux ホストに VMware Workstation をインストール (P.48)
･ Web ブラウザの必要性 (P.51)
･ VMware Workstation 5 を Linux Host からアンインストール (P.51)
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ホストシステムの選択
VMware Workstation は、ホストコンピュータが Windows でも Linux でもご
利用になれます。両ホストプラットフォームのインストール用ファイルは同
じ CD-ROM に含まれます。

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

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

･ 対応 Windows ホストへのインストールは、「VMware Workstation5 を
Windows ホストへインストール (P.40)」を参照してください。

･ Linux ホストへのインストールは、「VMware Workstation 5 を Linux ホス
トへインストール (P.47)」を参照してください。

旧バージョンからのアップグレード
VMware Workstation の旧バージョンからアップグレードする場合は、はじ
めに「VMware Workstation のアップグレード (P.53)」をお読みください。
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VMware Workstation5 を Windows
ホストへインストール
VMware Workstation は、次の手順で簡単に利用を開始することができます。

1. 本章の「Windows ホストに Workstation をインストール (P.41)」に従っ
て、VMware Workstation のソフトウェアをインストールします。

2. VMware Workstation を起動して、シリアル番号を入力します。

この作業が必要なのは 1 度のみです。インストール中にプロンプトが
出た時、あるいは [ ヘルプ ] - [ シリアル番号の入力 ] を選択してシリア
ル番号の入力を行います。

前回のインストールでのシリアル番号がない場合は、インストーラが
インストール時にシリアル番号の入力を促します。インストール時に
シリアル番号を入力しない場合は、インストール後 [ ヘルプ ] - [ シリア
ル番号の入力 ] を選択してシリアル番号の入力を行います。

3. 新規仮想マシンウィザードを使用して仮想マシンを作成します。詳し
くは 「仮想マシンの新規作成 (P.103)」を参照ください。

4. 新しい仮想マシンにゲスト OS をインストールします。これにはゲスト
OS 用のインストールメディア (CD-ROM またはフロッピーディスク）
が必要です。詳しくは、「ゲスト OS と VMware Tools のインストール 
(P.121)」を参照してください。

5. パフォーマンスを拡張するために、仮想マシン内に VMware Tools パッ
ケージをインストールします。詳しくは「VMware Tools のインストー
ル (P.124)」を参照してください。

6. これで仮想マシンをご利用いただけます。

インストールを開始する前に、次の準備ができているか確認してください。 

･ VMware Workstation を実行するためのシステム要件を満たしたコン
ピュータとホスト OS ー 詳しくは 「ホストのシステム要件 (P.24)」を参
照してください。

･ VMware Workstation のインストール ソフトウェア ー VMware 
Workstation のパッケージ版を購入された場合は、ボックス内の CD に
インストールソフトウェアが含まれています。ダウンロード版を購入
された場合は、ダウンロードしたファイルにインストールソフトウェ
アが含まれます。
www.vmware.com40



第 2 章  VMware Workstation のインストール
･ VMware Workstation のシリアル番号 ー シリアル番号は、VMware 
Workstation のボックス内あるいはダウンロード版の受注を確認する電
子メールの中に記載されています。 

･ ゲスト OS 用のインストール CD またはフロッピーディスク

Windows ホストに Workstation をインストール
1. Administrator ユーザーあるいは Windows Administrators グループのメ

ンバーとして、Microsoft Windows ホストにログインします。

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

2. CD からインストールを行う場合は、[ スタート ] メニューにある [ ファイ
ル名を指定して実行 ] を選択し、 D:￥setup.exeと入力します。 D:の
個所には CD-ROM ドライブに相当するドライブ名を入力します。

ダウンロード版のファイルを使用してインストールを行う場合は、 [ ス
タート ] メニューにある [ ファイル名を指定して実行 ] を選択し、ダウ
ンロードしたインストーラファイルが保存されているディレクトリを
検索して実行します (VMwareWorkstation-<xxxx>.exeのような
ファイル名が付いているはずです。<xxxx>の箇所には バージョンと
ビルド番号を表す数字の列が入ります )。

3. [VMware Workstation のインストールウィザードへようこそ ] という画
面が表示されます。

[ 次へ ] をクリックします。
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4. 使用許諾契約書を読んで、その条項に同意します。[ 使用許諾契約の条
項に同意します ] を選択してから [ 次へ ] をクリックします。

5. VMware Workstation をインストールするディレクトリを指定します。
デフォルト以外のディレクトリにインストールする場合は、[ 変更 ] ボ
タンをクリックし、希望のディレクトリに変更します。指定された
ディレクトリが存在しない場合、インストーラが新規に作成します。
[ 次へ ] をクリックします。

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

注意 : Windows や Microsoft Installer では、ローカルドライブ上のフォ
ルダへのパスは 255 字以内、マッピングしたドライブ、あるいは共有
ドライブ上のファルダへのパスは 240 字以内と、パスの長さに制限が
あります。VMware プログラムフォルダへのパスがこの制限を超える場
合、別のフォルダを選択するように求めるメッセージが表示されます。
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6.（Windows のみ）インストーラで作成するショートカットを選択しま
す。

ショートカットは、デスクトップ、スタートメニューと クイックラン
チツールバーに作成できます。

7. インストーラが必要な情報を集め終え、ソフトウェアのインストール
を開始する準備が完了します。 

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

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

8. CD-ROM の自動再生機能が有効になっているのをインストーラが検知
すると、それを無効にするオプションが表示されます。 この機能を無効
にすることで、システムにインストールする仮想マシンとの間に不必
要な干渉が生じるのを防ぐことができます。
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9. ユーザー名、会社名、シリアル番号を入力する場合は、ここで情報を
入力し、[ 次へ ] をクリックします。シリアル番号は、パッケージの登
録カードに記載されています。ここで入力した情報はバージョン情報
ボックス（[ ヘルプ ] - [ バージョン情報 ]）にてご覧いただけます。こ
のステップを省略した場合、 VMware Workstation の最初の起動時にシ
リアル番号の入力を求める画面が表示されます。

10.[ 完了 ] をクリックすると、VMware Workstation ソフトウェアのインス
トールが完了します。 

11.PC の再起動を促すプロンプトが表示される場合があります。再起動を
行うと、VMware Workstation がインストールを正常に完了します。

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

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

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

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

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

<InstallTempPath>は管理インストレーションイメージを保存する
フォルダへの完全なパスです。

2. msiexecと前のステップで抽出した管理インストレーションイメージ
を使用して、サイレントインストールを実行します。
msiexec -i "<InstallTempPath>\VMware Workstation.msi" 
[INSTALLDIR="<PathToProgramDirectory>"] ADDLOCAL=ALL 
[REMOVE=<featurename,featurename>] /qn

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

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

値 詳細

Authd VMware 承認サービス

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

DHCP 仮想 DHCP サーバ

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

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

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

VMware Tools のインストール
ゲスト OS をインストールした後に、必ず VMware Tools をインストールし
てください。詳細は「VMware Tools のインストール (P.124)」を参照してく
ださい。

VMware Workstation 5 を Windows ホストからアンインス
トール 
VMware Workstation 5 をアンインストールするには、コントロールパネルの
[ プログラムの追加と削除 ] を使用します。パネルから [VMware 
Workstation] を選択して [ 削除 ] をクリックします。後は、画面の指示に
従ってください。 

プロパティ プロパティ作用 デフォ
ルト

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

DISABLE_AUTORUN ホストの CD オートランを無効にする 1

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

0

SERIALNUMBER シリアル番号が自動的に入力されます。  
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VMware Workstation 5 を Linux ホスト
へインストール
VMware Workstation は、次の手順で簡単に利用を開始することができます。

1. 本章の「Linux ホストに VMware Workstation をインストール (P.48)」に
従って、VMware Workstation のソフトウェアをインストールします。

2. VMware Workstation を開始します。

3. シリアル番号を入力します。

この作業が必要なのは 1 度のみです。前回のインストール時にシリア
ス番号を入力しなかった場合、Workstation 開始時にシリアル番号入力
のプロンプトが表示されます。シリアル番号の入力は、[Help] - [Enter 
Serial Number] を選択します。

注意 : シリアル番号を入力しなくても Workstation のインストールは
行えますが、仮想マシンのパワーオンはできません。

4. New Virtual Machine Wizard を使用して仮想マシンを作成します。 詳し
くは、「仮想マシンの新規作成 (P.103)」を参照ください。

5. 新しい仮想マシンにゲスト OS をインストールします。これにはゲスト
OS 用のインストールメディア (CD-ROM またはフロッピーディスク）
が必要です。詳しくは「ゲスト OS と VMware Tools のインストール 
(P.121)」を参照ください。

6. パフォーマンスを拡張するために、仮想マシン内に VMware Tools パッ
ケージをインストールします。詳しくは「VMware Tools のインストー
ル (P.124)」を参照ください。

7. これで仮想マシンをご利用いただけます。

Linux ホストへのインストールを開始する前に
VMware Workstation のインストールを開始する前に、次の事項を確認して
ください。

･ VMware Workstation を実行するためのシステム要件を満たしたコン
ピュータとホストOS　詳しくは「ホストのシステム要件 (P.24)」を参
照ください。

･ VMware Workstation のインストールソフトウェア　VMware 
Workstation のパッケージ版を購入された場合は、ボックス内の CD に
インストールソフトウェアが入っています。ダウンロード版を購入さ
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れた場合は、ダウンロードしたファイルにインストールソフトウェア
が含まれます。

･ VMware Workstation のシリアル番号　シリアル番号は、VMware 
Workstation のボックス内あるいはダウンロード版の受注を確認する電
子メールの中に記載されています。 

･ ゲストOS 用のインストール CDまたはフロッピーディスク
次の注意事項を確認し、必要があればホスト OS の構成を調整します。

･ vmware-distrib　以前に tar インストールを行っている場合、前の
vmware-distribディレクトリを削除してから、もう 1 度 tar からイン
ストールを行ってください。 このディレクトリのデフォルト場所は /

tmp/vmware-distribです。

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

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

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

グインします。 

2. 初期のインストールプロセスを実行するために、ターミナルウィンド
ウで root として設定します。 
su -

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

4. CD 上の Linuxディレクトリに移動します。 

5. 希望のインストーラの該当セクションに従って、インストールを続け
てください。

･ tar インストーラを使用

･ RPM インストーラの使用
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tarインストーラを使用
注意 : アーカイブのコピー及び解凍プロセスを省いて、CD 上の
vmware-distribディレクトリから直接インストールを行ってくださ
い。

a. tar アーカイブをハードドライブのディレクトリ、例えば /tmpにコ
ピーします。
cp VMware-<xxxx>.tar.gz /tmp

b. ファイルをコピーしたディレクトリに移動します。
cd /tmp

c. アーカイブを解凍します。
tar zxf VMware-<xxxx>.tar.gz 

d. インストールディレクトリに移動します。
cd vmware-distrib

e. インストールプログラムを実行します。
./vmware-install.pl 

f. バイナリーファイル、ライブラリーファイル、マニュアルファイル、
ドキュメンテーションファイル及び init スクリプトのディレクトリ
は、デフォルトをそのまま使用します。

g. コンフィギュレーションファイル (vmware-config.pl) を起動する
かのプロンプトが表示されたら [Yes] と答えて下さい。

これで、tar アーカイブのインストールの説明は終了です。RPM インス
トーラの説明を飛ばしてステップ 6 に進んでください。

RPMインストーラの使用
a. インストールファイルを指定する RPM を起動します。
rpm -Uhv VMware-<xxxx>.rpm

VMware-<xxxx>.rpmが CDROM にあるインストールファイルです。
<xxxx>に、バージョンとビルトに相当する番号がファイル名に入りま
す。

b. コマンドラインからコンフィギュレーションプログラムを起動しま
す。
vmware-config.pl 

6. <Enter> キーを押して使用許諾契約書 (EULA) を読んでください。ス
ペース バーを押すとページを進めることができます。[Do you accept...]
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というプロンプトが表示されない場合は、<Q> を押して次のプロンプ
トに進んでください。 

7. 残りのプロンプトはほとんど、デフォルトを選択すれば良いように
なっています。

注意 :この時点でホストオンリーネットワークを有効にしておかなけ
れば、仮想マシンでブリッジネットワークとホストオンリーネット
ワークの両方を使用することはできません。

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

9. インストールが完了したら、root のアカウントを終了します。
exit 

ゲスト OS をインストールしてから、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.124)」を参照してください。

vmware-config.pl での構成
vmware-config.plを使用して、VMware Workstation のインストレーショ
ンを構成します。

注意 : RPM インストーラを実行する場合、このプログラムをコマンドライ
ンから別に実行する必要があります。tar インストーラからインストールす
る場合は、コンフィギュレーションプログラムの起動はプロンプトで促され
ますので、[Yes] と答えてください。

必要な構成の変更
次のような場合には、vmware-config.plでの構成が必要になります。

･ 初めて VMware Workstation をインストールする時
･ Workstation のバージョンをアップグレードする時
･ カーネルをアップグレードする時 ( カーネルをアップグレードした後に

VMware Workstation を再インストールする必要はありません。)
･ ホストオンリーネットワークを追加または除去するため等に VMware 

Workstation のネットワークオプションを再構成する場合
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vmware-config.pl の格納場所
インストーラは vmware-config.pl を /usr/binに格納します。 /usr/
binがデフォルトパスにない場合は、次のコマンドでプログラムを実行して
ください。
/usr/bin/vmware-config.pl

VMware Tools のインストール
注意 : ゲスト OS をインストールした後に、必ず VMware Tools をインス
トールしてください。詳細は「VMware Tools のインストール (P.124)」を参
照してください。

Web ブラウザの必要性
VMware Workstation のヘルプシステムは、ホストコンピュータに Web ブラ
ウザがインストールされていなければ利用できません。

VMware Workstation 5 を Linux Host からアンインストール

Workstation の RPMインストレーションをアンインストール
RPM インストーラを使用して VMware Workstation をインストールした場合
は、次のコマンドを実行してシステムからソフトウェアを削除します。

rpm -e VMwareWorkstation*

注意 : アスタリスク (*）にはビルド番号が入ります。

Workstation の tar インストレーションをアンインストール
tar インストーラを使用して VMware Workstation をインストールした場合
は、次のコマンドを実行してシステムからソフトウェアを削除します。

vmware-uninstall.pl
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トピック別参照先
･ VMware Workstation の基礎 (P.65)
･ 仮想マシンの新規作成 (P.103)
･ VMware Workstation の実行 (P.141)
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ここでは、Windows ホストや Linux ホストで VMware Workstation を
Version 3 または 4 から Version 5 へアップグレードする手順と、既存の仮想
マシンを VMware Workstation 5 で使用する手順とを説明します。

･ アップグレードを開始する前に (P.55)
･ Windows ホスト上でのアップグレード (P.58)
･ Linux ホスト上でのアップグレード (P.60)
･ Workstation 4 で作成した仮想マシンを Workstation 5 で使用 (P.62)
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アップグレードを開始する前に
VMware Workstation 5 をインストールする前に
アップグレードをスムーズに実行するためには、旧バージョンの VMware 
Workstation がまだコンピュータ上にあり、VMware Workstation 5 をインス
トールする前に、次の作業を行ってください。 

サスペンドされている仮想マシンのレジュームとシャットダウン
VMware Workstation 3、4 や VMware Workstation 5 のプレリリース版で作成
した仮想マシンを使用する予定であれば、それを作成するのに使用したリ
リースを削除する前に、仮想マシンを完全にシャットダウンしておいてくだ
さい。

仮想マシンがサスペンドされている場合は、旧リリースでレジュームして、
ゲスト OS をシャットダウンしてから仮想マシンをオフにします。

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

Workstation 4 のスナップショットから仮想マシンをアップグレード
Workstation の旧バージョンでスナップショットを設定している場合は、

「Workstation 4 で作成した仮想マシンを Workstation 5 で使用 (P.62)」を参照
してください。

全ディスクを同じモードに設定
Workstation 3 のみ　1 つ以上の仮想ディスクが構成されている既存の仮想
マシンを使用しており、全てのディスクが通常あるいは取り消し可能モード
に設定されている場合は、単純な作業でアップグレードを行うことができま
す。 

Workstation 3 のみ　1 つ以上の仮想ディスクが構成されている既存の仮想
マシンを使用しており、全てのディスクが読み取り専用モードに設定されて
いる場合は、VMware Tools をアップグレードする際に特別な作業が必要と
なります。詳しくは、 http://www.vmware.com/info?id=44 を参照してくだ
さい。
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Workstation 3 のみ　取り消し可能 (Undoable) モードのディスクが設定され
ている既存の仮想マシンを使用する予定であれば、それを作成するのに使用
した Workstation 3 を削除する前に、仮想ディスクへの変更を反映するか破
棄しなければなりません。

Workstation 3 のみ　旧リリースを使用して該当する仮想マシンを一旦レ
ジュームあるいはオンにしてから、ゲスト OS をシャットダウンします。仮
想マシンをオフにした時に表示されるプロンプト画面を使用して、取り消し
可能ディスクへの変更を反映するか破棄するかの選択を行ってください。

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

Workstation 3 のみ　異なるモードの複数の仮想ディスクが構成されている
既存の仮想マシンを使用する場合、全ディスクを通常 (Persistent) モードに
変換してからアップグレードを行うのが最も簡単なアプローチです。旧リ
リースを使用して該当する仮想マシンを一旦レジュームあるいはオンにして
からゲスト OS をシャットダウンし、仮想マシンをオフにします。取り消し
可能ディスク (Undoable) が存在する場合は、この時に表示されるプロンプ
ト画面を使用して、変更を反映するか破棄するかの選択を行ってください。
次に構成エディタを開いて全ディスクを通常モードに変更します。

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

仮想マシンのバックアップ
念のために、VMware Workstation 5 に移行する仮想マシンが格納されている
仮想マシンのディレクトリにある全ファイル（ .vmdkあるいは .dsk、
.vmx あるいは .cfg、及び nvramのファイル）のバックアップを作成してお
いてください。アップブレードのパスによっては、VMware Workstation 5 と
旧バージョンの VMware Workstation の両方で仮想マシンを実行できなくな
る場合があります。

Workstation 2 から 5　Workstation 2 で作成した仮想マシンのアップグレー
ドを行うには、初めに Workstation 3 あるいは 4 へのアップグレードを行う
必要があります。 Workstation 5 では、Workstation 2 からの直接アップグ
レードはサポートしていません。
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Workstation 3 から 5　Workstation 3 で作成した仮想マシンは、Workstation 
5 で実行する前にアップグレードする必要があります。一旦更新すると、仮
想マシンを Workstation 3 で実行することはできません。 

Workstation 4 から 5　Workstation 4 で作成した仮想マシン ( または
Workstation 4 にアップグレードされている仮想マシン ) は、次のいずれか
を選択することができます。

･ Workstation 5 と完全に互換性を持つように、仮想マシンをアップデー
トすることができます。しかし、更新した仮想マシンは、 Workstation 4
では使用できなくなります。

･ 仮想マシンの更新を行わないまま使用することができます。この場合、
仮想マシンは Workstation 4 と Workstation 5 の両方で機能しますが、
マルチスナップショット等の Workstation 5 が提供する新しい機能を利
用することはできません。

Version 3 または 4の削除と Version 5 のインストール
VMware Workstation 3、4 または VMware Workstation 5 のプレリリース版を
削除して VMware Workstation 5 をインストールする際に、次の点を注意し
てください。

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

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

･ Linux がホストの場合、ライセンスはそのまま残されます。特別な作業
は必要なく、ライセンスを今まで通りに残しておくことができます。

実際のアップグレードのインストールはホスト OS によってことなります。

･ Windows ホスト上でのアップグレード (P.58)
･ Linux ホスト上でのアップグレード (P.60)
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Windows ホスト上でのアップグレード
･ VMware Workstation 5 アップグレード版を使用して、Workstation 4 を

Version 5 にアップグレードすることができます。
･ Version 3 から Version 5 にアップグレードするには、フルバージョンの

VMware Workstation 5 製品が必要です。

Version 4 または Version 5 のプレリリース版からのアップグ
レード

アップグレードの手順
Workstation Version4 または Workstation 5 のプレリリース版からのアップグ
レードを行うには、次の手順に従ってください。

1. Version 5 のインストーラをダウンロードディレクトリまたは CDROM
から起動します。

2. コンピュータ再起動のプロンプトが出た場合は、再起動します。

3. インストーラがインストールを完了します。

注意 : アップグレード用のシリアル番号を使用してアップグレードを行
う場合、インストーラはコンピュータに Version 4 ライセンスが存在す
るかどうかを確認します。Version 4 ライセンスが見つからない場合は、
Version 4 シリアル番号の入力を求める画面が表示されます。

Version 3 から Version 5 へのアップグレード
Version 3 からのアップグレードは、通常次の手順で行います。

1. コンピュータにインストールされている旧バージョンを削除します。 詳
しくは、「Version 3 の削除 (P.59)」参照してください。

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

2. コンピュータを再起動します。 

3. Version 5 をインストールします。

4. コンピュータを再起動します。 
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Version 3 の削除
Version3 の削除には VMware Workstation アンインストーラを使用します。 

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

2. [ はい ] をクリックします。

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

コンピュータを再起動した後は、「 VMware Workstation5 を Windows ホス
トへインストール (P.40)」の指示に従ってください。
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Linux ホスト上でのアップグレード
Workstation 4 から Version 5 へのアップグレードは、VMware Workstation 5
アップグレード版を使用して行えます。ただし、Version 3 から Version 5 の
アップグレードには、フルバージョンの VMware Workstation 5 製品が必要
となります。それ以前のバージョンからのアップグレードはサポートされて
いません。 

注意 : Workstation 5 からは、Samba は vmware-config.plを実行しても
自動的に構成されなくなりました。

tar インストーラを使ったアップグレード
Version 3、4 あるいは Version 5 の旧リリース版のインストールに tar インス
トーラを使用し、Version 5 にも tar インストーラを使用する予定であれば、
特に既存のバージョンを削除する必要はありません。｢ VMware Workstation 
5 を Linux ホストへインストール (P.47)」に記載のインストールの手順に
従ってください。

注意 : アップグレード製品を使用してアップグレードを行う場合、インス
トーラはコンピュータにライセンスが存在するかどうかを確認します。ライ
センスが見つからない場合は、前バージョンのシリアル番号の入力を求める
画面が表示されます。 

RPMインストーラを使ったアップグレード
Version 3、4 あるいは Version5 の旧リリース版のインストールに RPM イン
ストーラを使用した場合、次の手順で Version 5 へのアップグレードを行っ
てください。 

現在 Version 3.0 を使用している場合、3.0 ソフトウェアをアンインストール
する前に、3.0 と同時にインストールされたプレビルドモジュールの RPM
パッケージをアンインストールする必要があります。現在 Version 3.1 を使
用している場合、この作業を行う必要はありません。

1. 前バージョンを root の権限で削除します。

Version 3 を実行している場合、root の権限で次のコマンドを実行して
VMware Workstation をアンインストールします。
rpm -e VMwareWorkstationKernelModules

rpm -e VMwareWorkstation

注意 : Version 3.1、3.2、4 あるいは Version5 の旧リリース版を使用し
ている場合は、root の権限で次のコマンドを実行して VMware 
Workstation をアンインストールします。
rpm -e VMwareWorkstation*
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注意 : アスタリスク (*) は、前にインストールされていた Workstation
のバージョン番号になります。

2.「 VMware Workstation 5 を Linux ホストへインストール (P.47)」に記載
の手順に従って Version 5 をインストールしてください。

注意 : アップグレード製品を使用してアップグレードを行う場合、インス
トーラはコンピュータにライセンスが存在するかどうかを確認します。ライ
センスが見つからない場合は、前バージョンのシリアル番号の入力を求める
画面が表示されます。 
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Workstation 4 で作成した仮想マシンを
Workstation 5 で使用
仮想マシンを設定するには、大まかに 3 つの方法があります。次のいずれ
かの方法を選択してください。

･ 全てを最初から新規作成 (P.62)
･ アップグレードすることなくレガシー仮想マシンを使用 (P.62)
･ アップグレードを行いレガシー仮想マシンを使用 (P.62)
2 番目と 3 番目の方法のみが、旧バージョンの VMware Workstation で作成
された仮想マシンに適用します。

全てを最初から新規作成
「仮想マシンの新規作成 (P.103)」の手順に従って、新規仮想マシンウィザー
ド (New Virtual Machine Wizard) を使用して仮想マシンを新規作成し、そこ
にゲスト OS をインストールします。この方法で仮想マシンを設定すると、
最新のテクノロジーと新しい機能を利用することができます。

アップグレードすることなくレガシー仮想マシンを使用
レガシー仮想マシンとは、Workstaion 4.x、GSX Server 3.x、及び ESX Server 
2.x で作成された仮想マシンを指します。それらの仮想マシンを Workstation 
5 で使用することが可能です。

･ 「VMware Tools のインストール (P.124)」で該当するゲスト OS の項を参
照し、VMware Tools を新しいバージョンにアップグレードしてくださ
い。 新しいバージョンをインストールする前に、旧バージョンの
VMware Tools を削除しないでください。 

･ この方法で VMware Workstation 4 の仮想マシンを設定しても問題なく
稼動しますが、複数のスナップショットの設定、ストリーミング USB
デバイス、機能の改善といった一部の新機能を利用することはできま
せん。

アップグレードを行いレガシー仮想マシンを使用
Workstaion 4.x、GSX Server 3.x、及び ESX Server 2.x で作成された仮想マシン
をアップグレードすると、下記の新しい機能を利用することができます。

･ マルチスナップショット
･ ストリーミング USB 入力デバイス
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･ (Workstation 3 のみ ) 仮想マシンへのサウンドの追加と、仮想ディスク
を新しいフォーマットにアップグレード

･ ネットワークバンド幅の増大、ディスクとメモリキャッシュの最適化
を含む各種パフォーマンスの強化

仮想マシンをアップグレードする際の注意点
･ 以前に Workstation 5 Tools をインストールした場合、仮想マシンを

アップグレードした後に再インストールし、修復 (Repair) オプションを
選択してください。

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

･ Windows XP または Windows Server 2003 の仮想マシンをアップグレー
ドする場合は、Microsoft プロダクトアクティベーション機能がゲスト
OS のアクティベーションを再度行うように求めてきます。

仮想マシンのアップグレード
1. 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。

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

ダイアログボックスが表示され、アップグレードプロセスを戻すこと
はできない旨警告します。 

3. [ はい ] または [Yes] をクリックして続行し、画面の指示に従います。 

4. Workstation で仮想マシンをパワーオンします。

5. VMware Tools を新しいバージョンにアップグレードします。 

VMware Tools のアップグレードは、「VMware Tools のインストール 
(P.124)」を参照してください。 新しいバージョンをインストールする前
に、旧バージョンの VMware Tools を削除しないでください。

注意 : 仮想ディスクではなく物理ディスクを実行する仮想マシンをアッ
プグレードする場合、「< ドライブ名 > をアップグレードすることがで
きません。パラメータの 1 つが無効です」といった内容のエラーメッ
セージが表示されることがありますが、メッセージを無視し、[OK] を
クリックして、 アップグレードプロセスを続行してください。

仮想マシンのアップ
グレードは元に戻せ
ません
･仮想マシンのアップ
グレードのプロセス
は、元に戻すことは
できません。 
Workstation 5 仮想
マシンにアップグ
レードされたディス
クは 旧リリースと
互換性がありませ
ん。アップグレード
を開始する前に、仮
想ディスクのバック
アップを作成してく
ださい。 
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トピック別参照先
･ VMware Workstation の基礎 (P.65)
･ 仮想マシンの新規作成 (P.103)
･ VMware Workstation の実行 (P.141)
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この章では、WMware Workstation プログラムの起動についての説明と
VMware Workstation ウィンドウの紹介をします。

･ VMware Workstation を起動 (P.67)
･ VMware Workstation ウィンドウの概要 (P.69)
･ 製品最新情報の確認 (P.79)
･ VMwareWorkstation の環境設定 (P.80)
･ 仮想マシンの環境設定 (P.86)
･ コマンド参照リスト (P.94)
･ キーボードのショートカット (P.98)
･ 仮想マシンに関連するファイル (P.99)
この章では、Windows XP をゲスト OS と想定して説明を行っています。図
中のコマンドの一部が他のゲスト OS とは異なる場合があります。
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VMware Workstation を起動
VMware Workstation アプリケーションの開始方法は、使用のホスト OS に
よって異なります。

･ Windows ホストで VMware Workstation を起動
･ Linux ホストで VMware Workstation を起動

Windows ホストで VMware Workstation を起動
1. デスクトップのショートカットをダブルクリックするか、[ スタート ]

メニュー([ スタート ] - [ プログラム ] - [VMware] - [VMware Workstation])
から VMware Workstation を起動します。

VMware Workstation ウィンドウが開きます。

Workstation ウィンドウ (Linux ホスト )

Linux ホストで VMware Workstation を起動
1. ターミナルウィンドウを開きます。

2. vmwareと入力し、<Enter> を押します。
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VMware Workstation ウィンドウが開きます。

Workstation ウィンドウ (Linux ホスト )
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VMware Workstation ウィンドウの
概要
このセクションでは、VMware Wrokstation ウィンドウの紹介と既にインス
トール済みの仮想マシンの実行について説明します。

･ Workstation アプリケーションの開始方法は、「VMware Workstation を
起動 (P.67)」を参照してください。

･ 新規仮想マシンの作成とゲスト OS のインストールは、「仮想マシンの
新規作成 (P.103)」を参照してください。

VMware Workstation の仮想マシンは、物理コンピュータのデスクトップ上
の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。しかし、VMware Workstation が表示できるのは、物理コンピュータの
スクリーンだけではありません。 Workstation のウィンドウでは、複数の仮
想マシンを実行することができ、仮想マシン間の切替も簡単に行えます。
ウィンドウではさらに、仮想マシンへのアクセスを容易に行えるように編成
することが可能です。

VMware Workstation ウィンドウは 3 つのセクションに分かれています。 

Workstation Window はツールバー、お気に入りリスト、サマリ / コンソールディスプレイ
のセクションに分かれています。

サマリ /コンソールお気に入り
リスト

ツールバー
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･ サマリ / コンソールディスプレイ　ウィンドウの右側に表示されてい
ます。これはウィンドウのメインセクションとなっており、仮想マシ
ンの情報が表示されています。

･ ツールバー　ウィンドウの上部に表示されているこれらのボタンで、
仮想マシンの操作 ( クリックひとつでパワー、サスペンド、スナップ
ショット、スクリーン及びサマリ / コンソールディスプレイの操作 ) が
行えます。 

･ お気に入りリスト　ウインドウの左側に表示されています。ここに仮
想マシンまたは仮想マシンチームを載せることで、 アクセスが容易にな
ります。

次のセクションではこれらのメインセクションについて詳しく説明します。

サマリ / コンソールディスプレイ
VMware Workstation ウィンドウのメインのセクションです。ここはタブ付
きウィンドウで、以下のことに使用されます。

･ VMware Workstation のホームページを表示
･ サマリビュー
･ コンソールビュー

VMware Workstation のホームページを表示
仮想マシンが１つも稼動していない時は、コンソールに VMware 
Workstation のホームページが表示されます。ホームページのアイコンを使
用して、新しい仮想マシンを作成したり、既存の仮想マシンを開くことがで
きます。

ホームページを閉じるには、タブの右にある X（Windows ホスト）または
タブにある Ｘ（Linux ホスト）をクリックしてください。もう一度ホーム
ぺーじを表示するには [ 表示 (View)] - [ ホームタブを表示 (Go to Home Tab)]
を選択してください。

ひとつまたは複数の
ウィンドウが可能
･VMware Workstation 
5 では、同じ
Workstation のウィ
ンドウに複数の仮想
マシンを開くことが
できます。あるい
は、 VMware 
Workstation の複数
のインスタンスを立
ち上げることができ
ます。さらに、各
ウィンドウに
VMware Workstation 
の複数のインスタン
スを実行し、 複数の
仮想マシンを開くこ
とも可能です。その
ために、十分なメモ
リとプロセッサを備
えていることを確認
してください。
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サマリビュー
パワーオフ状態の仮想マシンまたはチームを選択すると、Workstation がそ
の構成情報のサマリを表示します。Workstation はさらに、サスペンド状態
の仮想マシンまたはチームのサマリをも表示します。

仮想マシンのサマリビュー (Windows ホスト）

サマリツールボタンをクリックして、いつでもサマリビューで設定の確認が
できますが、一部の設定はその仮想マシンまたはチームがパワーオフ状態
( 稼動またはサスペンドの状態でない ) の時のみ変更が可能です。設定の編
集については、「仮想マシン内でのデバイスの追加、構成、削除 (P.167)」ま
たは「チーム設定を編集 (P.308)」を参照してください。

ステータスバー サマリウィンドウの左下に VMware Workstation からの
メッセージがステータスバーに表示されます。 

ステータスバー

例えば、VMware Workstation のバージョンと一致した VMware Tools を仮想
マシンが実行していない場合、 ステータスバーに警告が表示されます。 
(VMware Tools についての詳細は、「VMware Tools のインストール (P.124)」
を参照してください。)

サマリツールバーボタン
71



VMware Workstation 5ユーザーマニュアル
Windows ホストでは、ステータスバーは各取外し可能デバイスのアイコン
を表示します。アイコンを右クリックして、切断または構成の編集を行えま
す。

コンソールビュー
アクティブ仮想マシンのコンソールタブは、ハードウェア PC の画面と似て
います。

Windows ホストのコンソールウィンドウ
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Linux ホストのコンソールウィンドウ

チームのコンソールビューの詳細は「チームのディスプレイ (P.306)」を参
照してください。

仮想マシンがアクティブの場合、その仮想マシン名が仮想マシンウィンドウ
の上部にあるタブに表示されます。これは特にチームのメンバーである仮想
マシンを識別するのに有効です。アクティブ仮想マシンの切り替えを行うに
は、 表示させたい仮想マシンのタブをクリックしてください。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。

タブを使用して、アクティブ仮想マシン間の切替を容易に行うことが可能です。 (Windows
ホスト上の画面 )

2 台以上の仮想マシンを同時に表示させたい場合は、複数の Workstation
ウィンドウを開き、各ウィンドウに 1 台または複数の仮想マシンを起動す
ることができます。
73



VMware Workstation 5ユーザーマニュアル
ツールバー
実際のボタンでオン / オフを切替える代わりに、 VMware Workstation ウィン
ドウ上部にあるツールバーのボタンを使用します。

仮想マシンのツールバー (Windows ホスト )

ツールバーには、パワーオペレーションのボタンとディスプレイ、ウインド
ウ、表示変更のボタンがあります。

･ パワーオフ
･ サスペンド
･ パワーオン / レジューム
･ リセット
･ スナップショット
･ フルスクリーン
･ クイックスイッチ
･ サマリ
･ コンソール
注意 : チームがアクティブの場合は、パワーオン / オフ、サスペンド / レ
ジューム及びリセットボタンをクリックすると、チームすべての仮想マシン
が影響を受けます。

パワーオフ
ハードウェア PC のパワーボタンと同様、このボタンでアクティブの仮想マ
シンあるいはチームをオフにします。 Workstation のパワーオフ動作は、ソ
フトパワーオフ ( シャットダウン ) またはハードパワーオフ ( パワーオフ ) 
に構成可能です。この機能の詳細は、「仮想マシンのシャットダウン 
(P.147)」、または「チームの開始と停止 (P.297)」を参照してください。

サスペンド
このボタンで仮想マシンまたはチームを停止すると、後でレジュームにより
作業を再開することができます。サスペンドの概念は、ラップトップのそれ
と同様です。この機能についての詳細は、「サスペンドとレジュームの使用 
(P.255)」を参照してください。

パワーオン /レジューム
このボタンで仮想マシンまたはチームをパワーオン、またはサスペンド状態
の仮想マシンまたはチームもレジュームします。
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･ パワーオン　「仮想マシンの開始 (P.143)」または、「チームの開始と停
止 (P.297)」を参照してください。

･ レジューム　「サスペンドとレジュームの使用 (P.255)」を参照してくだ
さい。

リセット
ハードウェア PC のリセットボタン同様、このボタンで仮想マシンまたは
チームをウォームブートします。

スナップショット
このボタンで、ワードドキュメントを保存するように、仮想マシンの状態を
保存することができます。後で訂正が必要であれば、[ 戻る (Revert)] ボタン
を使用してこの状態に戻ることができます。この機能についての詳細は、

「スナップショットの使用 (P.256)」 を参照してください。

戻る
このボタンで、親スナップショットとして設定された仮想マシンの状態まで
戻ることができます。この機能についての詳細は、「スナップショットの使
用 (P.256)」を参照してください。

フルスクリーン
このボタンで、ホスト CRT または LCD モニターの全画面に仮想マシンを表
示させます。仮想マシンの画面はウィンドウ内に表示されなくなります。こ
の機能についての詳細は「フルスクリーン切り替えモード (P.466)」を参照
してください。

注意 : フルスクリーンモードでは、Workstation のメニューとツールバーは
表示されません。ウィンドウ表示に戻すには、<Ctrl>-<Alt> を押します。

クイックスイッチ
このボタンで、CRT または LCD モニターの全画面に Workstation コンソー
ルを表示させます。コンソールタブは表示されるので、仮想マシン間及び
チーム間の切替をクリックひとつで行えます。 

注意 : クイックスイッチモードでは、Workstation のメニューとツールバー
は表示されません。カーソルを画面の上部に移動させ、メニューとツール
バーを一時的に表示させることができます。

サマリ
このボタンでサマリビューを表示させます。このビューに関する詳細は、

「サマリビュー (P.71)」を参照してください。
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コンソール
このボタンでコンソールビューを表示させます。このビューに関する詳細
は、「コンソールビュー (P.72)」を参照してください。

お気に入りリスト
お気に入りリストは、使用頻度の高い仮想マシンまたはチームを編成する際
に便利です。

お気に入りリスト

お気に入りリストのアイコンは、チームまたは仮想マシンのパワー状態（オ
ン、オフ、サスペンド）を示しています。また、お気に入りリストを右ク
リックすると、コマンドメニューが表示されます。

このセクションでは次の操作について説明しています。

･ お気に入りリストに追加
･ アクティブの仮想マシンをお気に入りリストに追加
･ お気に入りリストから削除
･ アクティブの仮想マシンをお気に入りリストから削除
･ お気に入りリストにある名前を変更
･ フォルダにお気に入りリストを編集
･ お気に入りリストの表示と非表示

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

1. リストに追加する仮想マシンまたはチームを開きます。

サスペンドアイコン

パワーオンアイコン
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[ ファイル ] - [ 開く ](Windows ホスト ) または [File] - [Open](Linux ホス
ト ) を選択し、.vmxファイル ( 仮想マシン ) または .vmtファイル
( チーム ) を参照します。

2. [ ファイル ] - [ お気に入りリストに追加 ] または [File] - [Add to Favorites]
を選択します。

仮想マシン名がお気に入りリストに表示されます。

アクティブの仮想マシンをお気に入りリストに追加
現在開いている仮想マシンをお気に入りリストに追加するには、[ ファイル
(File)] - [ お気に入りリストに追加 (Add to Favorites)] を選択します。

仮想マシン名がお気に入りリストに表示されます。

お気に入りリストから削除
いつでもお気に入りリストから仮想マシン名を削除することができます。 名
前をリストから削除しても、仮想マシンのファイル自体には影響ありませ
ん。またいつでもその仮想マシンをリストに追加することができます。

仮想マシン名をお気に入りリストから削除するには、次の手順に従ってくだ
さい。

1. リスト上で、削除する名前クリックて選択します。

2. [ ファイル ] -[ お気に入りリストから削除 ] または [File] - [Remove from 
Favorites] を選択します。

仮想マシン名がお気に入りリストから削除されます。

アクティブの仮想マシンをお気に入りリストから削除 
現在開いている仮想マシンをお気に入りリストから削除するには、[ ファイ
ル (File)] - [ お気に入りリストから削除 (Remove from Favorites)] を選択しま
す。

仮想マシン名がお気に入りリストから削除されます。

お気に入りリストにある名前を変更
お気に入りリストにある仮想マシンまたはチームの名前を変更できます。 

リストにある名前を変更するには、次の手順に従ってください。

1. 変更する名前を右クリックします。

2. ポップアップメニューから [ 名前の変更 ] または [Rename] を選択しま
す。

3. 新しい名前を入力し、<Enter> を押します。
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注意 : この変更は表示のみで、ホストファイルシステムの仮想マシンファ
イルの名前は変更されません。

フォルダにお気に入りリストを編集
フォルダの仮想マシンとチームを配列することができます。 

フォルダを作成するには、次の手順に従ってください。

1. お気に入りリストのペインを右クリックします。

2. ポップアップメニューから [ 新規 ] - [ フォルダ ] または [New] - [Folder]
を選択します。

3. フォルダの名前を入力し、<enter> を押します。

4. お気に入りリストの仮想マシンまたはチームを作成したフォルダにド
ラックアンドドロップします。

お気に入りリストの表示と非表示
お気に入りリストの表示と非表示の切り替えは、[ 表示 (View)] - [ お気に入
りリスト (Favorites)] を選択します。

お気に入りリストが表示されている場合は非表示に、非表示の場合は表示に
切り替えられます。
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製品最新情報の確認
VMware Workstation は自動的に製品の最新情報を確認します。Workstation
を立ち上げた時に、デフォルトで週に一度確認します。自動確認の間隔を変
更することもできます。または、手作業で [ ヘルプ ] - [ ウェブで最新情報を
確認 ](Windows ホスト ) または [Help] - [Check for Updates on the 
Web](Linux ホスト ) を選択していつでも確認することもできます。

最新情報の自動確認を設定するには、次の手順に従ってください。

1. [ 編集 ] - [ 環境設定 ] - [ ワークスペース ](Windows ホスト ) または [Edit] 
- [Preferences] - [Workspace](Linux ホスト ) を選択します。

2. [ ソフトウェアの更新を確認 ] または [Check for software updates] のド
ロップダウンメニューを使用し、間隔の設定を行います。間隔の設定
は、[ 更新しない ]、[ 毎日 ]、[ 毎週 ]、[ 毎月 ] または [Never]、[Daily]、
[Weekly]、[Monthly] です。

最新情報の確認は、ホストコンピュータがインターネットに接続していなけ
れば行えません。
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VMwareWorkstation の環境設定
環境設定 (Preferences) ダイアログボックスで、どの仮想マシンを実行して
いるかに関わりなく、VMware Workstation 自体に適用される様々な設定を
変更することが可能です。

･ ワークスペース
･ 入力
･ ホットキー
･ ディスプレイ
･ メモリ
･ 優先順位
･ ロックアウト (Windows ホストのみ )
[ ワークスペース (Workspace)]、[ 入力 (Input)]、及び [ ホットキー (Hot 
Keys)] タブで行なった設定は、その時ホストにログインしているユーザーに
適用されますが、他のユーザーが行なった設定には影響しません。[ ディス
プレイ (Display)]、[ メモリ (Memory)]、及び [ ロックアウト (Lockout)] タブ
の設定は、実行中の仮想マシンやホストにログインしているユーザーに関係
なく適用されます。[ 優先順位 (Priority)] タブの設定は、その時ホストコン
ピュータにログインしているユーザーの全仮想マシンに適用されますが、同
じコンピュータの他のユーザーが行った設定には影響しません。 

この設定を変更するには、[ 編集 (Edit)] - [ 環境設定 (Preferences)] を選択し
ます。

ワークスペース

[ ワークスペース (Workspace)] タブを使用して、新しく作成される仮想マシ
ンの保存先ディレクトリを変更することができます。 Workstation がデフォ
ルトで使用するディレクトリは [ チームと仮想マシンのデフォルト格納場所
(Default location for teams and virtual machines)] の箇所に表示されます。 別
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のディレクトリを設定するには、パスを入力するか [ 参照 (Browse)] をク
リックして使用するディレクトリを指定してください。新しく仮想マシンを
作成する度に、Workstation はここで指定したディレクトリに各仮想マシン
のディレクトリを作成します。

[ 開かれていたタブを次のセッションで再開する (Remember opened tabs 
between sessions)] チェックボックスを選択すると、次回 Workstation を起
動した時に、前回コンソールウィンドウで開いていた仮想マシンまたはチー
ムのタブが表示されます。開いている仮想マシンまたはチームとは、次の条
件を共に満たすものです。

･ Workstation 終了時に開かれたままだった仮想マシンまたはチーム
･ 一度パワーオンされてから、パワーオフあるいはサスペンドされた仮

想マシンまたはチーム
[ ソフトウェアの更新を確認 (Check for software updates)] のドロップダウン
メニューを使用して、VMware Workstation が製品の新しいバージョンを確
認する間隔を設定します。自動確認の間隔を、[ 更新しない (Never)]、[ 毎日
(Daily)]、[ 毎週 (Weekly)]、[ 毎月 (Monthly)] に設定できます。[ ヘルプ
(Help)] - [ ウェブで最新情報を確認 ((Check for Updates on the Web)] を選択
して、いつでも確認することもできます。

入力

.

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

注意 : [ カーソルがウィンドウ内に入った時に有効にする (Grab when cursor 
enters window)] オプションを選択すると、その仮想マシンで作業中に一時
的にマウスのポインタを仮想マシンのウィンドウ外に移動させた場合、簡単
にポインタを仮想マシンのウィンドウに戻すことができます。 マウスのポイ
ンタは、VMware Workstation がフォアグランド（アクティブなアプリケー
ション）の場合にのみ入力コントロールが引き渡されます。また、ホット
キー ( デフォルトでは <Ctrl> - <Alt>) を押してマウスのポインタを解放した
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場合、再び VMware Workstation にマウスポインターをグラブさせるには、
仮想マシンのウィンドウ内をクリックしてください。

ホットキー

[ ホットキー (Hot Key)] タブを使用して、キーの組み合わせを変更できます。
これによって、ゲスト OS で受信されるキーの組み合わせと VMware 
Workstation で代行受信されるものとを区別することができます。

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

ディスプレイ
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[ ディスプレイ (Display)] タブを使用して、コンソール及びホスト CRT また
は LCD が異なるゲスト OS ディスプレイ解像度に対応する 方法を調節する
ことができます。

自動合わせ
[ 自動合わせ (Autofit)] 設定を使用して、自動合わせがアクティブの時にコン
ソールウィンドウがどのように作動するかをコントロールすることができま
す。

･ Workstation にゲスト OS のスクリーン解像度と一致するようにコン
ソールウィンドウのサイズを変更するには、[ ウィンドウに合わせる
(Autofit window)] のチェックボックスを選択します。これは [ 表示
(View)] - [ ウィンドウのに合わせる (Autofit Window)] を選択しても行え
ます。

･ Workstation にコンソールウィンドウと一致するようにゲスト OS のス
クリーン解像度のサイズを変更させるには、[ ゲストをウィンドウに合
わせる (Autofit Guest)] のチェックボックスを選択します。これは [ 表
示 (View)] - [ ゲストをウィンドウに合わせる (Autofit Guest)] を選択して
も行えます。
注意 : [ ゲストをウィンドウに合わせる (Autofit Guest)] を選択する
と、[ ウィンドウに合わせる (Autofit window) ] もアクティブになりま
す。

フルスクリーン
[ フルスクリーン (Fullscreen)] 設定を使用して、ホストのフルスクリーン
モード使用時に、どのようにホストとゲストディスプレイ設定が 相互に作
用するかを構成することができます。

･ ホストのディスプレイ設定をゲストのディスプレイ設定と一致するよ
うに変更するには、ゲストがフルスクリーンモード にある時に [ ホス
トの画面サイズを変更 (Resize host)] を選択します。

･ ゲストのディスプレイ設定をホストのディスプレイ設定と一致するよ
うに変更するには、ゲストがフルスクリーンモード にある時に [ ゲス
トの画面サイズを変更 (Resize guest)] を選択します。

･ ホストとゲストのそれぞれのディスプレイ設定をそのままの状態で残
すには、ゲストがフルスクリーンモード にある時に [ サイズを変更し
ない (Don't resize)] を選択します。
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メモリ

[ メモリ (Memory)] タブを使用して、実行中の全仮想マシンによって使われ
る物理 RAM の容量を変更できます。そして、ディスクにスワッピング ( 移
動 ) させる仮想マシンのメモリ容量も調節することにより、より多くの、ま
たは大きい仮想マシンを実行することができますが、仮想マシンの性能は低
下します。

VMware Workstation でのメモリ設定の変更に関する詳細は、「メモリ使用上
の注意事項 (P.447)」を参照してください。

優先順位

優先順位 (Windows ホストのみ )
Windows ホストでは、[ 優先順位 ] タブを使用して、特定の仮想マシンにマ
ウス入力とキーボード入力が割り当てられている場合とそうでない場合に
Windows プロセススケジューラが仮想マシンに与える優先順位を決定する
ことができます。

各仮想マシンやホストコンピュータで行う作業の相対的な優先順位に合わせ
て設定を修正すれば、システム全体のパフォーマンスを改善することができ
ます。
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グローバル設定を解除して特定の仮想マシンに対する設定を変更するには、
変更したい仮想マシンを開いて [VM] - [ 設定 ] を選択し、[ オプション ] タブを
クリックします。次に [ 詳細設定 ] を選択します。[ プロセス優先順位 ] のド
ロップダウンリストを使用して、その仮想マシンに使用したい優先度を設定
します。 

Linux ホストでは、この機能は利用できません。

スナップショット
スナップショットのチェックボックスを使用して、バックグラウンドでス
ナップショットの設定及び復元が行えます。このチェックボックスによっ
て、スナップショットの進行状況よりも現在進めている作業が

スナップショット優先順位に関する注意事項

･ 仮想マシン 1 台につき、Workstation は 1 つのバックグラウンドスナッ
プショットプロセスのみサポートします。同じ仮想マシン上で、前の
スナップショット操作が完了する前に次のスナップショットを設定ま
たは復元した場合、前のスナップショット操作が完了するまで、モー
ダルのプログレスバーが表示されます。後で行われたスナップショッ
ト操作はその後バックグラウンドで続行します。

･ パワーオン状態の仮想マシンは、仮想マシンを再起動するまでこの
チェックボックスへの変更

ロックアウト (Windows ホストのみ )

Windows ホストでは、[ ロックアウト ] タブを使用して、新しい仮想マシン
の作成や仮想マシンの構成、ネットワーク設定の変更を行えるユーザーを限
定することができます。詳しくは、「 ロックアウトインターフェース機能 
(P.461)」を参照してください。

Linux ホストでは、この機能は利用できません。
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仮想マシンの環境設定
VMware Workstation は、新規仮想マシンウィザード (New Virtual Machine 
Wizard) で選択されたゲスト OS に基づいて、新しく作成された仮想マシン
を構成します。ウィザードのデフォルトから構成オプションを変更したい場
合は、[VM] - [ 設定 (Setting)] を選択し、仮想マシン設定エディタ (Virtual 
Machine Settings editor ) を使用します。

･ ハードウェア
･ オプション

ハードウェア

ハードウェアタブを使用して、仮想マシンのコンポーネントである仮想デバイスの追加、
削除、及び構成を行うことができます。

･ メモリ　このオプションの構成は、「メモリ使用上の注意事項 (P.447)」
を参照してください。

･ 仮想ディスク　このオプションの構成は、「仮想マシンに仮想ディスク
を追加 (P.202)」を参照してください。

･ CDROM　このオプションの構成は、「DVD/CD ドライブを仮想マシン
に追加 (P.207)」を参照してください。

･ フロッピー　このオプションの構成は、「フロッピードライブを仮想マ
シンに追加 (P.209)」を参照してください。

･ イーサネット　このオプションの構成は、「仮想ネットワークアダプタ
の追加と変更 (P.331)」を参照してください。

･ シリアルポート　このオプションの構成は、「シリアルポートの使用 
(P.403)」を参照してください。
www.vmware.com86



第 4 章  VMware Workstation の基礎
･ パラレルポート　このオプションの構成は、「パラレルポートの使用 
(P.397)」を参照してください。

･ USB コントローラ　このオプションの構成は、「仮想マシンで USB デバ
イスを使用 (P.425)」を参照してください。

･ サウンドアダプタ　このオプションの構成は、「サウンドの構成 
(P.394)」を参照してください。

･ Generic SCSI デバイス　このオプションの構成は、「新規仮想マシンを
作成する簡単な手順 (P.105)」を参照してください。

･ マウス (Linux ホストのみ )　このオプションの構成は、「ヒューマン イ
ンターフェースデバイス (P.429)」を参照してください。

オプション
オプションタブで、特定の仮想マシンの設定を調節することができます。

･ 全般
･ パワー
･ 共有フォルダ
･ スナップショット
･ ゲストの隔離 (Windows のみ )
･ 詳細

全般

･ 仮想マシン名　コンソールタブとお気に入りリストに表示される仮想
マシンの名前を変更する時に、この設定を使用します。フィールドに
新しい仮想マシンの名前を入力し、[OK] をクリックします。
これは、表面のみの変更で、Workstation が仮想マシンファイルを保存
しているホストファイルシステムに影響はありません。名前を変更し
た仮想マシンのディレクトリ名は、作成時のまま残ります。
87



VMware Workstation 5ユーザーマニュアル
･ 仮想マシン構成ファイル (Windows のみ )　この読み取り専用フィール
ドには、現行仮想マシンの構成情報が含まれているファイルへのパス
が表示されます。

･ ゲストOS　この設定によって、仮想マシンの最適化が定められます。
バージョンリストを使用して OS の種類を変更すると、仮想マシンの構
成ファイルにあるゲスト OS の種類の設定を変更することになり、ゲス
ト OS 自体は変更されません。 

新しい仮想マシンの作成中 ( 例えば、新規仮想マシンウィザードを使用
して ) にゲスト OS の種類を設定すると、Workstation はゲスト OS の種
類に基づいて構成のデフォルトを選択しますが、このパネルでゲスト
の種類を変更すると、単に構成ファイルにあるゲストの種類の設定が
変更されます。 

例えば、仮想マシンでインストールしたゲスト OS をアップグレードす
ると、ゲスト OS が変更される場合があります。

･ ワーキングディレクトリ　Workstation はワーキングディレクトリにサ
スペンド状態 (.vmss)、スナップショット (.vmsn)、及び redo ログファ
イルを保存します。デフォルトでは、このディレクトリは仮想マシン
ファイルが格納されている場所と同じです。 

パワー

･ パワーオプション
･ 仮想マシンを開いた後にパワーオン　Workstation を起動した時に自

動的に現在の仮想マシンをパワーオンするには、[ 仮想マシンを開い
た後にパワーオン (Power on after opening this virtual machine)] を
チェックします。このオプションを設定すると、仮想マシンが即座
にパワーオンするので、仮想マシンが開始する前にその構成を変更
することはできません。
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･ フルスクリーンモードで起動　現在の仮想マシンをパワーオンした
時に自動的にフルスクリーンモードに入るには、 [ フルスクリーン
モードで起動 (Enter full screen mode after powering on)] をチェック
します。 

･ パワーオフまたはサスペンド後に閉じる　現在の仮想マシンをパ
ワーオフまたはサスペンドした後に自動的に閉じるには、[ パワーオ
フまたはサスペンド後に閉じる (Close after powering off or 
suspending)] をチェックします。仮想マシンを閉じることにより、
そのマシンのタブはクイックスイッチモードのメインウィンドウか
ら削除されます。

･ パワーコントロール
ここでは Workstation ツールバーの 2 つのボタンの動作を構成すること
ができます。

･ VMware Tools のスクリプトを実行　このオプションで、仮想マシンを
パワーオンした時にスクリプトを実行できます。詳細は、「Linux ホス
トでの開始オプション (P.94)」を参照してください。

この構成可能なボタンで、仮想マシンまたはチームを 2 つの方法でパ
ワーオフすることができます。

• パワーオフ　このオプションは電源のパワースイッチをエミュレート
します。現在行っている作業に関係なく、仮想マシンは突然パワーオ
フします。

• ゲストのシャットダウン　このオプションは ATX 電源のパワーボタン
をエミュレートします。このボタンを押すと、シャットダウン信号が
ゲスト OS に送られます。この信号を認識する OS が安全にシャットダ
ウンします。注意 :一部のゲスト OS はシャットダウン信号を認識しま
せん。

この構成可能なボタンで、仮想マシンのリセットやゲスト OS の再起動
が行えます。

• リセット　このオプションはリセットスイッチをエミュレートします。
現在行っている作業に関係なく、仮想マシンは突然リセットします。

• ゲストの再起動　このオプションで、ゲスト OS に再起動の信号が送ら
れます。この信号を認識する OS が安全にシャットダウンし、再起動
します。 注意 :一部のゲスト OS は再起動信号を認識しません。
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共有フォルダ

･ 共有フォルダ　このオプションの構成は「共有フォルダの使用 (P.161)」
を参照してください。

スナップショット

･ 全般　仮想マシンのスナップショットを無効にすることができます。
仮想マシンにスナップショットが設定されていると、スナップショッ
トを無効にすることはできません。
仮想マシンのスナップショットを無効にするには、[ スナップショット
を無効にする (Disable snapshots)] をチェックします。

･ パワーオフをした時　仮想マシンをパワーオフした時に、Workstation
がスナップショットをどのように処理するかを指定できます。[ パワー
オフをした時 (When powering off)] には次のオプションがあります。
･ スナップショットの変更をしない (Just power off)　スナップショッ

トへの変更なしに、仮想マシンをパワーオフします。
･ スナップショットまで戻る (Revert to snapshot)　親スナップショッ

トに戻ります。この設定を行うと、仮想マシンは常にスナップ
ショットが設定された時の状態から開始します。
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･ スナップショットを更新する (Take a new snapshot)　パワーオフさ
れた後に、新しいスナップショットを設定します。

･ 選択画面を表示 (Ask me)　パワーオフする時は常にスナップショッ
トをどうするかを聞いてきます。

これらのオプションの設定に関する詳細は、「スナップショットの使用 
(P.256)」を参照してください。

ゲストの隔離 (Windows のみ )

･ ドラッグ アンド ドロップ　デフォルトで、ホストコンピュータと仮想
マシン間でファイルをドラッグ アンド ドロップすることができます。 
この機能を無効にするには、[ ドラッグアンドドロップをこの仮想マシ
ンでは使用しない (Disable drag and drop to and from the virtual machine)]
をチェックします。
ドラッグ アンド ドロップを無効にする理由のひとつとして、ホストと
仮想マシン間での誤ったファイルの移動を防ぐことが挙げられます。 

詳細

･ プロセス順位 (Windows Only)　VMware Workstation は、仮想マシンの
プロセス順位をフォアグラウンドとバックグラウンドの両方に [ 中 ] を
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デフォルトで設定します。 仮想マシン内のプロセスは、リソースに関し
て、ホストで実行している他すべてのプロセスと同等に扱われます。 
優先順位のグローバル環境設定を解除して現行の仮想マシンのデフォ
ルトプロセス順位を変更するには、 使用したい優先度を選択し、[OK] を
クリックします。

グローバル優先度ディレクトリを Workstation ウィンドウからも設定す
ることができます。[ 編集 ] - [ 環境設定 ] - [ 優先順位 ] タブを選択しま
す。

･ 詳細オプション
･ デバッグインフォメーションを実行する (Run with debugging 
information )　仮想マシンを実行して付加のデバッグ情報を収集す
ることができます。これらの情報は、VMware のテクニカルサポート
にて問題を解決するのに役に立ちます。
デバッグモードをオンにするには、[ デバッグインフォメーションを
実行する (Run with debugging information)] のチェックボックスを
チェックし、[OK] をクリックします。

･ アクセラレーション機能を無効にする (Disable acceleration)　まれ
に、仮想マシン内でソフトウェアをインストールまたは実行すると、 
Workstation がハングしたような状態いなる場合があります。一般的
に、この問題は プログラム実行の初期に起こります。多くの場合、
仮想マシンのアクセラレーション機能を一時的に無効にして、この
問題を回避することができます。 
アクセラレーション機能を無効にするには、[ アクセラレーション機
能を無効にする (Disable acceleration)] のチェックボックスをチェッ
クし、[OK] をクリックします。

この設定を行うと、仮想マシンのパフォーマンスが低下するので、
プログラム実行時に起こる問題を回避するためのみに使用すること
をお勧めします。 問題を回避することができたら、仮想マシン設定エ
ディタ (Virtual Machine Settings editor) に戻り、[ アクセラレーショ
ン機能を無効にする (Disable acceleration)] のチェックボックスから
チェックマークを外してください。アクセラレーション機能を使用
してプログラムを実行することができます。 

･ 定期的に仮想マシンの進行をログする (Log virtual machine progress 
periodically)　このオプションは、デバッグとトラブルシューティン
グに使用するログ情報を収集します。このチェックボックスを
チェックすると、構成ファイルの編集や仮想マシンを再起動して、
テクニカルサポートのためのログ詳細情報を回収する必要はありま
せん。
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･ クローン作成に使用するテンプレートモードを有効にする (Enable 
Template mode (to be used for cloning))　このオプションはクロー
ン作成で使用します。詳細は、「リンククローンと親仮想マシンへの
アクセス (P.282)」を参照してください。
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コマンド参照リスト
ここでは、VMware Workstation 起動時に使用できるコマンドラインオプ
ションと VMware Workstation 実行中に使用できるキーボードショートカッ
トの説明をします。

･ Linux ホストでの開始オプション
･ Windows ホストでの開始オプション
･ VMrun コマンドラインアプリケーション

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

VMware [-x] [-X] [-q] [-s <variablename>=<value>] 
[-m] [-v] [/<path_to_config>/<config>.virtual machinex ] 
[X toolkit options ]

ターミナルウィンドウでこれらのコマンドを入力、または複数のコマ
ンドを実行するスクリプトを作成できます。

オプション 詳細

-x VMware Workstation の起動時に仮想マシン
を自動的にスタートします。VMware 
Workstation のツールバーにある [Power 
On] ボタンを押すのと同じことです。

-X 仮想マシンを自動的に起動し、VMware 
Workstation ウィンドウをフルスクリーン
モードで表示します。

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

-s  指定の値に指定の変数を設定します。構成
ファイルで有効な変数名と値を -s スイッチ
でコマンドラインに指定できます。

-m プログラムを Linux ホスト上にクイックス
イッチモードで開始します。
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Windows ホストでの開始オプション
前述の Linux ホストでの開始オプションで説明した Linux のスイッチのほと
んどは、Windows ホストでも使用可能ですが、 -mスイッチは Windows で
は使用できません。このようなスイッチは、Windows のショートカットが
生成するコマンドに組み込むのが最も便利な方法です。

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

"C:\Program Files\VMware\VMware 

Workstation\Programs\VMware.exe -X C:\Documents and 

Settings\<username>\My Documents\My Virtual 

Machines\Windows Me\Windows Me.vmx"

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

コマンドストリング全てををダブルコーテーション（"）で挟むようにして
ください。

注意 : Windows では、構成ファイルはデフォルトで拡張子 .vmxがついて
います。Windows でのパス名は￥マークを使用します。Windows ホストで
は X ツールキットオプションは該当しません。

VMrun コマンドラインアプリケーション
VMware Workstation には、コマンドラインからチームまたは仮想マシンを
操作するアプリケーション vmrunが備わっています。このアプリケーショ
ンを起動するには、次の作業を行ってください。

･ コマンドプロンプトから起動するには、次のコマンドを入力します。
vmrun COMMAND [OPTION]

-v 製品名、バージョン、ビルド番号を表示し
ます。

/<path_to_config>/
<config>.virtual machinex 
(または .cfg)

指定した構成ファイルを使用する仮想マシ
ンを起動します。

X toolkit options 引数として認識されます。ただし一部（特
に VMware Workstation ウィンドウのサイ
ズとタイトル）は、置き換えることができ
ません。

オプション 詳細
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有効なコマンドとオプションは次の表の通りです。

例えば、

･ Linux ターミナルでは、次のコマンドを入力してチームを開始します。
vmrun start /usr/local/VMs/team.vmtm

･ Windows コマンドラインでは、次のコマンドを入力してチームを開始
します。
vmrun start c:\My Virtual Machines\team.vmtm

注意 : VMware Workstation ダイアログボックスを通して入力を必要とする
仮想マシンでは、Vmrunはタイムアウト ( 失敗 ) する場合があります。

コマンド 詳細 オプション

list 稼動中の仮想マシンすべてを表
示します。

なし

start 仮想マシンを開始します。 vmxf ファイルへのパス

stop 仮想マシンまたはチームを停止
します。 

vmxf ファイル ( 仮想マシン ) へのパス

または、

vmtm ファイル ( チーム j) へのパス

reset 仮想マシンまたはチームをリ
セットします。

vmxf ファイル ( 仮想マシン ) へのパス

または、

vmtm ファイル ( チーム j) へのパス

suspend 仮想マシンまたはチームをサス
ペンドします。 

vmxf ファイル ( 仮想マシン ) へのパス

または、

vmtm ファイル ( チーム j) へのパス

upgradevm 仮想マシンを現在の
Workstation バージョンにアッ
プグレードします。これによ
り、最新の Workstation の機能
との互換性を最大にすることが
できます。

注意 : VMware Tools は、必ずゲ
スト OS 内からアップグレード
してください。詳細は、

「VMware Tools のインストール 
(p.46)」を参照してください。

vmxf ファイル ( 仮想マシン ) へのパス
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Workstation ダイアログボックスを無効にするには、次のラインを仮想マシ
ンの .vmx構成ファイルに挿入してください。

msg.autoAnswer = TRUE
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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

<Ctrl>-<Alt>-
<Enter>

フルスクリーンモードに切替

<Ctrl>-<Alt> 通常（ウィンドウ）モードに戻る

<Ctrl>-<Alt>-
<Tab>

マウスとキーボード入力が有効な時に、表示されている仮想マシン間
で切替え

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

<Ctrl>-<Shift>-
<Tab>

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

<Ctrl>-<Alt>-
<Fx>

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

Windows ホスト　同様の機能については、｢フルスクリーン切り替え
モード (p.466) ｣を参照してください。
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仮想マシンに関連するファイル
仮想マシンのファイル管理は、VMware Workstation によって行われていま
す。仮想マシンファイルのファイル名または格納場所を知る必要がなく、
ファイル構造の舞台裏に興味がない場合は、このセクションをご覧になる必
要はありません。

仮想マシンは通常ホストコンピュータに一組のファイルとして格納されてい
ます。これらのファイルはすべて、仮想マシンごとに割り当てられるディレ
クトリに保存されます。

拡張子ごとの主要キーファイルは次の通りです。

拡張子 ファイル名 説明

.log <vmname>.log 

または、

vmware.log

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

.nvram <vmname>.nvram

または、

nvram

仮想マシンの BIOS の状態を保存するファ
イルです。

ここでは、<vmname>という名前の仮想マシンを例に挙げています。
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vmdk <vmname>.vmdk 仮想マシンのハードディスクドライブの内
容を格納する仮想ディスクファイルです。

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

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

VMware 製品の旧バージョンでは、仮想
ディスクファイルに拡張子 .dsk を使用して
います。

<diskname>-

<###>.vmdk

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

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

拡張子 ファイル名 説明

ここでは、<vmname>という名前の仮想マシンを例に挙げています。
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仮想マシンの実行中にのみ存在するファイル等を含み、この他にもファイル
が存在することがあります。

vmsn <vmname>-

Snapshot.vmsn

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

<vmname>-

Snapshot<###>.vmsn

スナップショットの状態を記録するファイ
ルです。

vmss <vmname>.vmss サスペンドされている仮想マシンの状態を
保存するサスペンド状態ファイルです。

旧 VMware 製品の中には、サスペンド状態
ファイルに拡張子 .std を使用するものもあ
ります。

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

vmx <vmname>.vmx 新規仮想マシンウィザードや仮想マシン設
定エディタで指定した設定を保存する主要
構成ファイルです。旧バージョンの
VMware Workstation を使用して Linux ホス
トで仮想マシンを作成した場合、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。

vmxf <vmname>.vmxf 注意 : チームに属する仮想マシンの補足
構成ファイルです。注意 : 仮想マシンが
チームから外れた場合、.vmxfファイル
は残ります

拡張子 ファイル名 説明

ここでは、<vmname>という名前の仮想マシンを例に挙げています。
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トピック別参照先
･ 仮想マシンの新規作成 (P.103)
･ VMware Workstation の実行 (P.141)
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ここでは、新しく仮想マシンを作成し、 VMware Tools をインストールする
手順を説明します。

･ 新しく仮想マシンを設定 (P.105)
･ 新規仮想マシンを作成する簡単な手順 (P.105)

･ VirtualPC 仮想マシンの変換 (P.116)
･ ゲスト OS と VMware Tools のインストール (P.121)

･ Windows XP をゲスト OS としてインストール (P.121)
･ VMware Tools のインストール (P.124)

･ Windows ゲスト向け VMware Tools (P.124)
･ Linux ゲスト向け VMware Tools (P.126)
･ FreeBSD ゲスト向け VMware Tools (P.130)
･ NetWare 仮想マシンに VMware Tools をインストール (P.131)

･ VMware Tools の構成オプション (P.133)
･ システムコンソールを利用して NetWare ゲスト OS で VMware Tools

を構成 (P.137)
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新しく仮想マシンを設定
新規仮想マシンウィザード (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、 [VM] - [ 設定 (Settings)] 設定して、仮想マシン設定エディタ (Virtual 
Machine Settings editor) を使用します。 

新規仮想マシンを作成する簡単な手順 
Windows 95、Windows 98、Windows Me、Windows XP、Windows Server 
2003、NetWare 及び FreeBSD がゲストの場合、新しい仮想マシンはデフォ
ルトで IDE ディスクを使用するように設定されています。 他のゲスト OS の
場合は、デフォルトで SCSI ディスクを使用します。

仮想ディスクを使用する仮想マシンは、次の手順で作成します。

1. VMware Workstation を起動します。

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

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

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

入力したシリアル番号は記録されるため、再び番号を尋ねられること
はありません。 VMware Workstation は、製品にビルトインされている特
定の Web リンク（例えば、Windows ホストでは [ ヘルプ ] - [VMware
オンライン ] の [ 今すぐ登録 ] や [ ヘルプ ] - [VMware オンライン ] - [ サ
ポートに連絡 ]、Linux ホストでは [Help] - [VMware software on the 
Web] - [Register Now!] や [Help] - [VMware on the Web] - [Request 
Support]）を使用すると弊社の Web サイトにシリアル番号を自動的に
通知する便利な機能を提供しています。 これによって、使用中の製品に
合った登録ページや製品サポートに関する Web ページをお知らせする
ことができます。
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仮想ディスクファイルやサスペンド状態を記録したファイルを
Windows XP や Windows Server 2003 ホストに保存している場合、ある
いは保存する予定がある場合、Windows XP や Windows Server 2003 の
システム修復機能との競合を避けるためにも、ファイル名を変換する
ことが重要です。

3.［新規仮想マシンウィザード ] または [New Virtual Machine Wizard] を開
始します。

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

4. 新規仮想マシンウィザードは複数の画面を順に表示します。これらの
画面は、各画面下にある [ 次へ ]、[ 戻る ] ボタンまたは [Next]、[Prev]
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、[ 次へ ] または [Next] をクリックして次の画面に進み
ます

5. 仮想マシンの構成方法を選択します。

[ 標準 ] または [Typical] を選択すると、ウィザードが次の項目に関して
デフォルトを使用するか、特定値を指定するように促します。
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･ ゲスト OS
･ 仮想マシン名と仮想マシンのファイルの格納場所
･ ネットワーク接続のタイプ
･ 仮想ディスク作成時に全てのスペースを仮想ディスクに割り当てる。
･ 仮想ディスクを 2GB のファイルに分割するかを選択する。
[ カスタム ] または [Custom] を選択すると、ディスクの設定方法 （新
しい仮想ディスクの作成、既存の仮想ディスクの使用、または物理
ディスクの使用） を指定し、選択したディスクの種類に必要な設定を行
います。他の VMware 製品と使用するためのレガシー仮想ディスクを
作成するオプションもあります。

[ カスタム ] または [Custom] は、次のような場合に選択します。

･ Workstation 4.x、GSX Server 3.x、ESX Server 2.x 及び ACE 1.x と互換性
を持つレガシー仮想マシンを作成する場合。

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

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

IDE 仮想ディスクを設定したい場合
･ 仮想ディスクの代わりに物理ディスクを使用する場合 ( 本製品に詳し

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

6. 構成パスに、[ 標準 ] または [Typical] を選択した場合はステップ 7 に進
んでください。

[ カスタム ] または [Custom] を選択した場合は、Workstation 5 の機能
をすべてサポートする仮想マシン、または、特定の VMware 製品と互
換性のあるレガシー仮想マシンを作成することができます。
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このスクリーンで、Workstation 5 の仮想マシンとレガシー仮想マシン
のどちらを作成するのかを聞いてきます。詳細は、「レガシー仮想ディ
スク (P.251)」を参照してください。

7. ゲスト OS を指定します。

この画面では、仮想マシンにインストールするゲスト OS の種類を指定
します。OS とバージョンの両方を選択します。新規仮想マシンウィ
ザード (New Virtual Machine Wizard) は、この情報を元に次のことを行
います。

･ 必要なメモリ量など、適切はデフォルト値を設定します。
･ 仮想マシンに関連したファイルに名前をつけます。
･ パフォーマンスの最適化のために設定を調節します。
･ ゲスト OS 内の特別な動作やバグに対処する。
使用する OS がリストにない場合は、OS とバージョンの両方で [ その
他 ] または [Other] を選択します。

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

VMware Workstation のお気に入りリストにこの仮想マシンを追加する
と、ここで指定した名前が表示されます。また、作成中の仮想マシン
に関連したファイルを格納するフォルダにもこの名前が使用されます。

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

Windows ホスト　Windows 2000、Windows XP 、Windows Server 2003 で
のデフォルトフォルダは、Windows XP Professional 仮想マシンを例に取る
と C:￥Documents and Settings￥<username>￥My Documents￥My 
Virtual Machines￥Windows XP Professionalとなります。
Windows NT ホストでのデフォルトフォルダは C:￥WINNT￥Profiles￥
<username>￥Personal￥My Virtual Machines￥Windows XP 
Professional です。

Linux ホスト　デフォルトの格納場所は、Windows XP Professional 仮想
マシンを例に取ると <homedir>/vmware/winXPProとなります。こ
こで <homedir>は、現在ログインしているユーザーのホームディレ
クトリを指します。

仮想ハードディスクがネットワークドライブにある場合、仮想マシン
のパフォーマンスが遅くなることがあります。最高のパフォーマンス
を実現するには、仮想マシンフォルダをローカルドライブに設定しま
す。 ただし他のユーザーがその仮想マシンにアクセスする必要がある場
合は、他のユーザーがアクセス可能な場所に仮想マシンのファイルを
保存する必要があります。詳しくは、「仮想マシンを他のユーザーと共
有 (P.189)」を参照してください。

9. 構成方法として [ 標準 ] または [Typical] を選択した場合、次のステップ 
（ステップ 10）に進んでください。
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構成方法として [ カスタム ] または [Custom] を選択した場合、メモリ
設定を調節するかデフォルトを選択して、[ 次へ ] または [Next] をク
リックします。

ほとんどの場合、デフォルトのメモリ設定を使用することをお勧めし
ます。多くのアプリケーション、またはメモリ容量を多く必要とする
アプリケーションを実行するために仮想マシンを使用する場合は、よ
り高いメモリ設定が必要となる場合があります。詳細は仮想マシンメ
モリサイズ｢仮想マシンのメモリサイズ (P.447)」を参照してください。

注意 : 2GB 以上のファイルをサポートしない FAT32 なのどファイル
システムに仮想マシンのファイルが格納されている場合、2GB 以上の
メモリを仮想マシンに割り当てることはできません。

10.仮想マシンのネットワーク構成を指定します。

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

仮想マシンに独自の IP アドアレスを割り当てることはできませんが、
インターネットに接続したい場合は、[NAT を使用 ] または [Use 
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network address translation (NAT)] を選択します。NAT は、仮想マシン
とホスト OS 間のファイルの共有を可能にします。

VMware Workstation のネットワークオプションに関する詳しい説明は、
「仮想ネットワークの構成 (P.315)」を参照してください。

11.構成方法として [ 標準 ] または [Typical] を選択した場合、[ 完了 ] また
は [Finish] をクリックするとウィザードが仮想マシンに必要なファイル
を設定します

構成方法として [ カスタム ] または [Custom] を選択した場合、下のス
テップを続けて仮想マシンのディスクを構成します。

12.仮想マシンに使用する SCSI アダプタを選択します。

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

LSI Logic アダプタの性能は向上され、標準の SCSI デバイスとよく動作
します。さらに、LSI Logic アダプタは ESX サーバ 2 以降の仮想マシン
にサポートされています。仮想マシンを他の VMware 製品に移動する
場合は、このことを留意しておいてください。

どの SCSI アダプタを使うかは、仮想ディスクを IDE または SCSI ディス
クにするかを決める上で影響はありません。しかし、Windows XP など
1 部のゲスト OS には BusLogic または LSI Logic アダプタのためのドラ
イバは含まれていないので、LSI Logic 社の Web サイトからダウンロー
ドする必要があります。
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注意 : Mylex(BusLogic) 互換ホストバスアダプタのドライバは LSI 
Logic Web サイトでは分かりにくいので、サポートのセクションでモ
デル番号の数字 (BT/KT-958 ドライバの「958」等 ) で検索してくださ
い。

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。

13.仮想マシンで使用するディスクを選択します。

[ 仮想ディスクの新規作成 ] または [Create a new virtual disk] を選択しま
す。

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

物理ハードディスク (RAW ディスク ) にある既存の OS を使用する場合
は、「仮想マシンで使用のデュアルブートコンピュータを構成 (P.220)」
を参照してください。 ゲスト OS を既存の IDE ディスクパーティション
に直接インストールするには、「仮想マシンから RAW パーティション
に OS をインストール (P.245)」のレファレンスノートを参照してくださ
い。

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

注意 : Windows Server 2003、Windows XP または Windows 2000 をホ
ストとして使用する場合は、「RAW ディスクとして使用不可能な
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Windows 2000、Windows XP 及び Windows Server 2003 のダイナミッ
クディスク (P.238)」を参照してください。

RAW IDE ディスクにゲスト OS をインストールするには、[ 物理ディス
クを使用 (Existing IDE Disk Partition)]（VMware 上級者用 ) を選択します。
RAW SCSI ディスクを使用するためには、仮想マシン設定エディタを使
用して後からディスクを仮想マシンに追加する必要があります。 RAW 
SCSI ディスクからのブートはサポートしていません。RAW SCSI ディス
クの使用に関しては、「デュアルまたはマルチブート SCSI システムを
Linux ホスト上の VMware Workstation で実行するように構成 (P.238)」
を参照してください。

14.IDE または SCSI ディスクを選択します。

ウィザードは選択したゲスト OS に基づいた最良の選択を勧めます。
ウィザードで選択できる全ての Linux、Windows NT 、Windows 2000、 
及び Longhorn は SCSI 仮想ディスクがデフォルトとして設定されます。
そして Windows NT 、Windows 2000、Longhorn 以外の全ての
Windows OS は IDE 仮想ディスクがディフォルトとして設定されます。
また、IDE 仮想ディスク、NetWare、FreeBSD、MS-DOS、その他ゲスト
OS も IDE 仮想ディスクがデフォルトとして設定されます。
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15.仮想ディスクの容量を指定します。

作成する仮想ディスクのサイズを入力します。 

SCSI 仮想ディスクのサイズは 0.1GB ～ 256GB、IDE 仮想ディスクのサイ
ズは 0.1GB ～ 128GB の範囲で設定することができます。デフォルト値
は 4GB です。 

･ ( オプショナル ) 仮想ディスクを 2GB のファイルに分割して格納する
ように指定できます。FAT32 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。

･ ( オプショナル ) [ 事前に割り当てる ] または [Allocate all disk space 
now] を選択することができます。 これを選択すると、ディスクのパ
フォーマンスが幾分か向上されます。このオプションを選択しない
場合は、 仮想ディスクは最初は小さなファイルとして存在し、必要に
応じて拡大します。ただし、このパネルで指定した最大値を超える
ことはできません。

注意 : [ 事前に割り当てる (Allocate all disk space now)] は、仮想ディ
スクに設定した実際のディスクスペースを必要とする時間のかかる作
業で、キャンセルできません。

16.仮想ディスクのファイルの格納場所を指定します。
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SCSI や IDE 仮想ディスクが使用するデバイスノードを指定したい場合
は [ 詳細 ] または [Advanced] をクリックします。

詳細オプションの指定画面では、ディスクモードを指定することもで
きます。これは、スナップショットからディスクを除外するという特
殊な目的の構成で役に立ちます。 スナップショット機能の詳細は、「ス
ナップショットの使用 (P.256)」を参照してください。

通常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、この普通ディスクを使用し、[ 独立 ] または [Independent] は
チェックマークを外しておきます。

独立 (Independent) ディスクはスナップショットの一部として保存され
ません。

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りご使用ください。

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)　ディスクへの変更はその場で恒久的にディスクに
書き込まれます。

･ 読み取り専用 (Nonpersistent)　ディスクへの変更は、仮想マシンを
パワーオフした時に破棄されます。

詳細オプションの指定画面でファイルの名前と格納場所を指定して必
要な設定を行ったら、[ 完了 ] または [Finish] をクリックします。

17.[ 完了 ] または [Finish] をクリックすると、ウィザードが仮想マシンに
必要なファイルを作成します。
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VirtualPC 仮想マシンの変換
VMware Virtual Machine Importer は、個別のダウンロード可能なアプリケー
ションで、Microsoft VirtualPC 仮想マシンから新しい VMware 仮想マシンを
簡単な手順で作成することができます。

VPC 仮想マシンを変換するには次の手順に従ってください。

VirtualPC 仮想マシンを 移行するには、次の手順に従ってください。

1. VirtualPC 仮想マシンがオフであることを確認します。 

注意 : 仮想マシンが実行中は移行することはできません。

2. Workstation を起動してウィザードを開始します。

[Start] - [Pograms] - [VMware] - [Virtual Machine Importer] を選択します。

3. Workstation ウィザードを確認し、[Next] をクリックします。

Welcome to the Virtual Machine Importer

4. 構成を選択し、[Next] をクリックします。
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5. ソース VirtualPC 仮想マシンを参照 ( またはパスを入力 ) し、[Next] をク
リックします。

ソース仮想マシンの指定

Workstation がファイルを検査します。

入力ファイルの検査

6. VMware 仮想マシンを作成する格納場所を参照 ( またはパスを入力 ) し、
[Next] をクリックします。

ターゲット仮想マシンを指定

7. ステップ 4 で [Custom] を選択しなかった場合は、ステップ 9 に進んで
ください。
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仮想マシンのフォーマットを選択して、[Next] をクリックします。

･ Workstation 5 のみで仮想マシンを使用する場合は、[New] をクリッ
クします。

･ Workstation 4、ESX 2.x、GSX Server 3.x または ACE 1.x で仮想マシン
を使用する場合は、[Legacy] をクリックします。

[Next] をクリックします。

8. 新しい仮想マシンのインポートオプションを選択し、[Next] をクリック
します。

･ Make a complete copy of the source virtual machine( ソース仮想マ
シンの完全なコピーを作成 )　これを選択すると、オリジナルの
VirtualPC 仮想マシンに依存しない VMware 仮想マシンが作成されま
す。

･ Link to the existing virtual machine( 既存の仮想マシンにリンク )　
これを選択すると、ソース VirtualPC 仮想マシンの仮想ディスクを継
続的に共有する VMware 仮想マシンが作成されます。 
注意 : ディスクファイルにリンクする方が完全なコピーを作成するよ
り速くできますが、このオプションを選択し、VirtualPC のソース仮想
マシンを再度使用した場合、VMware 仮想マシンは機能しなくなりま
す。 

[Next] をクリックします。
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9. 設定を確認し、[Next] をクリックします。

インポートの準備完了

インポートの設定を確認します。

･ 変更が必要な場合は、[Back] をクリックします。
･ 変更がない場合は、[Next] をクリックします。
Workstation がソース VirtualPC ファイルから VMware 仮想マシンを作
成します。

仮想マシンのインポート

プログレスバーが表示されます。インポートを停止するには、[Cancel]
をクリックします。

注意 : インポートにはかなりの時間が掛かります。インポートする仮
想マシンのディスクスペース１ GB につき、1 分以上掛かる場合があり
ます。

仮想マシンのインポートが完了すると、Workstation が完了のダイアロ
グを表示します。
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仮想マシンのインポートが完了

10.直ぐに新しい仮想マシンを使用する場合は [Start my virtual machine 
now] チェックボックスをチェックします。Workstation が閉じ、
VMware Workstation が起動します。

11.[Finish] をクリックします。
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ゲストOSとVMware Toolsの
インストール
新しい仮想マシンは、未使用のハードディスクを持つ物理コンピュータと考
えることができます。使用するためには、仮想ディスクのパーティショニン
グとフォーマットを実行し、オペレーティングシステムをインストールしな
ければなりません。OS のインストールプログラムが、パーティショニング
とフォーマットを実行してくれることもあります。

ゲスト OS は、基本的には実際のコンピュータにインストールする場合と同
じ要領で、VMware Workstation 仮想マシンにインストールできます。一般
的な OS の基本的なインストール手順は次の通りです。

1. VMware Workstation を起動します。 

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

注意 : ホストの構成によっては、仮想マシンがインストール用 CD-
ROM からブート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 (Virtual Machine Settings 
editor) を使用して仮想マシンの CD ドライブを作成した ISO イメージ
ファイルに接続し、仮想マシンをオンにしてください。

3. [ パワーオン ] ボタンまたは [Power On] ボタンをクリックして、仮想マ
シンをオンにします。

4. 後は OS ベンダーの指示に従ってください。

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

他のゲスト OS をインストールする際の詳細は、 弊社の Web サイトから か
[ ヘルプ ] または [Help] メニューから「VMware ゲスト OS インストールガイ
ド」を参照してください。

Windows XP をゲスト OS としてインストール
Windows XP Home Edition や Windows XP Professional は、フルインストー
ル版の CD を使用して仮想マシンにインストールします。
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OS をインストールする前に、新規仮想マシンウィザード (New Virtual 
Machine Wizard) を使用して新しい仮想マシンを作成し、構成を済ませてお
きます。

注意 : Windows XP の仮想マシンで SCSI ディスクを使用するには、特別な
SCSI ドライバが必要です。これは、弊社 Web サイトのダウンロードのセク
ションで入手することができます。 新しくインストールした Windows XP で
ドライバを使用する場合は、Web サイトの指示に従ってください。 

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

インストレーションディスクの ISO イメージに交互に接続することが
できます「CD-ROM またはフロッピードライブをイメージファイルに
接続 (P.211)」を参照してください。

注意 : PXE サーバを使用してゲスト OS をネットワーク上でインス
トールする場合は、OS インストレーションメディアは必要ありませ
ん。次のステップで 仮想マシンをパワーオンすると、仮想マシンは
PXE サーバを検知します。
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2. 仮想マシンをオンにして、Windows XP のインストールを開始します。

3. 残りの手順は、物理コンピュータで Windows XP のインストールを行
う場合と同じです。
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VMware Tools のインストール
Windows、Linux、FreeBSD 及び NetWare ゲスト OS 向けの VMware Tools の
インストーラは、VMware Workstation に ISO イメージファイルとしてビルト
インされています。（ISO イメージファイルはゲスト OS やさらに Windows 
Explorer にも CD-ROM として認識されます。VMware Tools をインストールす
るのに実際の CD-ROM は必要なく、CD-ROM イメージをダウンロードした
り、このイメージファイルを実際の CD-ROM に焼き付けたりする必要もあり
ません）。

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

VMware Tools のアップグレード
以前のバージョンをアンインストールしなくても VMware Tools をアップグ
レードすることができるようになりました。しかし、仮想ハードウェアを初
めにアップグレードすることをお勧めします。仮想マシンのアップグレード
に関しては、「仮想マシンのアップグレード (P.63)」を参照してください。

ゲスト OS に VMware Tools のアップグレードを行うには、次のセクション
のインストールの手順に従ってください。

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

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

注意 : Windows ホストで VMware Workstation を実行しており、仮想マシン
に CD-ROM ドライブが 1 つしか設定されていない場合、IDE または SCSI 
CD-ROM ドライブとして構成されていなければなりません。Generic SCSI デ
バイスとして構成することはできません。 

VMware Tools を忘れ
ずに！
･VMware Tools をゲ
スト OS にインス
トールすることは非
常に重要です。 

• VMware Tools SVGA ド
ライバは、高速のグ
ラフィックパフォー
マンスをサポートし
ています。

･VMware Tools イー
サネットドライバは 
高速のワークパ
フォーマンスをサ
ポートしています。

･VMware Tools パッ
ケージは、共有フォ
ルダとドラッグアン
ドドロップの操作に
必要なサポートを提
供しています。

･パッケージの他の
ツールは、ゲスト
OS の時刻をホスト
の時刻に同期化、マ
ウスカーソルの自動
グラブ とリリース、
ゲストとホスト間の
コピーと貼り付け、 
また向上されたマウ
スパフォーマンスを
1 部のゲスト OS で
サポートしていま
す。
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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.167)」を、Generic SCSI に関する詳しい情報は

「Generic SCSI デバイスに接続 (P.430)」を参照してください。

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

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

[VM] - [VMware Tools のインストール ]（Windows ホスト）
[VM] - [Install VMware Tools]（Linux ホスト）

を選択します。

ここからの作業は、すべて仮想マシン内で行います。

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

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

自動再生機能が有効になっていない場合、ダイアログは自動的に表示
されません。その場合は、インストーラを起動します。[ スタート ] - 
[ ファイル名を指定して実行 ] または [Start] - [Run] 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 は使用しませ
ん。また、CD-ROM イメージをダウンロードしたり、イメージファイ
ルを物理 CD-ROM に焼き付けたりする必要もありません。VMware 
Workstation ソフトウェアには ゲスト OS に CD-ROM として認識される
ISO イメージが含まれており、これは Windows エクスプローラにも
CD-ROM として認識されます。このイメージには、ゲスト OS に
VMware Tools をインストールするために必要なファイルがすべて格納
されています。VMware Tools のインストールが完了すると、CD-ROM
ドライブは、このイメージファイルを認識しなくなります。
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4. 後は画面の指示に従ってください。

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

Linux ゲスト向け VMware Tools
Linux ゲスト上で VMware Tools をインストールするには 2 つのオプション
があります。 

･ X 内に VMware Tools をインストール
･ コマンドラインから VMware Tools をインストール

X 内に VMware Tools をインストール
ターミナルウィンドウで tar インストーラを使用して、VMware Tools を X
内にインストールすることができます。詳細は、「コマンドラインから
VMware Tools をインストール」を参照してください。

RPM を使用して、X から VMware Tools をインストールするには、次の手順
に従ってください。

1. [VM] - [Install VMware Tools] を選択します。
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ゲスト OS が VMware Tools インストレーション仮想 CD をマウントし
ます。

2. デスクトップの [VMware Tools CD] アイコンをダブルクリックします。

3. CDROM の root の RPM インストーラをダブルクリックします。

4. root のパスワードを入力します。

5. [Continue] をクリックします。

インストーラがパッケージの準備をします。

6. インストーラが、システムの準備が完了した旨のダイアログを表示し
たら、[Continue] をクリックします。

プログレスバーと共に、アップデート システム ダイアログが表示され
ます。インストーラが完了した時点で VMware Tools がインストールさ
れます。確認または完了ボタンはありません。

注意 : 一部のゲスト OS では、全機能を使用するために再起動を必要としま
す。

コマンドラインから VMware Tools をインストール
手順の前半は、ホスト上の Workstation メニューで行います。

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。 

ここからの作業は、すべて仮想マシン内で行います。 

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

cd /tmp

注意 : VMware Tools のインストールに実際の CD-ROM は必要ありませ
ん。また、CD-ROM イメージをダウンロードしたり、イメージファイ
ルを物理 CD-ROM に焼き付けたりする必要もありません。VMware 
Workstation アプリケーションには 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。
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注意 : 以前に tar インストレーションを行っている場合は、もう一度
インストールを行う前に、前回の vmware-distrib ディレクトリを削除
します。 このディレクトリのデフォルト場所は /tmp/vmware-tools-

distribです。

注意 : 一部の Linux ディストリビューションは、異なるデバイス名を
使用したり、/devディレクトリが異なっていたりすることがありま
す。CD-ROM ドライブが /dev/cdromではない場合、または CD-ROM
のマウントポイントが /mnt/cdromでない場合は、実行するディスト
リビューションの規約を反映するように次のコマンドに変更を加えて
ください。

･ tar インストーラを使用
tar zxf /mnt/cdrom/VMwareTools-5.0.0-<xxxx>.tar.gz

umount /dev/cdrom 

ステップ 4 に進みます。

･ RPM インストーラを使用
rpm -Uhv /mnt/cdrom/VMwareTools-5.0.0-

<xxxx>.i386.rpm

umount /dev/cdrom

<xxx>は、VMware Sorkstationリリースのビルド番号とバージョン番号が入
ります。

注意 : rpm インストレーションに tar インストレーションをインス
トールしようとしたり、またその逆を試みると、インストーラは以前
のインストレーションを検出し、続行する前にインストーラデータ
ベースのフォーマットを変換しなければなりません。

4. VMware Tools インストーラを実行します。

･ tar VMware Tools インストーラを使用
cd vmware-tools-distrib

./vmware-install.pl

インストーラが画面に表示する質問に答えてください。デフォルト値
を選択するには、<Enter> を押してください。

注意 : インストーラが構成プログラムを実行するかを聞いてきたら、
必ず [yes] と答えてください。

ステップ 5 に進みます。
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• RPM VMware Tools インストーラを使用

vmware-config-tools.pl

インストーラが画面に表示する質問に答えてください。デフォルト値
を選択するには、<Enter> を押してください。

注意 : インストーラが構成プログラムを実行するかを聞いてきたら、
必ず [yes] と答えてください。

5. root のアカウントからログアウトします。
exit

6. X とグラフィック環境を起動します。 

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

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

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

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

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

[Main Menu( 画面左下のフットアイコンをクリック )] - [Programs] - 
[Settings] - [Session] - [Startup Programs]

2. [Add] をクリックします。

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

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

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

VMware Tools のアンインストール
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ます。
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tar インストールから VMware Tools をアンインストール
vmware-uninstall-tools.pl

RPM インストールから VMware Tools をアンインストール
rpm -e VMwareTools

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

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

[VM] - [VMware Tools のインストール ]（Windows ホスト）
[VM] - [Install VMware Tools]（Linux ホスト）を選択します。

ここからの作業は、すべて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ます。X の実行中は VMware 
Tools をインストールできません。

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

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

cd /tmp

tar インストーラを使用

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

umount /cdrom 

RPM インストーラを使用

rpm -Uhv/cdrom/vmware-freebsd-tools.tar.gz

umount /cdrom 

5. VMware Tools のインストーラを実行します。
cd vmware-tools-distrib
./vmware-install.pl
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6. root のアカウントからログアウトします。
exit

7. X とグラフィック環境を起動します。

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

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

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

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

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

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

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

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

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

[VM] - [VMware Tools のインストール ]（Windows ホスト）
[VM] - [Install VMware Tools]（Linux ホスト）を選択します。 

ここからの作業はすべて仮想マシン内で行います。 

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

･ NetWare 6.5 仮想マシンのシステムコンソールで、 次を入力します。
LOAD CDDVD
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･ NetWare 6.0またはNetWare 5.1仮想マシンのシステムコンソールで、 
次を入力します。
LOAD CD9660.NSS

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

インストールが完了したら、NetWare の VMware Tools が実行されてい
る旨のメッセージが Logger Screen (NetWare 6.5とNetWare 6.0ゲスト ) 
または Console Screen (NetWare 5.1 ゲスト ) に表示されます。 

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

VMware Tools のインストールが完了したら、VMware Tools 仮想 CD-ROM イ
メージ (netware.iso) が仮想マシンに添付されていないことを確認してく
ださい。 もし添付されている場合は、取外してください。コンソールウィン
ドウのステータスバーにある CD-ROM アイコンを右クリックし、 [ 切断
(Disconnect)] を選択します。 
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VMware Tools の構成オプション
このセクションでは、VMware Tools の構成オプションに関する次の項目に
ついて説明します。

･ コントロールパネルを使用して VMware Tools を構成 (P.133)
･ システムコンソールを利用して NetWare ゲスト OS で VMware Tools を

構成 (P.137)

コントロールパネルを使用して VMware Tools を構成
このセクションでは、Windows XP ゲスト OS で利用可能なオプションを紹
介します。他のゲスト OS の VMware Tools でも同様の構成オプションが利
用可能です。

VMware Tools が稼動している時は、VMware ボックスロゴのアイコンがゲ
スト OS システムトレイに表示されます。

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

システムトレイに VMware Tools のアイコンが表示されていない場合は、
[ スタート ] - [ コントロールパネル ] を選択し、VMware Tools のアイコンを
ダブルクリックます。

VMware Tools コントロールパネルには次のタブがあります。

• オプションタブ (P.134)

• デバイスタブ (P.134)

• スクリプトタブ (P.135)

• 共有フォルダタブ (P.136)

• 仮想ディスク圧縮タブ (P.136)

• バージョン情報タブ (P.136)
133



VMware Workstation 5ユーザーマニュアル
オプションタブ

[ オプション (Options)] タブには [ その他のオプション (Miscellaneous 
Options)] が表示されます。

･ 仮想マシンとホスト OS 間の時刻同期化
注意 : ゲスト OS のホスト OS への時刻の同期化は、ゲスト OS の時刻
がホスト OS より遅れている場合にのみ可能です。
状況によっては、その項目が選択されていなくても、仮想マシンのホ
スト OS への時刻同期化が起こります。時刻同期化を完全に無効にした
い場合は、テキストエディタの仮想マシンの構成ファイル (.vmx)を
開き、以下のオプションを FALSE に設定します。
tools.syncTime
tools.synchronize.restore
time.synchronize.resume.disk
time.synchronize.continue
time.synchronize.shrink

･ VMware Tools をタスクバーに表示

デバイスタブ

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

[ スクリプト ] タブ (Windows ゲストのみ ) では、 [ サスペンド ]、[ レジュー
ム ]、[ パワーオン ]、[ パワーオフ ] ボタン、に関連付けられたスクリプトを
有効 / 無効にしたり、実行したりすることができます。

Windows ホスト　仮想マシンが DHCP を使用するように構成されていれ
ば、仮想マシンのサスペンド時にスクリプトを実行して仮想マシンの IP ア
ドレスを解放することができます。また、仮想マシンをレジュームする際
に、仮想マシンの IP アドレスを取得するスクリプトを実行することもでき
ます。 

Linux ホスト　仮想マシンのサスペンド時にスクリプトを実行して仮想マシ
ンのネットワーク接続を中止することができます。また、仮想マシンをレ
ジュームする際に、仮想マシンのネットワーク接続を開始するスクリプトを
実行することもできます。

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

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

注意 : Windows 95、NetWare、FreeBSD がゲストの場合、スクリプトは実
行できません。
注意 : Windows NT および Windows Me がゲストの場合、IP アドレスを解
放、取得するスクリプトは実行できません。
135



VMware Workstation 5ユーザーマニュアル
共有フォルダタブ

[ 共有フォルダ (Shared Folders)] タブでは、共有フォルダの検索情報を提供
しています。

共有フォルダについての詳細は「共有フォルダの使用 (P.161)」を参照して
ください。

仮想ディスク圧縮タブ

[ 仮想ディスク圧縮 (Shrink)] タブでは、仮想ディスクの未使用領域を再利用
するときに必要な管理機能にアクセスできます。

一部の構成では、仮想ディスクを圧縮することができません。そのような構
成の仮想マシンを使用している場合、[ 仮想ディスク圧縮 (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。 

バージョン情報タブ
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[ バージョン情報 (About)] タブでは、バージョンと著作権情報、及び
VMware Tools Service の状態が表示されます。

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

NetWare ゲスト向けの VMware Tools コマンド一覧 
次の表の各コマンドを、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ます。
vmwtool <command>

vmwtool コマンド 詳細

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

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。

圧縮プロセスの状態は、システムコンソールの下部に表
示されます。

devicelist 仮想マシンに存在する各取外し可能デバイスとそのデバ
イス ID、デバイスの有効 / 無効の状態を表示。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、
フロッピードライブが含まれます。

disabledevice <device 

name> 
指定したデバイスを仮想マシン内で無効化。デバイスを
指定しないでこのコマンドを実行すると、仮想マシンの
全取外し可能デバイスが無効になります。

enabledevice <device 

name>

指定したデバイスを仮想マシン内で有効化。デバイスを
指定しないでこのコマンドを実行すると、仮想マシンの
全取外し可能デバイスが有効になります。
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synctime [on|off] ゲスト OS のホスト OS への時刻同期機能のオン / オフ
を設定します。デフォルトでは、時刻同期はオフになっ
ています。

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

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

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

NetWare サーバは、OS がアイドル状態になっても CPU
を使用します。このため、NetWare サーバ ソフトウェ
アがアイドル状態かビジー状態かに関わらず、ホストか
ら CPU 時間を消費してしまうことになります。このた
め、アイドルプログラムが必要となります。 

vmwtool コマンド 詳細
www.vmware.com138



第 5 章  仮想マシンの新規作成
トピック別参照先
･ VMware Workstation の実行 (P.141)
･ ディスクの使用 (P.191)
･ 仮想マシンの移動と共有 (P.173)
･ 仮想マシンの状態を保存 (P.253)
･ 仮想マシンのクローン作成 (P.273)
･ チームの構成 (P.285)
･ 仮想ネットワークの構成 (P.315)
･ ビデオとサウンドの構成 (P.383)
･ デバイスの接続 (P.395)
･ パフォーマンスの調整 (P.435)
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ここでは、VMware Workstation プログラムの起動と、VMware Workstation、
ゲスト OS、VMware Tools のインストール完了後の仮想マシンの最も基本的
なタスクを解説していきます。 

･ 仮想マシンの開始 (P.143)
･ VMware Tools の状態を確認 (P.145)
･ 仮想マシンのレジュームとサスペンド (P.146)
･ 仮想マシンのシャットダウン (P.147)
･ 仮想マシンのリセット (P.149)
･ スナップショットの設定と復元 (P.150)
･ 仮想マシンのクローン (P.151)
･ 仮想マシンの削除 (P.152)
･ 仮想マシンチームの使用 (P.153)
･ ディスプレイのコントロール (P.154)

･ フルスクリーンモード (P.154)
･ クイックスイッチモードの使用 (P.154)
･ マルチモニターの利用 (P.155)
･ Workstation コンソールを仮想マシンディスプレイに合わせて表示 

(P.156)
･ 非標準解像度 (P.157)
･ 画面表示の簡素化 (P.157)

･ 新しいソフトウェアをインストール (P.159)
･ 切り取り / コピー / 貼り付け (P.160)
･ 共有フォルダの使用 (P.161)
･ ドラッグアンドドロップ機能 (P.166)
･ 仮想マシン内でのデバイスの使用 (P.167)

･ 仮想マシン内でのデバイスの追加、構成、削除 (P.167)
･ 取外し可能デバイスの接続と切断 (P.168)

･ 仮想マシンのスクリーンショットまたはムービーを作成 (P.169)
この章では、Windows XP をゲスト OS と想定して説明を行っています。図
中のコマンドの一部が他のゲスト OS とは異なる場合があります。 
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仮想マシンの開始
仮想マシンを起動するには、次の該当ホスト OS の手順に従ってください。

仮想マシンを起動
1. Workstation ウィンドウ左のお気に入りリストで、使用したい仮想マシ

ンの名前を選択します。 

使用したい仮想マシンがお気に入りリストにない場合は、[ ファイル ]-
[ 開く ]（Windows ホスト）または [File] - [Open]（Linux ホスト）を選
択し、該当する仮想マシンの構成ファイル (.vmx) を検索します。

（Linux ホストでは、旧バージョンの VMware 製品で作成された仮想マ
シンの構成ファイルに .cfgという拡張子が付けられている場合があ
ります。) 次から簡単にスタートさせることができるように、検索した
仮想マシンをお気に入りリストに追加するには、[ ファイル ] - [ お気に
入りリストに追加 ] または [File] - [Add to Favorites] を選択します。

ホスト OS で仮想マシンを検索するには、下記の「仮想マシンの格納場
所」を参照してください。 

2. [ パワーオン ] または [Power On] ボタンをクリックして、仮想マシンを
スタートします。

3. 仮想マシンウィンドウ内の好きな所をクリックし、仮想マシンがマウ
スとキーボードをコントロールするようにします。

4. ログインする必要がある場合は、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します。

注意 : ゲスト OS がログインする前に <Ctrl>-<Alt>-<Del> を押すよ
うに指示してきた場合、<Ctrl>-<Alt>-<Ins> を代わりに押してくださ
い。

仮想マシンの格納場所
Windows ホスト　VMware Workstation は、仮想マシン作成時にログインし
たユーザーの「マイドキュメント」フォルダに仮想マシンを格納します。

･ Windows Server 2003、Windows XP と Windows 2000 では、デフォル
トのフォルダは C:￥Documents and Settings￥<username>￥My 
Documents￥My Virtual Machines￥<guestOSname>です。
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Linux ホスト　VMware Workstation 5 は仮想マシンを <homedir>/

vmware/<guestOSname>に格納します。<homedir>は、仮想マシン作成
時にログインしていたユーザーのホームディレクトリを指します。 
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VMware Tools の状態を確認
パフォーマンスの最適化を図るためには、VMware Tools を仮想マシンにイ
ンストールして実行する必要があります。

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

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

VMware Tools のアイコンがシステムトレイに表示されない場合は、ゲスト
OS の VMware Tools コントロールパネルを使用することができます。仕様
の Windows バージョンによって、[ スタート ] - [ 設定 ] - [ コントロールパネ
ル ] または [ スタート ] - [ コントロールパネル ] を選択し、VMware Tools ア
イコンをダブルクリックし、VMware Tools の設定変更を行います。システ
ムトレイアイコンを再びオンにすることもできます。[ オプション ] タブに
ある [VMware Tools をタスクバーに表示 ]（Windows ホスト）か [Options]
タブにある [Show VMware Tools in the taskbar]（Linux ホスト）の横のボッ
クスをチェックしてください。

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

vmware-toolbox & 

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

一部のウィンドウマネージャを使用すれば、VMware Tools をスタートアッ
プ構成で起動させるコマンドを設定し、グラフィック環境の開始時に
VMware Tools を自動的にスタートさせることができます。詳しくは、ウィ
ンドウマネージャのドキュメントを参照してください。
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仮想マシンのレジュームとサスペンド
仮想マシンをサスペンドすることによって、マシンの現状を保存することが
できます。後でサスペンドされている仮想マシンをレジュームすると、ド
キュメントもアプリケーションもサスペンドした時の状態の戻り、直ぐに作
業を開始できます。

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します。

2. VMware Workstation のツールバーにある [ サスペンド ]（Windows ホ
スト）または [Suspend]（Linux ホスト）をクリックします。

3. VMware Workstation がサスペンドを完了したら、VMware Workstation
を安全に終了することができます。

[ ファイル ] - [ 終了 ] または [File] - [Quit]

サスペンドした仮想マシンは、次の手順でレジュームします。

1. VMware Workstation を起動し、サスペンドした仮想マシンを選択しま
す。 これは、「仮想マシンの開始 (P.143)」の項の手順と同じです。

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

仮想マシンをサスペンドした時に使用していたアプリケーションがす
べて実行中の状態で、コンテンツもサスペンド時のまま復元されます。

詳細は「サスペンドとレジュームの使用 (P.255)」を参照ください。
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仮想マシンのシャットダウン
物理コンピュータと同様、仮想マシンまたはチームをパワーオフする前にゲ
スト OS をシャットダウンする必要があります。Windows ゲスト OS では次
の手順に従ってください。 

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

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

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

これで安全に VMware Workstation を終了またはチームをオフにできます。

ゲスト OS の種類が違っても、シャットダウンの方法は同様です。まず仮想
マシンのゲスト OS を通常の手順でシャットダウンし、[ パワーオフ (Power 
Off)] ボタンで仮想マシンをオフにします。

パワーオフとシャットダウン
Windows の最新版のように [ シャットダウン ] コマンドを認識する OS を利
用できるように、[ パワーオフ ] ボタンを構成できます。

1. [VM] - [ 設定 ] を選択します。

2. [ オプション ] をクリックします。

3. [ パワー ] を選択します。

4. プールダウンメニューから [ パワーオフ ] または [ ゲストをシャットダ
ウン ] を選択します。

･ パワーオフ　このオプションは、コンピュータのハードウェア電源ス
イッチのオフをエミュレートします。ゲスト OS は即座に終了します。 
[ パワーオフ ] は AT 電源ハードウェアを備えるコンピュータの電源ボ
タンの動作をエミュレートします。
注意 : 仮想マシンがディスクに書き込みを行っている時に、[ パワー
オフ ] コマンドを使用すると、データが破損される恐れがあります。

･ ゲストをシャットダウン　このオプションは、ゲスト OS に再起動のコ
マンドを送ります。 [ ゲストをシャットダウン ] コマンドによる仮想マ
シンの動作は、特定の OS によって異なります。[ ゲストをシャットダ
ウン ] は、AT 電源ハードウェアを備えるコンピュータの電源ボタンの
動作をエミュレートします。

5. [OK] をクリックして変更を保存します。
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注意 : この設定は、現行の仮想マシンにのみ適用されます。
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仮想マシンのリセット 
物理コンピュータと同様、 反応のないゲスト OS ではハードリセットを行う
必要があります。これは、一般的にお勧めしません。仮想マシンのリセット
時に仮想ディスクへの書き込みが行われていると、データを失ったり、ディ
スクが破損する可能性があります。

仮想マシンをリセットするには、ツールバーの [ リセット (Reset)] をクリッ
クしてください。

リセットと再起動
Windows の最新版のように [ 再起動 ] コマンドを認識する OS を利用できる
ように、[ リセット ] ボタンを構成できます。

1. [VM] - [ 設定 ] を選択します。

2. [ オプション ] をクリックします。

3. [ パワー ] を選択します。

4. プールダウンメニューから [ リセット ] または [ ゲストの再起動 ] を選
択します。

･ リセット　このオプションはコンピュータのハードウェアリセットボ
タンをエミュレートします。ゲスト OS は即座に再起動します。
注意 : 仮想マシンがディスクに書き込みを行っている時に、[ リセッ
ト ] コマンドを使用すると、データが破損される恐れがあります。

･ ゲストの再起動　このオプションは、ゲスト OS に [ 再起動 ] のコマン
ドを送ります。ゲスト OS が [ 再起動 ] コマンドを認識すると、安全に
シャットダウンが行われ、ゲスト OS が再起動します。

5. [OK] をクリックして変更を保存します。

注意 : この設定は、現行の仮想マシンにのみ適用されます。
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スナップショットの設定と復元
VMware Workstation では、必要に応じていつでも仮想マシンにスナップ
ショットを設定することができます。 スナップショットは仮想マシンのディ
スクの状態と仮想マシンのパワー状態 ( パワーオン、パワーオフあるいはサ
スペンド ) を記録します。

新しいスナップショットの設定、または前設定したスナップショットへの復
元をいつでも行えます。スナップショットの復元を行うと、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。マルチスナップショットでは、
同じ仮想マシンで異なった状態を保存することができます。 

スナップショットの設定と復元は Workstation のツールバーにある [ スナッ
プショット (Snapshot)] と [ 復元 (Revert)] ボタンを使用して行います。ス
ナップショットの使用例を含む詳しい情報は「スナップショットの使用 
(P.256)」を参照してください。
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仮想マシンのクローン
クローンとは仮想マシンの複製です。オリジナル仮想マシンにするように、
クローンにも同じ作業を行うことができます。 

アプリケーションでのゲスト OS のインストール及び構成は、かなりの時間
を要します。1 度のインストレーションと構成を行えば、その後はクローン
を使用することによって、仮想マシンのコピーを多く配置することができま
す。

仮想マシンのクローン作成ウィザード (Clone Virtual Machine Wizard) を使用
して、仮想マシンの複製の操作に必要なもの全てをコピーすることができま
す。 オリジナル仮想マシンのファイルやディレクトリの位置づけをする必要
はありません。仮想マシンのクローン作成ウィザードが自動的にクローン化
された仮想マシンの新しい MAC アドレスと他の独自の ID を作成します。 

クローンについての詳細は「仮想マシンのクローン作成 (P.273)」を参照し
てください。
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仮想マシンの削除
Workstation 5 には、お気に入りリストから仮想マシン名を削除するコマン
ドと、完全に仮想マシンを削除するコマンドがあります。ホストファイルシ
ステムのファイルを操作して仮想マシンを削除する必要がなくなりました。

･ 仮想マシンをホストコンピュータから削除するには、お気に入りリス
トにある仮想マシン名を右クリックし、[ ディスクから削除 (Delete 
from Disk)] を選択するか、[VM] - [ 削除 (Delete)] を選択します。

･ お気に入りリストから仮想マシンまたはチームの名前を削除するには、
名前を右クリックし、[ 削除 (Remove)] を選択します。これによって影
響を受けるのは、お気に入りリストのリストだけです。全ての仮想マ
シンファイルとチームファイルはホストコンピュータのファイルシス
テムに残ります。

チームのメンバーである仮想マシンを削除することもできます。チーム自体
の削除については、「チームを閉じる (P.292)」を参照ください。
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仮想マシンチームの使用
仮想マシンチームは、共に動作するネットワーク仮想マシンのグループで
す。 パワーオペレーションは、ひとつのオブジェクトであるかのようにチー
ム全体に適用され、チームの仮想マシンの起動順と遅延時間を設定すること
ができます。

チームは多重層アプリケーションの開発、テスト、デモンストレーション、
及び展開に役立っています。LAN セグメントにより、パフォーマンスのテ
ストとセキュリティーのためのプライベート仮想ネットワークを作成するこ
とができます。

New Team Wizard を使用して、新しいチームを作成することができます。
仮想マシンと LAN セグメントを追加して、完全なプライベートテスト環境、
または従来どおりネットワークと情報のやりとりを行う環境の構築を行えま
す。

チームについての詳細は、「チームの構成 (P.285)」を参照してください。
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ディスプレイのコントロール
VMware Workstation には様々なディスプレイの形があり、仮想マシンを操
作する上で適切な画面表示を選択できます。 

･ フルスクリーンモード (P.154)
･ クイックスイッチモードの使用 (P.154)
･ マルチモニターの利用 (P.155)
･ Workstation コンソールを仮想マシンディスプレイに合わせて表示 

(P.156)
･ 非標準解像度 (P.157)
･ 画面表示の簡素化 (P.157)

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

VMware Workstation の仮想マシンのディスプレイを画面いっぱいに拡大し、
VMware Workstation ウィンドウの枠が見えないようにするには、ツール
バーの [ フルスクリーン ](Windows ホスト ) または [Full Screen](Linux ホス
ト ) ボタンをクリックします。 <Ctrl>-<Alt>-<Enter> キーを同時に押して
モードを切替えることもできます。

フルスクリーンモードを終了し、仮想マシンを再び VMware Workstation の
ウィンドウ内に表示するには、<Ctrl>-<Alt> キーを同時に押してください。 

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

Windows ホスト　同様の機能性については、｢フルスクリーン切り替え
モード (P.466)」を参照してください。

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

クイックスイッチモードの使用
クイックスイッチモードはフルスクリーンモードとほとんど同じですが、画
面上部に仮想マシンを切り替えるためのタブが表示されます。仮想マシンの
ディスプレイは、タブのスペースを残して画面いっぱいに表示されます。
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クイックスイッチモードに切り替えるには、[ 表示 ] - [ クイックスイッ
チ ](Windows ホスト ) または [View] - [Quick Switch](Linux ホスト ) を選択し
てください。

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

Windows ゲスト OS のディスプレイを可能な範囲でクイックスイッチモー
ドの画面いっぱいに表示させるには、[ 表示 ] - [ ゲストをウィンドウに今す
ぐ合わせる ] を選択してください。 [ ゲストをウィンドウに今すぐ合わせる ]
は、ゲスト OS に最新版の VMware Tools がインストールされている場合に
のみ利用できます。

注意 : [ ゲストをウィンドウに今すぐ合わせる（Fit Guest Now)] を選択する
と、必要に応じて Windows ゲストの画面の設定が調整されます。その後で
仮想マシンを普通のモードで実行する場合は、画面の設定を以前の値に戻す
ことができます。
クイックスイッチモードを中止するには、マウスのカーソルを画面上部に移
動させてメニューを表示させ、[ 表示 (View)] - [ クイックスイッチ (Quick 
Switch)] を選択してください。

マルチモニターの利用
ホストに標準のマルチモニターが設定されている場合、 各モニターで仮想マ
シンを個別に実行することができます。モニターを２つ使用するには、
VMware Workstation のインスタンスを２つ起動します。各 VMware 
Workstation ウィンドウで１つ以上の仮想マシンを起動してから、各
VMware Workstation ウィンドウを使用するモニターまでドラッグしてくだ
さい。仮想マシンをできる限り大きく表示するには、各ウィンドウをクイッ
クスイッチモード（[ 表示 (View)] - [ クイックスイッチ (Quick Switch)] に切
替えます。

マウスとキーボードの入力先を最初の画面の仮想マシンから次の画面の仮想
マシンに切替えるには、マウスのポインタを仮想マシン間で移動させてくだ
さい。いずれのゲスト OS でも VMware Tools が実行されており、デフォル
トの入力切替設定を使用している場合、特別な作業を行う必要はありませ
ん。デフォルト設定を使用していない場合は、<Ctrl>-<Alt> キーを押して最
初の仮想マシンからマウスのポインタを解放し、ポインタを次の仮想マシン
ウィンドウ内に移動してからクリックして、その仮想マシンにマウスとキー
ボードの入力コントロールを切替えなければならない場合があります。 
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注意 : 本リリースの VMware Workstation は、マルチモニターを試験的にの
みサポートしています。 サードパーティーのデスクトップ管理ソフトウェア
やディスプレイドライバを使用した場合、正常に動作しないことがありま
す。
注意 : フルスクリーンモードに切替えた場合、常に一次ディスプレイが使
用されます。マルチモニターを使用するには、通常（ウィンドウ）モードか
クイックスイッチモードを使用する必要があります。

Workstationコンソールを仮想マシンディスプレイに合わせて
表示
表示メニューとコマンドを使用して、VMware Workstation コンソールのサ
イズをゲスト OS のディスプレイに合わせることができます。

両方の自動合わせコマンドがオフに切り替えられた場合、 ウィンドウのサイ
ズは自動的に合わせられません。Workstation コンソールがゲスト OS の画
面より小さい場合は、コンソールにスクロールバーが表示されます。 コン
ソールがゲスト OS の画面より大きい場合は、コンソールに黒い縁が表示さ
れます。

表示メニューとコマ
ンド

説明

ウィンドウに合わせる
(Autofit Window)*

このコマンドで、Workstation コンソールが仮想マシンの画面解像度
のサイズに保たれます。ゲスト OS の解像度が変更になった場合、
Workstation コンソールは新しい解像度に合わせて自動的にサイズを
変更します。 

自動合わせ (Autofit 
Guest)*

このコマンドで、ゲストの画面解像度が Workstation コンソールのサ
イズに合わせられます。

ウィンドウに今すぐ合
わせる (Fit Window 
Now)**  

このコマンドで、Workstation コンソールが現在のゲスト OS の画面
のサイズに合わせられます。

ゲストをウィンドウに
今すぐ合わせる (Fit 
Guest Now)**  

このコマンドで、ゲスト OS の画面サイズが現在の Workstation コン
ソールに合わせられます。

* 自動合わせコマンドは , 選択するたびにオンとオフに切り替えられます。両方のコマンドがオ
ンに切り替えられた場合、Workstation コンソールのサイズを手作業で変更できますが、ゲスト
OS でも Workstation コンソールのサイズ変更が行えます。

** 自動合わせオプションがアクティブの時は、コンソールとゲスト OS の画面は同じサイズに
なるので、このコマンドは必要なくなります。
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非標準解像度
Workstation コンソールのサイズが標準の VESA 解像度 (640 ｰ 480、800 ｰ 600、
1024 ｰ 768 等 ) でない場合、ゲスト OS とそのアプリケーションが予想外の
反応を示すことがあります。

例えば、[ ゲストをウィンドウに合わせる (Autofit Guest)] と [ ゲストをウィ
ンドウに今すぐ合わせる (Git Guest Now)] コマンドでは、ゲスト OS の画面
解像度を 640 - 480 より低く設定することができますが、1 部のインストー
ラは、640 - 480 より低い解像度では実行しません。 そのため、プログラムが
実行されない場合があり、VGA をインストールする必要がある旨のエラー
メッセージが表示されます。

非標準解像度の問題に対処するには、2 つの方法があります。

･ ホストコンピュータの画面解像度が十分に高い場合は、ウィンドウを
拡大し、 [ ゲストをウィンドウに今すぐ合わせる (Git Guest Now)] を選択
します。

･ ホストコンピュータの解像度で十分な Workstation コンソールの拡大が
できない場合は、手作業でゲスト OS の解像度を 640 ｰ 480 またはそれ
以上に設定します。

画面表示の簡素化
VMware Workstation ウィンドウに表示されるコントロールの多くは、必要
に応じて非表示にすることができます。

[ 表示 (View)] メニューから、以下のコントロールの表示と非表示を切替え
ることができます。

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

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

[ 表示 ] メニューとタイトルバーにあるアイコンのショートカットメニューを使えば、
VMware Workstation ウィンドウに表示されているコントロールをすべて非表示にすること
ができます。
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新しいソフトウェアをインストール 
新しいソフトウェアは、実際のコンピュータと同じ手順で VMware 
Workstation の仮想マシンにインストールすることができます。 例えば
Windows の仮想マシンには、次の手順でソフトウェアをインストールしま
す。

1. 仮想マシンを起動し、必要があればログインします。Workstation のメ
ニューの [VM] - [ 取外し可能デバイス ] メニューを選択して、仮想マシ
ンが CD-ROM ドライブと、必要があればフロッピードライブにアクセ
スできることを確認します。 

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

3. インストールプログラムが自動的にスタートしない場合は、Windows
の [ スタート ] ボタンをクリックし、[ 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 ] をダブルクリックし、[ インストー
ル ] ボタンをクリックします。画面または新しいソフトウェアのユー
ザーマニュアルの指示に従ってください。

注意 : 仮想マシンの仮想ハードウェアに基づいてライセンスキーを作成す
る、プロダクトアクティベーション機能を持つアプリケーションがありま
す。このようなソフトウェアは、仮想マシンの構成を変更すると、再びアク
ティベーションが必要になることがあります。なるべく大きな変更を避ける
ために、ソフトウェアのアクティベーションを行う前に仮想マシンの最終的
なメモリサイズを設定し、VMware Tools をインストールしてください。
注意 : 一部のプログラム（日本語版 Trend Micro Virus Buster のインストーラ
等）を実行しようとすると、VMware Workstation がハングしたような状態
になることがあります。この問題の対処方法は、弊社 Web サイトのトラブ
ルシューティングのセクション ( www.vmware.com/info?id=30) を参照して
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、コ
ピー、貼り付けを行うことが可能です。通常のホットキーやメニュー選択
で、切り取り、コピー、貼り付けを行ってください。

異なる環境に誤ってコピーと貼り付けをしてしまうのを防ぐには、[ 編集
(Edit)] - [ 環境設定 (Preferences)] を選択し、次に [ 入力 (Input)] タブにある
[ 仮想マシン間のコピーと貼り付けを有効にする (Enable copy and paste to 
and from virtaul machine)] のチェックボックスからチェックマークを外し、
この機能を無効にします。
www.vmware.com160



第 6 章  VMware Workstation の実行
共有フォルダの使用
共有フォルダを使用すれば、仮想マシン間あるはホストコンピュータとの間
で簡単にファイルを共有することができます。共有フォルダを使用するため
には、ゲスト OS に最新版の VMware Tools がインストールされている必要
があります。また、共有するディレクトリの指定には仮想マシン設定を構成
する必要があります。

VMware Sorkstation 5 では、共有フォルダのために新しくパフォーマンスが
強化されました。

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

･ Windows Server 2003
･ Windows XP
･ Windows 2000
･ Windows NT 4.0
･ Version 2.4 以降のカーネルを持つ Linux
特定の仮想マシンに共有フォルダを設定するには、その仮想マシンが
Workstation で開いているのを確認してください。次に該当するタブをク
リックして、その仮想マシンをアクティブにします。[VM] - [ 設定 (Settings)] 
- [ オプション（Options)] を選択し、[ 共有フォルダ (Shared folders)] をク
リックします。 

リストには複数のディレクトリを追加することができます。追加するのは、
ホストのディレクトリであっても、ホストからアクセス可能なネットワーク
ディレクトリであっても構いません。
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共有フォルダの追加
リストに新しい共有フォルダを追加するには、[ 追加 (Add)] をクリックしま
す。次に表示されるものは、実行しているホストによって異なります。 

･ 共有フォルダ追加ウィザード (Windows ホスト )
･ 共有フォルダダイアログ (Linux ホスト )

共有フォルダ追加ウィザード (Windows ホスト )
ウィザードに従って作業を行います。

1. [VM] - [ 設定 ] を選択します。

2. [ オプション ] を選択します。

3. [ 共有フォルダ ] をクリックします。

4. [ 追加 ] をクリックして [ 共有フォルダ追加ウィザード ] を開き、
[ 次へ ] をクリックします。

5. 共有フォルダの名前を格納場所を入力または参照し、[ 次へ ] をクリッ
クします。

･ 名前　仮想マシン内に表示される名前です。
･ ホストのフォルダ　共有するディレクトリへのホスト上のパスです。 

絶対パスを入力するか、ディレクトリを参照します。
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6. 共有フォルダの属性を入力します。

･ 共有する　このチェックボックスをチェックすると、共有フォルダ
が有効になります。チェックを外すと、仮想マシン構成からは削除
されずに、共有フォルダは無効になります。 直ぐに有効にせずに、
フォルダをリストに追加することもできます。リストにある名前を
クリックし、プロパティをクリック、そしてプロパティダイアログ
ボックスにあるフォルダを有効にすることによって、いつでもフォ
ルダを有効にすることができます。 

･ 読取り専用　このチェックボックスをチェックすると、仮想マシン
はホストファイル構造の共有フォルダの内容を変更できなくなりま
す。共有フォルダのファイルへのアクセスは、ホストコンピュータ
でのアクセス権の設定によって決定されます。例えば、「ユーザー」
というユーザー名で VMware Workstation を実行している場合、

「ユーザー」が特定のファイルへの読み取りと書き込みの権限を持っ
ている場合にのみ、仮想マシンは共有フォルダ内のそのファイルへ
の読み取りと書き込みが行えます。

･ セッション終了時に無効にする　このチェックボックスをチェック
すると、仮想マシンがパワーオフまたはサスペンドされた時に仮想
マシンのフォルダへの属性が無効になります。フォルダを常に有効
にしておくには、このボックスからチェックを外しておきます。

7. [ 完了 ] をクリックします。
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共有フォルダダイアログ (Linux ホスト )
共有フォルダ情報を入力するためのダイアログボックスが表示されます。

必要な情報を入力し、[OK] をクリックします。フィールドの記述は上記
「共有フォルダ追加ウィザード (Windows ホスト )」を参照してください。

共有フォルダの表示
注意 : 共有フォルダは、あらゆる種類のファイルの共有に使用することが
できます。ただし、Windows ショートカットや Linux シンボリックリンク
を共有フォルダを通して使用しようとしても機能しません。 

注意 : 共有フォルダのファイルを複数のアプリケーションから同時に開か
ないでください。例えば、ホスト OS でアプリケーションを使用してファイ
ルを開き、ゲストで他のアプリケーションを使用して同じファイルを開く
と、場合によってはデータが破損する場合があります。

ゲスト OS によって、共有フォルダの表示は異なります。

･ Windows ゲストで共有フォルダを表示
･ Linux ゲストで共有フォルダを表示

Windows ゲストで共有フォルダを表示
Windows のゲスト OS では、 共有フォルダは Windows Explorer を使用して

「マイ ネットワーク」（Windows NT ゲストの場合は「ネットワーク コン
ピュータ」）の VMware Shared Folders に表示させることができます。

注意 :「マイ ネットワーク」（Windows NT 仮想マシンの場合は「ネットワー
ク コンピュータ」）のデスクトップアイコンを使用しての共有フォルダの位
置づけが困難な場合は、Windows Explorer を開き、 「マイ ネットワーク」

（「ネットワーク コンピュータ」）を調べます。Windows のデスクトップア
イコンは Entire Network（ネットワーク全体）のオプションを表示しませ
ん。
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例えば共有フォルダの 1 つに Test filesという名前を付けた場合、 その
フォルダは [ マイ ネットワーク ] - [VMware Shared Folders] - [host] - [Shared 
Folders] - [Test Files] の順に検索することができます。

また、次のような UNC パスを使用して直接フォルダにアクセスすることも
できます。 
￥￥.host￥Shared Folders￥Test files 

ネットワークシェアの場合と同様に、共有フォルダをドライブ文字にマップ
することができます。

注意 : VMware Workstation 4 で提供された VMware Tools をゲスト OS が使
用している場合、共有フォルダは指定したドライブ文字上のフォルダとして
表示されます。

Linux ゲストで共有フォルダを表示
Linux の仮想マシンでは、共有フォルダは /mnt/hgfsディレクトリに表示
されます。

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

必要に応じて設定を変更し、[OK] をクリックします。
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ドラッグアンドドロップ機能
VMware Workstation 5 のドラッグ アンド ドロップ機能によって、Windows
ホストと Windows 仮想マシンの間でのファイルの移動が容易になりまし
た。個別のファイルでも全ディレクトリでも、ドラッグ アンド ドロップで
移動させることができます。

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

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

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

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

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

2. [ ドラッグ アンド ドロップをこの仮想マシンでは使用しない ] を選択す
ると、この機能が無効になります。選択を解除すれば、この機能は有
効になります。
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仮想マシン内でのデバイスの使用
このセクションでは、仮想マシンのデバイスの追加、削除、構成、接続、切
断について説明します。

仮想マシン内でのデバイスの追加、構成、削除
仮想マシンにデバイスを追加したり、その設定を変更または削除する場合、
[VM] - [ 設定 (Settings)] を選択して仮想マシン設定エディタ (Virtual Machine 
Settings editor) にてコントロールが可能です。

新しくデバイスを追加するには、仮想マシン設定エディタを開いて [ 追加
(Add)] をクリックします。ハードウェア追加ウィザード (Add New 
Hardware Wizard) が表示されますので、その指示に従って新しいデバイスを
仮想マシンに追加します。 [OK] をクリックして変更を保存し、仮想マシン設
定エディタを終了します。

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

デバイスを削除するには、仮想マシン設定エディタを開き、削除するデバイ
スをクリックしてから [ 削除 (Remove)] をクリックします。[OK] をクリック
して仮想マシン設定エディタを終了します。
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取外し可能デバイスの接続と切断
仮想マシンの実行中に、仮想マシンに構成されている取外し可能デバイス

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

[VM] - [ 取外し可能デバイス (Removable Devices)] を選択すると、サブメ
ニューが表示されます。メニューからデバイスを選択して、接続 / 切断の切
替やデバイスの設定の変更を行います。[ 編集 (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
クリックします。
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仮想マシンのスクリーンショットまたは
ムービーを作成
このセクションでは以下の 2 つの機能について説明します。

･ スクリーンショットキャプチャ
･ ムービーキャプチャ

スクリーンショットキャプチャ
[VM] - [ スクリーンキャプチャ (Capture Screen)] メニューを選択して、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。 

ムービーキャプチャ
仮想マシン内のアクティビティのムービーをキャプチャすることができま
す。Workstation はこのイメージをホストに .aviファイルとして保存しま
す。

･ ムービーの録画
･ ムービーの再生と VMware コーデック

ムービーの録画
仮想マシンアクティビティのムービーをキャプチャするには次の手順に従っ
てください。

1. [VM] - [ ムービーキャプチャ ](Windows ホスト ) または [VM] - [Capture 
Movie](Linux ホスト ) を選択します。

ファイル保存のダイアログが表示されます。

2. ムービーに関する情報を入力し、[ 保存 ] または [Save] をクリックしま
す。

･ 保存するムービーファイル名を入力します。デフォルト名はアク
ティブの仮想マシンに基づいて作成されます。

･ ムービーを格納するディレクトリを選択します。
･ ドロップダウンメニューから画質の高、中、または低 (High、

Medium、または Low）を選択します。これにより圧縮、つまりムー
ビーのファイルサイズが決定されます。
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･ 変更しない反復ムービーフレームを除外する為にチェックボックス
をクリックします。これにより、ファイルサイズが節約され、ムー
ビーの簡潔さが高められます。

ムービーキャプチャがアクティブの間、赤い円 ( 仮想 LED) がステータ
スバーの右下に表示されます。

3. 仮想マシン内で、ムービーで表示したいアクションを実行します。

4. [VM] - [ ムービーキャプチャの停止 ] または [VM] - [Stop Movie Capture]
を選択します。

赤い円はステータスバーから消えます。

ムービーの再生と VMware コーデック
互換性のあるメディアプレーヤーで録画したムービーを再生することができ
ますが、VMware コーデックがインストールされている必要があります。
VMware Workstation でコーデックはマシンに自動的にインストールされま
す。VMware Workstation がインストールされていなくても、個別のダウン
ロード可能なインストーラもマシンでの再生に使用できます。
www.vmware.com170



第 6 章  VMware Workstation の実行
トピック別参照先
･ ディスクの使用 (P.191)
･ 仮想マシンの移動と共有 (P.173)
･ 仮想マシンの状態を保存 (P.253)
･ 仮想マシンのクローン作成 (P.273)
･ チームの構成 (P.285)
･ 仮想ネットワークの構成 (P.315)
･ ビデオとサウンドの構成 (P.383)
･ デバイスの接続 (P.395)
･ パフォーマンスの調整 (P.435)
171



VMware Workstation 5ユーザーマニュアル
www.vmware.com172



7
第 7 章
仮想マシンの移動と共有
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ここでは、仮想マシンを別のホストや同じホスト上の別の場所に移動する方
法と、仮想マシンを他のユーザーと共有する際の注意点に関して解説を行い
ます。

･ 仮想マシン ID(UUID) (P.175)
･ VMware Workstation 5 仮想マシンの移動 (P.178)

･ 相対パスを使用する仮想マシン (P.179)
･ Workstation 5 仮想マシンの移動の準備 (P.179)
･ Workstation 5 仮想マシンを新しいホストマシンに移動 (P.179)

･ VMware Workstation 4 仮想マシンの移動 (P.181)
･ Workstation 4 仮想マシンの移動の準備 (P.181)
･ Workstation 4 仮想マシンを新しいホストマシンに移動 (P.182)

･ 旧バージョンの仮想マシンの移動 (P.184)
･ Workstation 3 仮想マシンの移動の準備 (P.184)
･ 新しいホストマシンの準備 (P.185)
･ 取り消し可能 (Undoable) モードの Workstation ディスクを移動する

際の注意点 (P.186)
･ 仮想マシンを他のユーザーと共有 (P.189)
･ リンククローンの移動 (P.190)
注意 : 仮想マシンを新しいホストや同じホストの別のロケーションに移動
したり、仮想マシンの構成ファイルへのパスに使用するディレクトリ名を変
更すると、VMware Workstation は仮想イーサネットアダプタに異なる MAC
アドレスを割り当てます。 詳しくは、「仮想マシンの MAC アドレスの維持と
変更 (P.345)」を参照してください。
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仮想マシン ID(UUID)
各仮想マシンには、SMBIOS システム情報記述子に保存されている
UUID(Universally Unique Identifier、汎用一意識別子 ) が自動的に割当てられ
ます。これは、SiSoftware Sandra または IBM utility SMBIOS2 等の 標準の
SMBIOS 走査ソフトウェアでアクセスすることができ、物理コンピュータの
UUID と同様にシステム管理に使用することができます。

UUID は 128 ビット整数です。 この値の 16 バイトは、8 番目と 9 番目のペア
の 16 進数間でのダッシュ記号を除いては、スペースによって分けられ、次
のようになります。

00 11 22 33 44 55 66 77-88 99 aa bb cc dd ee ff 

UUID は、物理コンピュータの ID と仮想マシンの構成ファイルへのパスに
基づいています。 この UUID は仮想マシンをパワーオンまたはリセットした
時に 生成されます。他の場所に仮想マシンを移動またはコピーしない限り、 
UUID は変わりません。

仮想マシンを移動またはコピーすると、最初に仮想マシンをパワーオンした
時に新しい UUID を作成するオプションが与えられます。この新しい UUID
は、新しい格納場所の物理コンピュータの ID と仮想マシンの構成ファイル
へのパスに基づいて生成されます。

UUID と仮想マシンの移動
新しい格納場所に移動またはコピーされた仮想マシンをパワーオンすると、
次のような内容のメッセージが表示されます。 

「仮想マシン構成ファイルの場所が、前回パワーオンされた以降に変更
されました。仮想マシンをコピーした場合、新しい一意の ID(UUID) を
作成する必要があります。また、仮想マシンを移動した場合は、古い
UUID を保存する必要があります。選択に困った場合は新しい UUID を
作成してください。下記から選択してください。(The virtual machine's 
configuration file has changed its location since its last poweron. Do you 
want to create a new unique identifier (UUID) for the virtual machine, or 
keep the old one?)」

[ 新規 UUID を作成する (Create)]、[ 既存の UUID を保存する (Keep)]、[ 常に
新規 UUID を作成する (Always Create)]、[ 常に既存の UUID を保存する
(Always Keep)] の４つのオプションがあります。

･ 仮想マシンを移動した場合　UUID をそのまま残しておくことができま
す。[ 既存の UUID を保存する (Keep)] を選択し、[OK] をクリックして
仮想マシンのパワーオンを続行します。
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･ 仮想マシンを新しい場所にコピーした場合　オリジナルの仮想マシン
と同じ UUID を使用することになるので、新しい UUID を作成すること
をお勧めします。[ 新規 UUID を作成する (Create)] を選択し、[OK] をク
リックして仮想マシンのパワーオンを続行します。

･ オリジナル仮想マシンがテンプレートとして使用されている場合　各
仮想マシンを最初にパワーオンする時に新しい UUID を作成することが
できます。仮想マシンを構成し、テンプレートにする準備ができたら、
仮想マシンを新しい場所に移動し、パワーオンします。パワーオン後
にメッセージが表示されたら、[ 常に新規 UUID を作成する (Always 
Create)] を選択し、[OK] をクリックして仮想マシンのパワーオンを続行
します。仮想マシンは、移動する度に新しい UUID を作成するように設
定されます。仮想マシンをパワーオフし、仮想マシンのファイルのコ
ピーを他の場所に作成して、テンプレートとして使用することができ
ます。

･ 頻繁に仮想マシンを移動するが、同じUUID を使用したい場合　[ 常に
既存の UUID を保存する (Always Keep)] を選択し、[OK] をクリックして
仮想マシンのパワーオンを続行します。

注意 : [ 常に既存の UUID を保存する (Always Keep)] または [ 常に新規 UUID
を作成する (Always Create)] の設定を変更したい場合は、仮想マシンをパ
ワーオフして構成ファイル (.vmx) を編集します。 次のラインを含むライン
を削除します。

uuid.action = "create"

または、
uuid.action = "keep"

仮想マシンをサスペンドやレジュームをしても、UUID の生成プロセスはト
リガーされません。従って、仮想マシンがサスペンドされた時点で使用され
ていた UUID は、移動またはコピーされても、仮想マシンがレジュームされ
るとそのまま残っています。しかし、次に仮想マシンが再起動された時は、
メッセージが表示されるので、新しい UUID を作成するか、既存のものを使
用するかを選択できます。

仮想マシンに UUID を指定
仮想マシンに特定の UUID を割当てたい場合は、自動的に生成された UUID
値をオーバーライドする必要があります。仮想マシンをパワーオフしてか
ら、構成ファイル (.vmx) を編集し、UUID パラメータの値を設定します。
テキストエディタを使用して、構成ファイルを編集します。ラインのフォー
マットは次の通りです。 

uuid.bios = <uuidvalue> 
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UUID 値は、以下の例に挙げた構成ラインのように、クォーテーションマー
クを前後に付けてください。

uuid.bios = "00 11 22 33 44 55 66 77-88 99 aa bb cc dd ee 
ff" 

構成ファイルにこのラインを加えたら、仮想マシンをパワーオンします。仮
想マシンが起動されると、新しい UUID が使用されます。

移動した仮想マシンに UUID を設定 
仮想マシンを移動する予定があり、その仮想マシンに移動する前と同じ
UUID を使用したい場合は、移動前に使用していた UUID を書き留め、移動
した後にその UUID を構成ファイルに加える必要があります。次の手順に
従ってください。

1. 仮想マシンを移動する前に、その構成ファイルを確認します。テキス
トエディタを使用します。構成ファイルは .vmx 拡張子が付いており、
仮想マシンのディレクトリにあります。 

2. 仮想マシンの UUID が特定の値に設定されている場合は、構成ファイル
に uuid.biosで始まるラインがあります。 それに続く 128 ビット 16
進値を書き留めます。この値を新しい場所で使用します。 

3. uuid.biosで始まるラインがない場合は、uuid.locationで始まる
ラインを探し、それに続く 128 ビット 16 進値を書き留めます。

4. 仮想マシンのファイルを新しい場所に移動します。

5. 仮想マシンをスタートさせてから、シャットダウンします。

6. 上記「仮想マシンに UUID を指定 (P.176)」の項で説明したように、
uuid.biosのラインを加えるように仮想マシンの構成ファイルを編集
します。uuid.biosの値をステップ 2 で書き留めた値に加えます。

7. 仮想マシンをスタートさせます。UUID は仮想マシンを移動させる前の
ものと同じはずです。
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VMware Workstation 5 仮想マシンの
移動
VMware Workstation を使用して作成した仮想マシンを別のコンピュータ、
あるいは同じコンピュータの別の場所に移動することが可能です。ほとんど
の場合、Windows ホストと Linux ホスト間で仮想マシンを移動することさ
え可能です。本項では、VMware Workstation 5 で作成された仮想マシンの移
動の手順を説明します。

ここで紹介する手順は、ホストコンピュータ上の .vmdkのファイルセット
に格納されている仮想ディスクを使用している場合を想定しています。

注意 : 下記のプロセスを開始する前に、常に仮想マシンのディレクトリに
保存されている全ファイルのバックアップコピーを作成しておくことをお勧
めいたします。 

このセクションでは、Workstation 5 仮想マシンの移動に関する次の項目に
ついて説明します。

･ 異なるハードウェアを使用するホスト (P.178)
･ 相対パスを使用する仮想マシン (P.179)
･ Workstation 5 仮想マシンの移動の準備 (P.179)
･ Workstation 5 仮想マシンを新しいホストマシンに移動 (P.179)

異なるハードウェアを使用するホスト
著しく異なるハードウェアを使用するホストに仮想マシンを移動すると、ゲ
スト OS は正常に昨日しなくなる可能性があります。

64 ビットと 32 ビットホスト間の移動
仮想マシンを 64 ビットホストから 32 ビットホストに移動する場合、Linux
ゲスト OS のカーネルをコンパイルする必要が生じる場合があります。

マルチプロセッサホストからユニプロセッサホストへ移動 
マルチプロセッサホスト上の VMware ESX Server に作成されたの仮想マシン
をユニプロセッサホストに移動する場合、ゲスト OS が実質的にアイドル状
態であっても、ゲスト OS はホスト CPU 負荷の 100% を消費します。これ
を避けるには、仮想マシン構成 (.vmx) ファイルで numvcpusの設定を 2 か
ら 1 に変更する必要があります。
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相対パスを使用する仮想マシン
VMware Workstation 5 仮想マシンに関連するファイルへのパス名はすべて相
対的で、各ファイルへのパスはその時点でアクティブなディレクトリと相対
的であることを表します。例えば、特定の仮想マシンのディレクトリにいる
場合、その仮想マシンが使用する仮想ディスクファイルへの相対パスは
<machine name>.vmdkとなります。

Workstation 5 仮想マシンの移動の準備
1. ゲスト OS をシャットダウンしてから仮想マシンをオフにします。仮想

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

2. 次のいずれかを行います。

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

仮想マシンの移動方法を決定したら、「Workstation 5 仮想マシンを新
しいホストマシンに移動」に進みます。

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

VMware Workstation を起動し、作成したばかりの仮想マシンを開き
ます。[ ファイル ] - [ 開く ] または [File] - [Open] を選択し、該当する
仮想マシンの構成ファイル（.vmx）を検索します。

Workstation 5 仮想マシンを新しいホストマシンに移動 
1. 新しいホストコンピュータに VMware Workstation がインストールさ

れ、正常に動作していることを確認します。 
179



VMware Workstation 5ユーザーマニュアル
2. 移動する仮想マシン向けに新しくディレクトリを作成します。次に移
動する仮想ディスクファイルを探し、新しいディレクトリにコピーし
ます。 必ず仮想マシンの現在のディレクトリにある全ファイルをコピー
するようにします。仮想マシンのディレクトリ以外の場所にファイル
を格納している場合は、必ずそれらのファイルを仮想マシンの格納場
所と相対的に同じ場所にある同じ名前のディレクトリに移動します。

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

注意 : 仮想マシンのスナップショットを設定している場合、必ず仮想マ
シンのディレクトリにあるすべてのファイルを移動します。

3. VMware Workstation を起動し、移動した仮想マシンを開きます。[ ファ
イル ] - [ 開く ] または [File] - [Open] を選択し、該当する仮想マシンの
構成ファイル (.vmx) を検索します。

移動するファイルに関しての詳細は、「仮想マシンに関連するファイル 
(P.99)」を参照してください。
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VMware Workstation 4 仮想マシンの
移動
注意 : このセクションでは、Workstation 4 で作成された仮想マシンについ
て説明していますが、以下の VMware 製品にも同等に当てはまります。

･ Workstation 4.x
･ GSX Server 3.x
･ ESX Server 2.x
･ ACE 1.x、1.0.x
旧 VMware 製品からの仮想マシンのフォーマットに関しての詳細は、「レガ
シー仮想ディスク (P.251)」を参照してください。

VMware Workstation 4 で作成した仮想マシンを移動する場合、最初に 
VMware Workstation 5 と完全な互換性を持つように仮想マシンをアップグ
レードしてから移動させることができます。 アップグレードを行うには、仮
想マシンを VMware Workstation 4 で実行し、[VM] - [ 仮想ハードウェアの
アップグレード ( Upgrade Virtual Hardware)] を選択してください。仮想ハー
ドウェアをアップグレードしたら、「VMware Workstation 5 仮想マシンの移
動 (P.178)」の指示に従って仮想マシンを移動させます。

仮想マシンをアップグレードすると、VMware Workstation 4 では実行できな
くなります。仮想マシンを VMware Workstation 4 と VMware Workstation 5
の両方で実行する必要がある場合は、仮想マシンのアップグレードを行わ
ず、次の作業を行ってください。

ここで紹介する手順は、ホストコンピュータ上の .vmdkのファイルセット
に格納されている仮想ディスクを使用している場合を想定しています。

注意 : 下記のプロセスを開始する前に、常に仮想マシンのディレクトリに
保存されている全ファイルのバックアップコピーを作成しておくことをお勧
めいたします。 

このセクションでは、Workstation 4 仮想マシンの移動に関する次の項目に
ついて説明します。

･ Workstation 4 仮想マシンの移動の準備 (P.181)
･ Workstation 4 仮想マシンを新しいホストマシンに移動 (P.182)

Workstation 4 仮想マシンの移動の準備
1. VMware Workstation 4 で仮想マシンを開きます。 
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2. ゲスト OS が完全にシャットダウンされていることを確認します。 仮想
マシンがサスペンドされており、その仮想ディスクが通常 (Persistent)
モードあるいは読み取り専用 (Nonpersistent) モードに設定されている
場合、いったんレジュームしてから、ゲスト OS のシャットダウンを行
います。 

3. 次のいずれかを行います。

･ 仮想マシンを新しいホストに移動する予定であり、現在使用してい
るホストマシンと新しいホストがネットワーク接続されている場合
は、現在のホストでの準備は完了です。ホストがネットワーク接続
されていない場合は、仮想ディスク (.vmdk) ファイルを仮想マシン
のディレクトリから新しいホストに移動する方法が必要です。例え
ば、仮想ディスクファイルを共有ネットワークディレクトリに移動
したり、サイズがあまり大きくない場合は CD-ROM に焼き付けたり
することができます。
仮想マシンの移動方法を決定したら、「Workstation 4 仮想マシンを新
しいホストマシンに移動 (P.182)」に進みます。

･ 仮想マシンを同じホストの別のディレクトリに移動する予定であれ
ば、この段階で移動の準備ができています。仮想マシンが現在格納
されているディレクトリにある全ファイルを新しい格納場所にコ
ピーします。仮想マシンのディレクトリ以外の場所にファイルを格
納している場合は、必ずそれらのファイルを仮想マシンの格納場所
と相対的に同じ場所にある同じ名前のディレクトリに移動します。 
VMware Workstation 5 を起動し、移動したばかりの仮想マシンを開
きます。[ ファイル ] - [ 開く ] または [File] - [Open] を選択し、該当す
る仮想マシンの構成ファイル（.vmx）を検索します。

Workstation 4 仮想マシンを新しいホストマシンに移動 
1. 新しいホストコンピュータに VMware Workstation がインストールさ

れ、正常に動作していることを確認します。 

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

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

同時に、移動するファイルを参照する絶対パスが存在しないことも確
認します。

3. VMware Workstation 5 を起動し、移動した仮想マシンを起動します。
[ ファイル ] - [ 開く ] または [File] - [Open] を選択し、該当する仮想マシ
ンの構成ファイル (.vmx) を検索します。
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旧バージョンの仮想マシンの移動
このセクションでは次の項目について説明します。

･ VMware Workstation 2.x 仮想マシンの移動 (P.184)
･ VMware Workstation 3.0 仮想マシンの移動 (P.184)
･ 取り消し可能 (Undoable) モードの Workstation ディスクを移動する際

の注意点 (P.186)

VMware Workstation 2.x 仮想マシンの移動
VMware Workstation 2.x で仮想マシンを作成した場合、VMware Workstation 
3 または 4 でアップグレードする必要があります。VMware Workstation 5 は 
VMware Workstation 2 の仮想マシンをサポートしていません。

VMware Workstation 3.0 仮想マシンの移動
VMware Workstation 3.0 または他の VMware 製品で作成した仮想マシンを、
別のコンピュータに移動、またはホスト上の別のディレクトリに移動させる
場合は、次の作業を行ってください。

ここで紹介する手順は、ホストコンピュータ上の .vmdkのファイルセット
に格納されている仮想ディスクを使用している場合を想定しています。

注意 : 下記のプロセスを開始する前は常に、仮想マシンのディレクトリに
保存されている全ファイルのバックアップコピーを作成しておくことをお勧
めいたします。 

このセクションでは Workstation 3 仮想マシンの移動に関する次の項目につ
いて説明します。

･ Workstation 3 仮想マシンの移動の準備
･ 新しいホストマシンの準備

Workstation 3 仮想マシンの移動の準備
1. VMware Workstation 3 を使用して仮想マシンを開きます。仮想マシン

に複数の仮想ディスクが設定されており、仮想ディスク間で使用する
ディスクモードが異なる場合、 仮想マシン設定エディタ（Virtual 
Machine Settings Editor）を使用して、仮想ディスクが全て同じモード
を使用するように必要な仮想ディスクの設定を変更します。 

2. 仮想ディスクが IDE ディスクと SCSI ディスクのどちらで設定されてい
るかを確認します。これは、仮想マシン設定エディタで確認できます。
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また、移動する仮想ディスクのサイズも確認します。新しいホストマ
シンを準備する際、この情報が必要になります（次項参照）。

3. ゲスト OS をシャットダウンします。仮想マシンがサスペンドされてい
る場合は、その仮想マシンを作成するのに使用した VMware 製品を使
用して一旦レジュームしてから、ゲスト OS をシャットダウンします。

注意 : サスペンドされている仮想マシンを別のホストに移動しないでく
ださい。

4. 取り消し可能 (Undoable) モードのディスクを使用している場合、ゲス
ト OS のシャットダウン時に、変更内容の反映または破棄を行います。
ディスクへの変更内容を反映も破棄もできない時は｢取り消し可能
(Undoable) モードの Workstation ディスクを移動する際の注意点 
(P.186)」をお読みください。 

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

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

新しいホストマシンの準備 
1. 新しいホストコンピュータに VMware Workstation 5 がインストールさ

れ、正常に動作していることを確認します。

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

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

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

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

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

注意 : 取り消し可能 (Undoable) ディスクモードを使用している場合、
移動前に変更内容の反映 / 破棄を行っていなければ、redo ログ
(.REDO) ファイルも新しいホストコンピュータに移動する必要がありま
す。

5. VMware Workstation 5 を再び起動し、作成したばかりの新しい仮想マ
シンを起動します。[VM] - [ 設定 ] または [VM] - [Settings] を選択します。

6. 仮想マシンが、元のホストから移動した仮想ディスクファイルを使用
するように設定されているか確認します。新しいディスクの設定（IDE 
または SCSI の指定と最初の .vmdkファイル名）は、元のホストマシン
で使用していたものと一致していなければなりません。

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

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

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

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

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

･ 仮想マシンの構成ファイルにパス名に関する情報がない場合は、取り
消し可能モードのディスクを Windows システムと Linux システム間で
移動したり、 現在のシステム上の異なるディレクトリに移動したりでき
る可能性があります。VMware Workstation 3.1 以降を使用して作成した
仮想マシンに関してはこのケースが当てはまりますが、3.0 以前の
Workstation や他の VMware 製品で作成した仮想マシンには絶対パス名
が記録されています。

次の手順で構成をチェックし、変更を反映 / 破棄することなく取り消し可能
ディスクを移動することができるかを確認します。

1. VMware Workstation 3 を起動します。

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

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

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

3. [ 仮想マシン設定エディタ (Virtual Machine Settings editor)] を表示しま
す。

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

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

SCSI ディスクのエントリにも同様のものが表示されているはずです。

ディスクファイルの情報が上記のように最初のディスクファイルへの
完全なパスを記載している場合、取り消し可能ディスクへの変更を反
映 / 破棄していない場合、次のルールが適用されます。 

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

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

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

･ 同じシステム内の別のディレクトリにディスクを移動することはで
きません。

ディスクファイル情報にパスが含まれない場合は、次のように表示さ
れます。 
Windows Me.vmdk

ディスクのエントリが上のように .vmdk拡張子を持つファイル名だけ
で表示された場合、ディスクと redo ログファイルを好きなところに移
動することができます。
www.vmware.com188



第 7 章  仮想マシンの移動と共有
仮想マシンを他のユーザーと共有
仮想マシンに他のユーザーからのアクセスを許可する場合、次の点に注意し
てください。

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

･ Linux ホストでは、仮想マシンのファイル、特に構成ファイル (.vmx) 
と仮想ディスク (.vmdk) に対する他のユーザーの権限を設定する必要
があります。ユーザーにどの程度仮想マシンの使用を許可するかに応
じて設定を行ってください。例えば、ユーザーに仮想マシンの実行は
許可するが構成を変更して欲しくない場合は、構成ファイルを書き込
み可能に設定しないでください。
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リンククローンの移動
Workstation がオリジナル仮想マシンの位置付けができない場合は、リンクク
ローンをパワーオンすることはできません。リンククローン ( またはオリジ
ナル仮想マシン）を移動する場合は、共有ディレクトリまたはネットワーク
ファイルサーバー等を使用して、クローンがオリジナル仮想マシンにアクセ
ス可能な状態にします。

移動したリンククローンをパワーオンする時は、親仮想マシンの場所へのシ
ステムパスのアップデートに備えます。
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ここでは、ニーズに合わせて仮想マシンのハードディスク記憶域を構成する
方法を説明をします。

･ 仮想マシンにハードディスク記憶域を構成 (P.193)
･ ディスクタイプ ( 仮想ディスクと物理ディスク ) (P.193)
･ ファイル場所 (P.195)
･ 仮想ディスクの最適化と圧縮 (P.198)

･ 仮想マシンへのドライブの追加 (P.202)
･ 仮想マシンに仮想ディスクを追加 (P.202)
･ RAW ディスクを仮想マシンに追加 (P.204)
･ DVD/CD ドライブを仮想マシンに追加 (P.207)
･ フロッピードライブを仮想マシンに追加 (P.209)

･ VMware 仮想ディスクマネージャの使用 (P.212)
･ VMware 仮想ディスクマネジャユーティリティを実行 (P.213)
･ VMware 仮想ディスクマネジャで仮想ディスクを圧縮 (P.216)
･ VMware 仮想ディスクマネジャの使用例 (P.217)

･ 仮想マシンで使用のデュアルブートコンピュータを構成 (P.220)
･ VMware Workstation でデュアル / マルチブートシステムを利用でき

るように構成 (P.223)
･ 仮想マシンにハードウェアプロファイルを設定 (P.229)
･ 既存のマルチブートインストレーションから Windows 2000/ XP/ 

Server 2003 仮想マシンを実行 (P.233)
･ RAW ディスクからブートする Windows 95 ゲスト OS に SVGA ビデオ

ドライバを構成 (P.234)
･ RAW ディスクから ブートする Windows 98 ゲスト OS に SVGA ビデ

オドライバを構成 (P.236)
･ RAW ディスクとして使用不可能な Windows 2000、Windows XP 及び

Windows Server 2003 のダイナミックディスク (P.238)
･ RAW ディスクとして使用不可能な Windows 2000、Windows XP 及び

Windows Server 2003 のダイナミックディスク (P.238)
･ 仮想マシンから RAW パーティションに OS をインストール (P.245)

･ Windows ホストの構成 (P.246)
･ Linux ホストの構成 (P.248)
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仮想マシンにハードディスク記憶域を
構成
物理コンピュータと同様に、VMware Workstation の仮想マシンは OS やプロ
グラム、データファイルを 1 つ以上のハードディスクに記憶します。ただ
し、物理コンピュータと違って、VMware Workstation では仮想マシンの
ハードディスクに行った変更を取り消すオプションがあります。

新規仮想マシンウィザード (New Virtual Machine Wizard) で作成される仮想
マシンには、ディスクドライブが１つ設定されます。仮想マシンにディスク
ドライブを追加したり、削除したり、あるいは特定の設定を変更するには、 
[VM] - [ 設定 (Settings)] を選択して仮想マシン設定エディタ (Virtual Machine 
Settings Editor) 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域を設定する際のオプションに
ついて解説します。

ディスクタイプ ( 仮想ディスクと物理ディスク )
一般的な構成では、VMware Workstation は、通常ホストコンピュータの
ハードディスクに格納されるファイルからから成る仮想ハードディスクを作
成します。 また特殊な状況では、ホストコンピュータ上の物理ハードドライ
ブに仮想マシンを直接アクセスさせる必要が生じることがあります。 この時
使用されるディスクタイプが RAW ディスクです。

･ 仮想ディスク (P.193)
･ Raw ディスク (P.195)

仮想ディスク
仮想ディスクは、ゲスト OS が実際のディスクドライブとして認識するファ
イルです。このようなファイルは、ホストマシンにもリモートコンピュータ 
にも保存しておくことができます。仮想マシンに仮想ディスクを構成する
と、物理ディスクの再パーティショニングやホストの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 または SCSI 仮想ディスクの最大容量は 950GB です。仮想ディスクのサ
イズとホスト OS によって、VMware Workstation は、各仮想ディスクを格納
するために１つあるいは複数のファイルを作成します。

仮想ディスクが使用する実際のファイルは、デフォルト設定では、最初は小
さなサイズで存在し、必要に応じて指定された最大サイズまで拡大します。 
このアプローチの最大の利点は、ファイルサイズを小さく抑えられることで
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す。 ファイルが小さければ、記憶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。

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

仮想ディスクは、ゲスト OS の種類に関わらず、IDE ディスクとして設定す
ることが可能です。ゲスト OS に VMware Workstation の仮想マシンで使用
される LSI Logic または 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。仮想マシンの作成時にどちらの SCSI アダプタを使用するかを設定し
てください。

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。

仮想ディスクの優れた特徴は、その移植性にあります。仮想ディスクはホス
トマシンやリモートコンピュータにファイルとして保存されるため、同じコ
ンピュータの新しいロケーションや別のコンピュータに簡単に移動すること
ができます。また、Windows ホストの VMware Workstation を使用して仮想
ディスクを作成し、それを Linux コンピュータに移動して Linux 向けの
VMware Workstation で使用したり、その逆を行うことも可能です。仮想
ディスクの移動に関する詳細は、「仮想マシンの移動と共有 (P.173)」を参照
してください。
www.vmware.com194

http://www.vmware.com/download


第 8 章  ディスクの使用
Rawディスク
RAW ディスクは、既存のローカルディスクやパーティションに直接アクセ
スします。RAW ディスクを使えば、VMware Workstation が既存のディスク
パーティションから 1 つあるいは複数のゲスト OS を実行できます。仮想
ディスクの上限は 950GB ですが、 RAW ディスクは、容量が 2.0TB までの IDE
デバイスにも、SCSI デバイスにもセットアップできます。ただし、現段階
では既存の SCSI ディスクまたはパーティションに既にインストールされて
いるゲスト OS からの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、ひとつ以上の既存の OS を仮想マシン内で実行
できるようにすることです。

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外し
て、そのハードドライブを異なるマザーボードやハードウェアが構成されて
いる別のコンピュータにインストールするようなものです。このため、切替
えは注意深く行わなければなりません。実際の手順は、仮想マシンで使用す
る OS の種類によって異なります。詳しくは、「仮想マシンで使用のデュア
ルブートコンピュータを構成 (P.220)」を参照してください。

RAW ディスクを使用して新しい仮想マシンを作成することも可能です。詳
しくは、「仮想マシンから RAW パーティションに OS をインストール 
(P.245)」を参照してください。ただし、ほとんどの場合は、仮想ディスクの
使用をお勧めいたします。

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

注意 : ホスト OS とゲスト OS 間のファイルの共有に RAW ディスクを使用
しないでください。ホストとゲストの両方が同じパーティションを認識でき
るようにすると、データの破損を引き起こす可能性があり危険です。ホスト
OS とゲスト OS 間でファイルを共有するのであれば、共有フォルダを使用
してください。詳しくは、「共有フォルダの使用 (P.161)」を参照ください。

ファイル場所

ディスクファイル
仮想マシン設定エディタ ([VM] - [ 設定 (Settings)]) を使えば、仮想マシンに使
用するディスクファイルを選択することができます。他のファイルに関して
は、「仮想マシンに関連するファイル (P.99)」を参照してください。

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する場合、新規仮想マシンウィザード (New 
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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
択することができます。

仮想ディスクに使うディスクファイルには、仮想マシンのハードディスクに
書き込まれた情報 (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つまたは複数の .vmdkファイルから構成されます。

Windows がホストの場合、デフォルトで各仮想ディスクは 1 個のファイル
に格納されますが、オプションとして、最大 2GB のファイルを複数組合わ
せて使用するように仮想ディスクを設定することも可能です。2GB 以上の
ファイルをサポートしないファイルシステムに仮想ディスクを移動する場合
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、新規仮想マシンウィザードで [ カスタ
ム ] セットアップを選択して作業を行なってください。仮想ディスクの容量
を指定する画面が表示されたら、 [ ディスクを 2GB に分割 ] を選択します。

既存の仮想マシンに仮想ディスクを追加する場合、[ ハードウェア追加ウィ
ザード ] の指示に従ってください。仮想ディスクの容量を指定する画面で
[ ディスクを 2GB に分割 ] を選択します。

ディスクを複数のファイルに分割する場合、ディスクのサイズが大きくなる
と .vmdkファイルの数も増えます。

各ディスクの最初の .vmdk ファイルは、その仮想ディスクを構成する他の
ファイルへのポインタを記録する小さなファイルです。残りの .vmdkファ
イルには仮想マシンで保存したデータが格納されますが、スペースの一部は
仮想マシンのオーバーヘッドに充てられます。

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

指定したスペースを最初から割り当てるオプションを選択しなかった場合、 
データが仮想ディスクに追加されると、 .vmdk ファイルのサイズは最大
2GB まで拡大します。ただし、最初のファイルのサイズは小さいまま変わ
りません。

仮想マシン設定エディタには、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
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ファイル）の名前が表示されます。そのディスクに使用する残りのファイル
の名前は、最初のファイル名に基づいて自動的に決定されます。

例えば、デフォルト構成を使用する Windows XP Professional の仮想マシン
で、仮想ディスクのファイルが必要に応じて拡大するオプションを選択した
場合、仮想ディスクは Windows XP Professional.vmdk、Windows XP 
Professional-s001.vmdk、Windows XP Professional-s002.vmdk 
といった名前のファイルに格納されます。

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

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

ロックファイル
実行中の仮想マシンは、仮想ディスクの内容に矛盾が生じないようにロック
ファイルを作成します。ロックファイルを使用しないと、複数の仮想マシン
がディスクの読み取りや書き込みを行うことができるため、データが失われ
る恐れがあります。 

ロックファイルは、常に .vmdkファイルと同じディレクトリに作成されます。 

VMware Workstation のロック方法は、Windows ホストと Linux ホストで異
なります。このため、両ホストにまたがるファイルの共有は完全に保護され
ません。Windows ホストと Linux ホストの両方のユーザーにファイルを提
供する共通のファイルリポジトリを使用する場合、同時に複数のユーザーが
同じ仮想マシンを使用しないように注意してください。

仮想マシンをオフにすると、作成されたロックファイルは削除されます。
ロックファイルを削除できない場合、陳腐化したロックファイルが .vmdk

ファイルの保護を続けます。例えば、ロックファイルを削除する前にホスト
マシンがクラッシュすると、陳腐化したロックファイルが残ります。

仮想マシンを再起動した時にまだ陳腐化したファイルが残っている場合、仮
想マシンはそのロックファイルを削除しようと試みます。まず、ロックファ
イルを使用中の仮想マシンがないかを確認するために、仮想マシンはロック
ファイルの次の点を確認します。

1. ロックファイルが仮想マシンを実行中の同じホストで作成されたか

2. ロックファイルを作成したプロセスが終了しているか
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この 2 つの条件が満たされている場合、仮想マシンは陳腐化したロック
ファイルを安全に削除することができます。どちらかの条件が満たされてい
ない場合は、仮想マシンをオンにすることができないことを告げる警告画面
が表示されます。ロックファイルを削除しても構わないことがはっきりと分
かっている場合は、手作業でロックファイルを削除してください。ロック
ファイルのファイル名には、Windows ホストでは .lck、Linux ホストでは 
.WRITELOCKの拡張子が付けられています。

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

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大するオプションを選択し
ている場合、本項の手順に従って仮想ディスクの最適化と圧縮を行うことが
可能です。仮想ディスクの作成時に指定したディスクスペースを全て割り当
てるオプションを選択した場合は、ディスクの最適化と圧縮は実行できませ
ん。

仮想ディスクの最適化
ディスクの最適化を行うと、仮想ディスクのファイル、プログラム、及び未
使用のスペースが再編成され、プログラムの動きは速くなり、ファイルも速
く開くようになります。最適化を行っても仮想ディスクの未使用のスペース
は回収されません。未使用のスペースを回収するには、ディスクの圧縮を
行ってください。

最高のディスクパフォーマンスを得るには、次の手順に従ってください。

1. 仮想マシン内のディスク最適化ユーティリティを実行します。 

2. 該当する仮想マシンをオフにしてから、 [VM] - [ 設定 ] または [VM] - 
[Settings] を選択して仮想マシン設定エディタを表示させます。最適化
を行う仮想ディスクを指定し、[ ディスクの最適化 ] または
[Defragment] をクリックします。

注意 : この機能が使用できるのは仮想ディスのみで、RAW ディスク
またはプレーンディスクでは使用できません。

3. ディスク最適化ユーティリティをホストコンピュータで実行します。

ディスクの最適化には、かなりの時間を要します。

注意 : ディスクを最適化するプロセスで、ホストのディスク上に空き作業
領域が必要となります。例えば、仮想ディスクが 1 つのファイルに格納さ
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れている場合、その仮想ディスクファイルのサイズに相当する空き領域が必
要となります。その他の仮想ディスク構成では、必要とされる空き領域は若
干少なくなります。 
仮想マシンがオンになっていれば、 VMware Tools コントロールパネルから
仮想ディスクを圧縮することができます。

仮想ディスクの圧縮 
圧縮ツールは、仮想ディスクの未使用領域を回収します。ディスクに空き領
域があれば、このプロセスによって仮想ディスクがホストドライブ上で使用
する領域を削減することが可能です。 

仮想ディスクの圧縮は、仮想ディスクを Workstation でサポートしている
フォーマットに切り替えるのに便利な方法です。新しいフォーマットで作成
された仮想ディスクは、VMware Workstation 3.0 以降のみで認識されます。 

制限と要件  圧縮を行うには、圧縮される仮想ディスクのサイズと同じ空き
領域がホストのディスクに必要となります。 

圧縮は仮想ディスクのみに適用します。物理ディスクや CDROM の圧縮は行
えません。

仮想マシンが以下の状態の時は、圧縮は行えません。

･ スナップショットが設定されている。
･ リンククローンの親仮想マシンである。
･ リンククローンである。
仮想ディスクが以下の状態の時は、仮想マシンでの圧縮は行えません。

･ 作成時に事前割当てをしている。
･ 独立通常モードで使用されていない。
･ 通常モードで使用されていないレガシーディスクである。
･ 独立ディスクとして起動されている。

注意 : 仮想マシンをパワーオンする前に、仮想ディスクのモードを変
更することができます。独立ディスクに関する詳細は、「ディスクをス
ナップショットから排除 (P.260)」を参照してください。 

圧縮の手順 — ディスクの圧縮は 2 段階の作業で行われます。第一段階はワ
イピングで、削除されたファイルを含むディスクパーティションの未使用部
分を VMware Tools が回収し、圧縮の準備をします。 これにより、可能な限
りの最大圧縮が行えます。 ワイピングはゲスト OS で行われます。 

第二段階は圧縮プロセスで、仮想マシンの外部で行われます。ワイピングに
よって回収されたディスクスペースに基づいて、 Workstation はディスクサ
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イズを縮小します。この作業は、ワイピング処理においてディスクの圧縮の
準備が終了した後に行われます。

仮想マシンがパワーオンした時に、VMware Tools のコントロールパネルか
らその仮想ディスクを圧縮します。スナップショットが設定されていると、
仮想ディスクの圧縮は行えません。スナップショットを削除するには、[VM] 
- [ スナップショット (Snapshot)] - [ スナップショットを削除 (Remove 
Snapshot)] を選択します。 

Linux または 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。root ユーザーとし
て VMware Tools を実行すると、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、root の権限を必
要とする仮想ディスクの部分をワイプすることはできません。

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] をダ
ブルクリックします。

Linux または FreeBSD ゲストでコントロールパネルを表示するには、
root (su) の権限で vmware-toolboxを実行します。

2. [ 仮想ディスク圧縮 ] または [Shrink] タブをクリックします。

3. 圧縮したい仮想ディスクを選択してから、[ 圧縮の準備 ] または
[Prepare to Shrink] をクリックします。

注意 : 一部のパーティションを非選択状態にしてワイピングを行わな
いように設定しても、ディスク全体は圧縮されます。しかし、これら
のパーティションは圧縮の準備ができていないので、圧縮による仮想
ディスクのサイズは、ディスク全体をワイピングした場合ほど縮小さ
れません。

4. VMware Tools が選択したディスクパーティションのワイピングを終了
すると、ディスクの圧縮を開始するようプロンプトが表示されます。

ディスクの圧縮にはかなりの時間を要します。

一部の構成では、仮想ディスクを圧縮することができません。そのような構
成の仮想マシンを使用している場合、[ 仮想ディスク圧縮 (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、以下のような場合
は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てした場合
これは標準仮想マシン構成とカスタム仮想マシン構成両方のデフォル
トオプションです。
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･ 仮想マシンにスナップショットが設定されている場合
スナップショットを削除するには、[VM] - [ スナップショット
(Snapshot)] - [ スナップショットマネージャ (Snapshot Manager)] - [ 削
除 (Delete)] を選択します。

･ 仮想マシンに物理 (RAW) ディスクを使用している場合 
･ 仮想ディスクが、通常モードの独立ディスクでない場合

詳細は「独立ディスク」を参照してください。
･ 仮想ディスクが CD-ROM に保存されている場合 
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仮想マシンへのドライブの追加
VMware Workstation の仮想マシンには、最大 4 つの IDE デバイスと最大 7
つの SCSI デバイスを設定できます。これは、仮想ハードディスクでも、
DVD や CD-ROM ドライブでも構いません。VMware Workstation の仮想マシ
ンは、DVD-ROM ディスクからデータを読み取ることはできますが、 仮想マ
シンで DVD の映画を再生することはできません。

他の SCSI デバイスの多くも、ホスト OS の Generic SCSI ドライバを使用し
て仮想マシンに接続することが可能です。このようなデバイスの接続に関す
る詳細は、「Generic SCSI デバイスに接続 (P.430)」を参照ください。

仮想マシンに仮想ディスクを追加
仮想ディスクはホストコンピュータまたはネットワークファイルサーバに
ファイルとして保存されます。ファイルを格納する物理ディスクは IDE でも
SCSI でも構いません。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、[VM] - [ 設定 (Settings)]
を選択して、仮想マシン設定エディタ (Virtual Machine Setting Editor) を使用
します。 作業を開始する前に、仮想マシンがオフになっていることを確認し
てください。 オフになっていない場合は、ゲスト OS を通常の手順でシャッ
トダウンし、 VMware Workstation ツールバーの [ パワーオフ (Power Off)] ボ
タンをクリックします。

注意 : SCSI 仮想ディスクを使用する Windows NT 4.0 ゲストでは、新しい
SCSI ディスクと IDE ディスクを同じ構成に追加することはできません。 
1. 仮想マシン設定エディタ ([VM] - [ 設定 ] または [VM] - [Settings]) の [ 追

加 ] または [Add] をクリックします。[ ハードウェア追加 ] または [Add 
Hardware] ウィザードを使用して仮想ディスクを作成します。
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2. [ ハードディスク ] または [Hard Disk] を選択し、[ 次へ ] または [Next]
をクリックします。

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

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

5. 新しい仮想ディスクのサイズを設定します。

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

仮想ディスクの作成時に全スペースを割当てるとパフォーマンスが幾
分向上しますが、仮想ディスクに指定したサイズと同じディスクス
ペースが必要となります。

このオプションを選択しない場合、仮想ディスクは最初は小さなファ
イルとして存在し、必要に応じて拡大していきますが、ここで指定す
るサイズ以上には拡大できません。

仮想ディスクは 0.1GB ～ 950GB の範囲内でサイズを指定できます。デ
フォルトのサイズは 4GB です。

仮想ディスクを 1 つの大きなファイルに格納するか、複数の 2GB の
ファイルに分割するかを指定することも可能です。FAT32 ファイルシ
ステムに格納されている場合は、ディスクを分割することをお勧めし
ます。

6. 仮想ディスクファイルのファイル名と格納場所はデフォルトを使用す
るか、デフォルトを変更して別の名前やロケーションを使用します。
別のフォルダを検索するには [ 参照 ] または [Browse] をクリックしま
す。

仮想ディスクのデバイスノードを指定したい場合は、[ 詳細 ] または
[Advanced] をクリックします。

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.256)」を参照してください。

普通 (Normal) ディスクはスナップショットの一部として保存されます。
[ 独立 ([Independent)] を非選択状態にし、ほとんどの場合は、この設
定を使用します。
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独立 (Independent) ディスクはスナップショットの一部として保存され
ません。[ 独立 (Independent)] を選択した場合、次のオプションが用意
されています。

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

･ 読み取り専用 (Nonpersistent)　ディスクへの変更は、仮想マシンを
パワーオフするか、スナップショットまで戻した時に破棄されます。

ファイル名と格納場所を指定し、詳細設定画面で必要な選択を行い、
[ 完了 ] または [Finish] をクリックします。

7. ウィザードが新しい仮想ディスクを作成します。ゲスト OS はこれを新
しい未使用のハードディスクとして認識しますので、ゲスト OS のツー
ルを利用して新しいドライブのパーティション作成とフォーマットを
実行します。

RAW ディスクを仮想マシンに追加
新しい RAW ディスクを仮想マシンに追加するには、 [VM] - [ 設定 (Settings)]
を選択して仮想マシン設定エディタを使用します。 作業を開始する前に、仮
想マシンがオフになっているか確認してください。 オフになっていない場合
は、ゲスト OS を通常の手順でシャットダウンし、 VMware Workstation ツー
ルバーの [ パワーオフ (Power Off)] ボタンをクリックします。

注意 : RAW ディスクは高度な機能です。Workstation に精通しているユー
ザー以外にはお勧めしません。 

1. 仮想マシン設定エディタ ([VM] - [ 設定 ] または [VM] - [Settings]) の [ 追
加 ] または [Add] をクリックします。[ ハードウェア追加 ] または [Add 
Hardware] ウィザードを使用して仮想ディスクを作成します。

2. [ ハードディスク ] または [Hard Disk] をクリックしてから、[ 次へ ] また
は [Next] をクリックします。
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3. [ 物理ディスクを使用 ] または [Use a physical disk] を選択し、[ 次へ ] ま
たは [Next] をクリックします。

警告が表示されます。[OK] をクリックします

4. 物理ディスクの必要な選択を行ったら [ 次へ ] または [Next] をクリック
します。

･ ドロップダウンリストから使用する物理ハードディスクを選択しま
す。 VMware Workstation は最大 2.0TB までの RAW ディスクをサポー
トします。 

･ 全ディスクを使用するのか、あるいはディスクの個々のパーティ
ションを使用するのかを指定します。 全ディスクを使用を選択した場
合は、 ステップ 6 に進みます。

5. [ 全ディスクを使用 ] または [Use entire disk] を選択した場合、この選択
画面は表示されません。ステップ 4 で [ 個々のパーティションを使用 ]
または [Use individual partitions] を選択した場合、仮想マシンで使用す
るパーティションを指定します。
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ここで指定したパーティションのみが仮想マシンに表示され、他の
パーティションは非表示となります。

[ 次へ ] または [Next] をクリックします。

6. RAW ディスクのアクセス情報を記録するファイルの名前と格納場所は
デフォルトを使用するか、デフォルトを変更して別の名前や格納場所
を使用します。別のディレクトリを検索するには [ 参照 ] または
[Browse] をクリックします。

このディスクの接続先となる仮想マシン SCSI/IDE デバイスノードを指
定したい場合は、[ 詳細 ] または [Advanced] をクリックします。

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.256)」を参照してください。

普通 (Normal) ディスクはスナップショットの一部として保存されます。
[ 独立 (Independent)] を非選択状態にし、ほとんどの場合は、この設定
を使用します。
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独立 (Independent) ディスクはスナップショットの一部として保存され
ません。[ 独立 (Independent)] を選択した場合、次のオプションが用意
されています。

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

･ 読み取り専用 (Nonpersistent)　ディスクへの変更は、仮想マシンを
パワーオフするか、スナップショットまで戻した時に破棄されます。

ファイル名と格納場所を指定し、詳細設定画面で必要な選択を行った
ら、[ 完了 ] または [Finish] をクリックします。

7. ウィザードが新しい RAW ディスクを構成します。RAW ディスクで使
用するパーティションがゲスト OS 用にフォーマットされていない場合
は、ゲスト OS のツールを利用してフォーマットを行います。

注意 : 1 つ以上のパーティションを使用して RAW ディスクを作成した後は、
決してゲスト OS で fdiskあるいは同様のユーティリティを実行してパー
ティションテーブルを修正しないでください。
注意 : fdiskあるいは同様のユーティリティをホスト上で実行して物理
ディスクのパーティションテーブルを修正した場合、仮想マシンの RAW
ディスクを新しく作成し直す必要があります。

DVD/CD ドライブを仮想マシンに追加
仮想マシンには DVD/CD ドライブを追加することができます。 仮想マシンの
ドライブはホストマシンの物理ドライブにも ISO イメージファイルにも接続
可能です。

仮想 DVD/CD ドライブは、接続する物理ドライブの種類に関わりなく、IDE
としても SCSI としても設定できます。つまり、ホストコンピュータに IDE 
CD ドライブが設定されていて、それに仮想マシンのドライブを接続する場
合でも、仮想マシンのドライブを SCSI と IDE のいずれにも設定できます。
ホストの物理ドライブが SCSI ドライブの場合も同じことが言えます。

DVD/CD ドライブの追加
1. 仮想マシン設定エディタ（[VM] - [ 設定 ] または [VM] - [Settings]）を開

いて [ 追加 ] または [Add] をクリックします。
[ ハードウェア追加 ] または [Add Hardware] ウィザードを使用して仮想
ディスクを作成していきます。

2. [DVD/CD-ROM ドライブ ] または [DVD/CD-ROM Drive] をクリックして、
[ 次へ ] または [Next] をクリックします。
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3. 仮想マシンのドライブをホストの物理ドライバに接続する場合は
[ 物理ドライブを使用 ] または [Use physical drive] を、仮想マシンのド
ライバを ISO イメージファイルに接続する場合は [ISO イメージを使用 ]
または [Use ISO Image] を選択します。

4. 次のいずれかを行います。

･ [ 物理ドライブを使用 ] または [Use physical drive] を選択した場合は、
ドロップダウンリストから使用するドライバを指定するか [ 自動検出 ]
または [Auto Detect] を選択します。
CD ドライブが接続した状態で仮想マシンを起動したくない場合は、
[ 起動時に接続 ] または [Connect at power on] の選択を解除します。

仮想マシン内でドライブが使用するデバイスノードを指定する場合
は、[ 詳細 ] または [Advanced] をクリックします。

詳細設定画面では、[ レガシーエミュレーション ] または [Legacy 
emulation] のオプションも選択できます。このオプションは、普通
のモードで問題が発生した場合にのみ必要です。レガシーエミュ
レーションモードは普通のモードが提供する機能をすべてサポート
する訳ではありません。レガシーエミュレーションモードでは、例
えば CD への保存やマルチセッション CD の読み取り、CD からのデ
ジタル抽出（DAE）、DVD の読み取り / 書き込みといったことができ
ません。詳しくは、「DVD/CD ドライブのレガシーエミュレーション 
(P.209)」を参照してください。

必要な変更を行ったら、[ 完了 ] または [Finish] をクリックします。

･ [ISO イメージを使用 ] または [Use ISO Image] を選択した場合は、イ
メージファイルのパスとファイル名を入力するか、[ 参照 ] または
[Browse] をクリックしてファイルを検索します。
CD ドライブが接続した状態で仮想マシンを起動したくない場合は、
[ 起動時に接続 ] または [Connect at power on] の選択を解除します。

仮想マシン内でドライブが使用するデバイスノードを指定する場合
は、[ 詳細 ] または [Advanced] をクリックします。

必要な変更を行ったら、[ 完了 ] または [Finish] をクリックします。

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。
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DVD/CD ドライブのレガシーエミュレーション
[VM] - [ 設定 (Settings] で仮想マシン設定エディタ使用し、仮想マシンに接続
された DVD/CD ドライブのレガシーエミュレーションを行うオプションを
選択できます。

Windows ホストでは、デフォルトでこのオプションは選択されていません。

IDE ドライブを使用する Linux ホストでは、カーネルに ide-scsi モジュール
が読み込まれているかどうかによって、このオプションのデフォルト設定は
異なります。 ide-scsi モジュールが読み込まれているか、あるいは物理 SCSI
ドライブを使用していなければ、RAW モードで DVD/CD ドライブに接続す
ることはできません。 

DVD/CD ドライブを使用する際に問題が発生した場合は、[ レガシーエミュ
レーション ([Legacy emulation)] を選択してみてください。

ただし、レガシーエミュレーションモードでは、DVD/CD ドライブのデータ
ディスクからの読み込みは可能ですが、一部の機能は利用できません。

[ レガシーエミュレーション ([Legacy emulation)] が選択されていない場合、
ゲスト OS はドライブと直接通信を行います。直接通信を行うことで、レガ
シーエミュレーションモードでは不可能な機能、例えば CD/DVD -Writer を
使用したディスクの焼き込み、マルチセッション CD の読み取り、デジタル
抽出 (DAE) やビデオの再生といった機能を利用することができます。

ゲスト OS が直接ドライブと通信している場合、DVD/CD ドライブが正常に
動作しないことがあります。 また、ドライブやそのドライバによっては、
RAW モードでは正常に動作しないものがあります。[ レガシーエミュレー
ション (Legacy emulation)] を選択すれば、このような問題を回避すること
ができます。

一度に 2 つ以上の仮想マシンが実行しており、それらの CD ドライブがレガ
シーエミュレーションモードの場合、CD ドライブが切断された状態で仮想
マシンを起動することをお勧めします。これにより、複数の仮想マシンが同
時に CD ドライブに接続されるのを防ぐことができます。

フロッピードライブを仮想マシンに追加
フロッピードライブは、2 つまで仮想マシンに追加することができます。仮
想フロッピードライブはホストコンピュータの物理フロッピードライブに
も、既存のフロッピーイメージファイルにも、あるいは新しいフロッピーイ
メージファイルにも接続可能です。
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フロッピードライブの追加
1. 仮想マシン設定エディタ ([VM] - [ 設定 ] または [VM] - [Settings]) の [ 追

加 ] または [Add] をクリックすると、[ ハードウェア追加 ] または [Add 
Hardware] ウィザードが起動します。

2. [ フロッピードライブ ] または [Floppy Drive] をクリックして、[ 次へ ] ま
たは [Next] をクリックします。

3. 接続先を指定します。ホストコンピュータの物理フロッピードライブ、
既存のフロッピーイメージファイル、または新しいフロッピーイメー
ジファイルから選択します。[ 次へ ] または [Next] をクリックします。

4. [ 物理 FD を使用 ] または [Use a physical floppy drive] を選択した場合
は、ドロップダウンリストからドライブ名（Windows ホスト )、また
はデバイス名（Linux ホスト ) を選択して [ 完了 ] または [FInish] をク
リックします。

[ フロッピーイメージを使用 ] または [Use a floppy image] を選択した場
合は、使用するフロッピーイメージファイルのパスとファイル名を入
力するか、[ 参照 ] または [Browse] をクリックしてファイルを検索しま
す。次に [ 完了 ] または [Finish] をクリックします。

[ 空のフロッピーイメージの作成 ] または [Create a blank floppy image]
を選択した場合は、デフォルトのパスとファイル名を使用するか、新
しいパスとファイル名を入力します。 [ 参照 ] または [Browse] をクリッ
クすれば、ファイル場所を検索できます。新規作成されるフロッピー
イメージファイルのパスとファイル名を指定したら、[ 完了 ] または
[Finish] をクリックします。

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
ひとつだけです。 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内をクリックし、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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CD-ROM またはフロッピードライブをイメージファイルに接続
仮想マシン設定エディタを使用して、既存の仮想 CD-ROM やフロッピード
ライブをイメージファイルに接続することが可能です。

仮想 CD-ROM ドライブは ISO イメージファイルに接続することができます。

ISO イメージファイルに接続
1. 仮想マシン設定エディタ ([VM] - [ 設定 ] または [VM] - [Settings]) からイ

メージファイルに接続したい DVD/CD-ROM ドライブを選択します。

2. [ISO イメージを使用 ] または [Use ISO Image] を選択します。イメージ
ファイルのパスとファイル名を入力するか、[ 参照 ] または [Browse] を
クリックしてファイルを検索します。

3. [OK] をクリックして構成を保存し、仮想マシン設定エディタを終了し
ます。

フロッピーイメージファイルに接続
1. 仮想マシン設定エディタ ([VM] - [ 設定 ] または [VM] - [Settings]) で イ

メージファイルに接続するフロッピードライブを選択します。

2. 使用するフロッピーイメージのパスとファイル名を入力するか、
[ 参照 ] または [Browse] をクリックしてファイルを検索します。

イメージファイルを新規作成する場合、[ 作成 ] または [Create] をク
リックします。デフォルトのファイル名とフォルダをそのまま使用す
るか、新しく入力します。

3. [ 完了 ] または [Finish] をクリックします。
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VMware 仮想ディスクマネージャの
使用
VMware 仮想ディスクマネジャ (Virtual Disk Manager) は VMware Workstation
のユーティリティで、これにより、スクリプト内またはコマンドラインの仮
想ディスクファイルを作成、管理、変更できます。 

主な機能のひとつとして、仮想ディスクを拡張して、最大容量を作成時より
大きくすることが可能です。特定の仮想マシン内に、より大きいディスクス
ペースが必要であるが、他の仮想ディスクを追加したくない場合や、ゴース
トソフトウェアを使用して仮想ディスク上のデータをさらに大きい仮想ディ
スクに転送したくない場合、 仮想ディスクの最大容量を変えることができま
す。これは物理ハードドライブでは行えません。

ディスクのタイプを変更できる機能もあります。仮想マシンを作成する時
に、ディスクスペースをどのように割り当てるかを指定します。次の中から
１つ選択してください。

･ 全ての仮想ディスクスペースを前もって割り当てる。これは、 仮想ディ
スクマネジャの「事前に割り当てられたディスクタイプ (Preallocated 
disk type)」に相当します。

･ 仮想ディスクスペースを初め小さく割り当て、必要に応じて徐々に大
きくする。これは、仮想ディスクマネジャの「拡張可能ディスクタイ
プ (Growable disk type)」に相当します。

仮想ディスクマネジャを使用して、仮想ディスクの タイプ ( 事前割当、また
は拡張可能 ) や格納方法 ( １つのファイルに格納、または 2GB のファイルに
分割 ) を変更することができます。例えば、初めに全てのディスクスペース
を仮想ディスクに割り当てた後に、ハードディスクスペースをホストで必要
になった場合、事前割り当て仮想ディスクを拡張可能ディスクに変更し、元
の仮想ディスクファイルを削除することができます。新しい仮想ディスクの
サイズは、元の仮想ディスクの全データを入れるのに十分です。データが増
えるにつれ、 仮想ディスクは必要に応じて大きくなります。

スクリプトを使用して仮想ディスクの管理を自動化するこれらの機能と性能
は、VMware Workstation のバージョン 5.0 に新しく追加されました。

仮想ディスクマネジャは以下のような目的に使用できます。 

･ スクリプトを使用して仮想ディスクの管理を自動化する。
･ テンプレートとしての使用等、特定の仮想マシンに関連付けられない

仮想ディスクを作成する。
www.vmware.com212



第 8 章  ディスクの使用
･ 仮想ディスクのタイプを事前割当から拡張可能へ、または拡張可能か
ら事前割当に切り替え る。拡張可能にディスクタイプを変更した場合
は、仮想ディスクのスペースの一部を回収します。仮想ディスクを圧
縮して、より大きいスペースを再利用することができます。

･ 仮想ディスクのサイズを、ディスク作成時に指定したものより大きく
なるように拡張する。

･ 仮想ディスクをデフラグ ( 最適化 ) する。
･ 仮想マシンがオフの状態で仮想ディスクを準備、圧縮する。(Windows

ホストのみ )
仮想ディスクが VirtualCenter によって管理されている GSX Server ホスト上
に作成されていれば、仮想ディスクマネジャ は VMware GSX Server、
VMware Workstation、VMware VirtualCenter で作成された仮想ディスクで使
用可能です。

物理ディスク (RAW) の作成に仮想ディスクマネジャは使用できません。ま
た、物理ディスクは仮想ディスクマネジャ または Workstation で圧縮するこ
とはできません。

仮想ディスクマネジャについての詳細は、次のセクションを参照してくださ
い。

･ VMware 仮想ディスクマネジャユーティリティを実行 (P.213)
･ VMware 仮想ディスクマネジャで仮想ディスクを圧縮 (P.216)
･ VMware 仮想ディスクマネジャの使用例 (P.217)

VMware 仮想ディスクマネジャユーティリティを実行
VMware 仮想ディスクマネジャユーティリティを実行するには、ホスト OS
のターミナルまたはコマンドプロンプトを開 きます。Windows ホストで
は、Workstation ソフトウェアをインストールしたディレクトリに変更しま
す。デフォルトで、このディレクトリは次の通りです。
C:￥Program Files￥VMware￥VMware Workstation

コマンドシンタックスは次の通りです。
vmware-vdiskmanager [options]
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使用できる、または使用する必要のあるオプションは次の通りです。

オプション / パラ
メータ

詳細

<diskname> 仮想ディスクファイル名。仮想ディスクファイルには .vmdk 拡
張子が必要です。

ディスクファイルを格納したいフォルダにパスを指定できます。
使用のホスト OS にネットワークシェアをマップした場合、ファ
イル名と正確なパスの情報で、仮想ディスクをそのシェアに作成
することができます。

-c 仮想ディスクを作成。-a、-s または -t オプションを使用し、仮
想ディスク名を指定します。(<diskname>)

-r 

<sourcediskname>

指定の仮想ディスクを変更し、新しい仮想ディスクを作成。 仮想
ディスクを変換したディスクタイプを指定するために -t オプ
ションを使用し、ターゲット仮想ディスク名を指定します。 
(<targetdiskname>). 

変換が完了し、新しい仮想ディスクが正確に作動することを確認
した後、元の仮想ディスクファイルを削除します。

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用して、仮想マシンから既存の仮想ディスク
を削除し、新しく作成したディスクを仮想マシンに追加します。
仮想マシンへの仮想ディスクの追加についての詳細は、「仮想マ
シンへのドライブの追加 (p.202)」を参照してください。

-x <n>[GB|MB] 

<diskname>

指定の容量に仮想ディスクを拡張。新しく拡張する仮想ディスク
のサイズを GB もしくは MB で指定します。 物理 (RAW) ディスク
のサイズは変更できません。

注意）仮想ディスクマネジャユーティリティを実行する前に仮想
ディスクファイルをバックアップしてください。

-d <diskname> 指定の仮想ディスクをデフラグ ( 最適化 )。最適化は拡張可能仮想
ディスクのみ可能で、事前割当仮想ディスクでは行えません。

-p <mountpoint> 仮想ディスクの圧縮を準備。仮想ディスクがボリュームにパー
ティションされている場合は、別々に準備を行います。ボリュー
ム ( 例えば C: または D:) は、VMware DiskMount を使用して 
<mountpoint> にマウントします。準備ができたら VMware 
DiskMount でボリュームをアンマウントします。この作業を仮想
ディスクの全てのボリュームに行い、圧縮の準備をします。 

VMware DiskMount で 1 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。圧縮のための仮想ディスクのボリュームの
準備が行えるのは、Window ホスト上のみです。
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-k <diskname> 指定の仮想ディスクを圧縮。圧縮できるのは拡張可能仮想ディス
クのみで、仮想ディスクの圧縮は Windows ホスト上のみで可能
です。

仮想マシンにスナップショットが設定してある場合は、仮想ディ
スクの圧縮は行えません。仮想ディスクを現在の状態に保つに
は、スナップショットをすべて削除します。スナップショット設
定後の変更を破棄するには、スナップショットに戻ります。

-a 

[ide|buslogic|

lsilogic]

ディスクアダプタタイプを指定。新しい仮想ディスクの作成時に
アダプタのタイプを指定します。 以下の中から１つのタイプを選
択します。
• ide ー IDE アダプタ
• buslogic ー BusLogic SCSI アダプタ
• lsilogic ー LSI Logic SCSI アダプタ

-s <n>[GB|MB] 仮想ディスクのサイズを指定。サイズ <n>を GB または MB のど
ちらで表示するかを指定します。仮想ディスク作成時にサイズを
指定します。 

仮想ディスク拡張時にサイズを指定しますが、-s オプションは
使用しません。

-t [0|1|2|3] 新しく仮想ディスクを作成、または既存のディスクを再構成時に
仮想ディスクタイプを指定。以下の中から 1 つを指定します。

0 — 1 つの仮想ディスクファイルに拡張可能仮想ディスクを作成

1 — 2GB に分割されたファイルに拡張可能仮想ディスクを作成

2 — 1 つの仮想ディスクファイルに事前割当仮想ディスクを作成

3 — 2GB に分割されたファイルに事前割当仮想ディスクを作成

-q 仮想ディスクマネジャ ロギングを無効。

ロギングを有効にしていると、仮想ディスクマネジャで生成され
たメッセージがログファイルに保存されます。ログファイルの名
前と場所は、仮想ディスクマネジャコマンドが実行された後、コ
マンドプロンプトもしくはターミナルウィンドウに表示されま
す。

オプション / パラ
メータ

詳細
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VMware 仮想ディスクマネジャで仮想ディスクを圧縮
仮想ディスクが Windows ホストにある場合は、仮想ディスクマネジャを使
用して、仮想ディスクの準備、圧縮が行えます。仮想ディスクが Linux ホス
トにある場合は、仮想ディスクの準備、圧縮に仮想ディスクマネジャは使用
できません。物理ディスクの圧縮にも仮想ディスクマネジャ は使用できま
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減少しま
せん。圧縮についての詳細は、「 仮想ディスクの最適化と圧縮 (P.198)」を参
照してください。

注意 : 仮想マシンにスナップショットが設定してある場合は、仮想ディス
クの圧縮は行えません。仮想ディスクを現在の状態に保つには、スナップ
ショットを全て破棄してください。スナップショット設定後の変更を破棄す
るには、スナップショットに戻ります。

仮想ディスクを圧縮する前に、ディスクの各ボリューム ( ドライブ C: または
D: 等 ) に圧縮の準備をしてください。ボリュームの圧縮準備は、まずボ
リュームをマウントをします。マウントには VMware DiskMount ユーティリ
ティを使用します。このユーティリティは、弊社の Web サイト 

（www.vmware.com/download/diskmount.html) でダウンロードできます。 

VMware DiskMount ユーザーマニュアルは弊社の Web サイト 
（www.vmware.com/pdf/VMwareDiskMount.pdf) をご覧ください。
DiskMount を使用しての仮想ディスクボリュームのマウント / アンマウント
の方法を説明しています。

VMware DiskMount は、仮想ディスクの個々のボリュームをマウントします。 

仮想ディスク圧縮を正確に行うには、全てのボリュームをマウントし、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のマウントを行ったら、仮想ディスクマネジャを
使用してボリュームの圧縮準備を行います。ボリュームを準備したら、それ
をアンマウントします。この作業を仮想ディスクの全てのボリュームで行い
ます。 仮想ディスクの全てのボリュームの準備が終了したら、仮想ディスク
を圧縮できます。使用例は、 「圧縮のための仮想ディスクの準備 (P.218)」と

「仮想ディスクの圧縮 (P.219)」を参照してください。
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VMware 仮想ディスクマネジャの使用例
下記の例は仮想ディスクマネジャの使用方法を説明しています。仮想ディス
クマネジャはコマンドプロンプトから実行します。 

仮想ディスクの作成
新しい仮想ディスクを作成するには、次のようなコマンドラインを使用しま
す。

vmware-vdiskmanager -c -t 0 -s 40GB -a ide myDisk.vmdk 

これによって、myDisk.vmdkという名前の 40GB IDE 仮想ディスクが作成さ
れます。仮想ディスクは 1 つの .vmdk ファイルに格納されます。ディスク
スペースは事前割り当てされていません。 

仮想ディスクの変更
仮想ディスクのタイプをを事前割当から拡張可能に変更するには、次のよう
なコマンドを使用します。

vmware-vdiskmanager -r sourceDisk.vmdk -t 0 
targetDisk.vmdk 

これにより、ディスクは元の事前割当タイプから、ひとつの仮想ディスク
ファイルから成る拡張可能仮想ディスクに変更されます。仮想ディスクス
ペースはこの時点で事前割当ではなくなります。仮想ディスクマネジャは仮
想ディスク内の一部のディスクスペースを回収し、そのサイズはディスクに
保存されているデータの大きさに相当します。

既存の仮想ディスクサイズを拡張
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

これにより、仮想ディスクの最大容量が 40GB に増量します。

仮想ディスクの名前を変更
仮想ディスクの名前を変更するには、まず仮想マシンからそのディスクを削
除します。 [VM] - [ 設定 (Settings)] を選択してから、名前を変更する仮想ディ
スクを選択し、[ 削除 (Remove)] をクリックします。 

そして、次のラインを使用します。
vmware-vdiskmanager -n myDisk.vmdk myNewDisk.vmdk 

ディスクの名前を変更して異なるディレクトリに格納するには、次のライン
を使用します。
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vmware-vdiskmanager -n myDisk.vmdk 

..\<new>\<path>\myNewDisk.vmdk 

注意 : これらの例で使用したパスは、Window ホストを想定しています。

名前の変更を行わずに、異なるディレクトリの場所にディスクを格納するに
は、次のラインを使用します。 

vmware-vdiskmanager -n myDisk.vmdk 

..\<new>\<path>\myDisk.vmdk 

仮想ディスクの名前と格納場所の変更を行ったら、そのディスクを使用する
仮想マシンに追加し直します。 [VM] - [ 設定 (Settings)] を選択してから、[ 追
加 (Add)] をクリックします。その後はウィザードに従って作業を行い、仮
想ディスクを追加します。

仮想ディスクのデフラグ ( 最適化 )
仮想ディスクをデフラグするには、次のようなコマンドを使用します。

vmware-vdiskmanager -d myDisk.vmdk

注意 : 仮想ディスク作成時に全てのディスクスペースを割り当てた場合は、
仮想ディスクの最適化は行えません。 また、物理ディスクでは最適化は行え
ません。

圧縮のための仮想ディスクの準備
仮想ディスクを圧縮する前に、ディスク (C: または D: 等 ) の各ボリュームに
圧縮の準備をします。ボリュームの準備をするには、Windows ホスト上に
ボリュームが格納されていなければなりません。 まず初めに、ボリュームを
マウントします。ボリュームをマウントするには、VMware DiskMount ユー
ティリティを使用します。ユーティリティは弊社の Web サイトから無料で
ダウンロードできます。VMware DiskMount のダウンロードと使用に関して
の詳細は、「VMware 仮想ディスクマネジャで仮想ディスクを圧縮 (P.216)」
を参照してください。

VMware DiskMount は、仮想ディスクの個々のボリュームをマウントします。 

仮想ディスク圧縮を正確に行うには、全てのボリュームをマウントし圧縮し
てください。

仮想ディスクのボリュームをマウント後、仮想ディスクマネジャを使用し、
ディスク圧縮の準備をします。 M: ドライブとしてマウントされているボ
リュームを圧縮準備するには、次のコマンドを使用します。

vmware-vdiskmanager -p M:
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準備が整ったら、ボリュームをアンマウントします。この作業を仮想ディス
クの各ボリュームに行います。全てのボリュームに圧縮の準備を行ったら、
仮想ディスクの圧縮が可能です。

仮想ディスクの圧縮
仮想ディスクを圧縮するには、ディスクが Windows ホスト上に格納されて
いなければなりません。仮想ディスクを圧縮する前に、必ず仮想ディスクの
全てのボリュームに圧縮準備を行い、次のようなコマンドを使用します。

vmware-vdiskmanager -k myDisk.vmdk

仮想ディスク作成時に全てのディスクスペースを割り当てた場合は、仮想
ディスクの圧縮は行えません。 また、物理 (RAW) ディスクでは最適化は行え
ません。

仮想ディスクにスナップショットが設定されている場合は、仮想ディスクを
圧縮することはできません。仮想ディスクを圧縮する前に、スナップショッ
トをすべて削除してください。
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仮想マシンで使用のデュアルブート
コンピュータを構成
ユーザーの多くは、VMware Workstation をデュアルブートまたはマルチ
ブートコンピュータにインストールし、ホストに既にインストールされてい
る OS を仮想マシンで実行しています。 この場合、仮想マシンに OS を再イ
ンストールする必要はありません。

既存インストールを利用できるように、VMware Workstation では、RAW
ディスクと呼ばれる物理 IDE ディスクやパーティションを仮想マシン内で 
使用できるようになっています。 

注意 : VMware Workstation は、IDE ドライブ上の RAW ディスクパーティ
ションからのブートのみをサポートしています。 ゲスト OS の RAW SCSI ド
ライブからのブートはサポートされていません。Linux ホストでのこの問題
に関する解説は、「デュアルまたはマルチブート SCSI システムを Linux ホス
ト上の VMware Workstation で実行するように構成 (P.238)」を参照してくだ
さい。
仮想マシンに RAW ディスク構成を設定する作業は、仮想ディスクを使用す
る場合よりも複雑です。このため、物理ディスクやパーティションから直接
実行する特別な理由がない限り、仮想ディスクの使用をお勧めします。

注意 : RAW ディスクは高度な機能です。このため、Workstation に精通して
いるユーザー以外が構成に使用することはお勧めしません。

このセクションでは、以下の項目について説明します。

･ 仮想マシンとホストコンピュータ上で同じ OS を使用 (P.221)
･ 作業を始める前に (P.221)
･ VMware Workstation でデュアル / マルチブートシステムを利用できる

ように構成 (P.223)
･ 仮想マシンにハードウェアプロファイルを設定 (P.229)
･ 既存のマルチブートインストレーションからWindows 2000/ XP/ Server 

2003 仮想マシンを実行 (P.233)
･ RAW ディスクからブートする Windows 95 ゲスト OS に SVGA ビデオド

ライバを構成 (P.234)
･ RAW ディスクから ブートする Windows 98 ゲスト OS に SVGA ビデオ

ドライバを構成 (P.236)
･ RAW ディスクとして使用不可能な Windows 2000、Windows XP 及び

Windows Server 2003 のダイナミックディスク (P.238)
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･ デュアルまたはマルチブート SCSI システムを Linux ホスト上の
VMware Workstation で実行するように構成 (P.238)

･ SCSI RAW ディスクの使用に関する既知の問題と解説 (P.242)

仮想マシンとホストコンピュータ上で同じ OS を使用
1 つの OS を仮想マシン内で実行したり、ホストコンピュータをブートして
直接実行したりする場合は、特別な注意が必要です。

OS が仮想マシンで稼働中に認識する仮想ハードウェアとホストコンピュー
タ上で直接稼働している時に認識する物理ハードウェアとは異なります。こ
のため問題が生じます。これは、物理コンピュータからブートドライブを取
外し、そこにインストールされている OS を異なるマザーボードやビデオ
カードなどの周辺機器を持つ別のコンピュータで実行し、その後もシステム
間を交互に移動させるようなものです。

一般的にこの問題を解決するには、仮想マシンと物理コンピュータの各操作
環境向けにプロファイルを設定します。これによって、OS の起動時に適切
なプロファイルを選択することができます。ただし一部のハードウェアで
は、既にインストールされている OS を仮想マシンからブートしても、正常
に動作しないことがあります。

本章のテクニカルノートは、各ゲスト OS で一般的に発生する問題を記載し
ています。仮想マシンの設定を開始する前に、使用するゲスト OS に関連す
る注意事項をお読みください。

作業を始める前に
作業を始める前に、仮想マシンでゲストとして実行する予定の OS に関連す
る項目を次のリストから探し、必ず目を通してください。

Windows Server 2003 
注意 : Windows Server 2003 を RAW ディスクからゲスト OS として実行する
ことはできません。大切な実稼動環境で Windows Server 2003 の RAW ディ
スク構成をテストしないでください。

･ VMware Workstation でデュアル / マルチブートシステムを利用できる
ように構成 (P.223)

･ 既存のマルチブートインストレーションからWindows 2000/ XP/ Server 
2003 仮想マシンを実行 (P.233)

･ RAW ディスクとして使用不可能な Windows 2000、Windows XP 及び
Windows Server 2003 のダイナミックディスク (P.238)
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Windows XP 
注意 : Windows XP を RAW ディスクからゲスト OS として実行することは
できません。大切な実稼動環境で Windows XP の RAW ディスク構成をテス
トしないでください。

･ VMware Workstation でデュアル / マルチブートシステムを利用できる
ように構成 (P.223)

･ 既存のマルチブートインストレーションからWindows 2000/ XP/ Server 
2003 仮想マシンを実行 (P.233)

･ RAW ディスクとして使用不可能な Windows 2000、Windows XP 及び
Windows Server 2003 のダイナミックディスク (P.238)

Windows 2000
･ VMware Workstation でデュアル / マルチブートシステムを利用できる

ように構成 (P.223)
･ 既存のマルチブートインストレーションからWindows 2000/ XP/ Server 

2003 仮想マシンを実行 (P.233)
･ RAW ディスクとして使用不可能な Windows 2000、Windows XP 及び

Windows Server 2003 のダイナミックディスク (P.238)

Windows NT
･ VMware Workstation でデュアル / マルチブートシステムを利用できる

ように構成 (P.223)

Windows 98
･ VMware Workstation でデュアル / マルチブートシステムを利用できる

ように構成 (P.223)
･ RAW ディスクから ブートする Windows 98 ゲスト OS に SVGA ビデオ

ドライバを構成 (P.236)

Windows 95
･ VMware Workstation でデュアル / マルチブートシステムを利用できる

ように構成 (P.223)
･ RAW ディスクからブートする Windows 95 ゲスト OS に SVGA ビデオド

ライバを構成 (P.234)

Linux ホストを使用する SCSI システム
･ デュアルまたはマルチブート SCSI システムを Linux ホスト上の

VMware Workstation で実行するように構成 (P.238)
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RAWディスクの他の使用例
ゲスト OS を RAW ディスクにインストールして、それを仮想マシンの専用
ディスクとして使用することも可能です。このような構成を設定するための
詳細は、「仮想マシンから RAW パーティションに OS をインストール 
(P.245)」を参照してください。

VMware Workstationでデュアル /マルチブートシステムを利
用できるように構成
VMware Workstation は、記述ファイルを使用してシステム上の各 RAW IDE
デバイスにアクセスします。これらの記述ファイルには、ディスク上の特定
パーティションに対する仮想マシンのアクセスを管理するアクセス権情報が
含まれています。このメカニズムは、ユーザーが誤ってホスト OS をゲスト
として再実行したり、仮想マシンで指定外のゲスト OS を実行してしまう事
態を防ぎます。この他、OS やアプリケーションの異常な動作によって RAW
ディスクパーティションが誤って破壊されることも防止できます。 

新規仮想マシンウィザード (New Virtual Machine Wizard) を使用して、
VMware Workstation が既存の RAW ディスクのパーティションを使用するよ
うに設定します。 ウィザードを使用して、RAW ディスク記述ファイルの構
成など、新しい仮想マシンの構成を順を追って作成していきます。一般的
に、RAW パーティション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、その構成を使用して実行するゲスト OS を手
作業で選択する必要があります。 

このセクションでは、以下の項目について説明します。

･ Windows 2000/XP/Server 2003 のダイナミックディスク (P.223)
･ LILO ブートローダーの使用 (P.224)
･ Windows ホストの構成 (P.224)
･ Linux ホストの構成 (P.226)

Windows 2000/XP/Server 2003 のダイナミックディスク
Windows 2000/XP/Server 2003 ホストでダイナミックディスクを使用してい
る場合は、「RAW ディスクとして使用不可能な Windows 2000、Windows XP
及び Windows Server 2003 のダイナミックディスク (P.238)」を参照してくだ
さい。
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LILO ブートローダーの使用
LILO ブートローダーを使用して既存の 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
バイスのマスターブートレコード (MBR) にあるコードにコントロールを渡し
ます。このコードが正常に動作を終了するためには、残りの LILO が存在す
る ネイティブの Linux パーティションにアクセスする必要があります。通
常、このパーティションには /bootディレクトリが設定されています。
LILO が残りの部分にアクセスできないと、上記のようなエラーが表示され
ます。

このような問題を防ぐには、次の構成手順に従ってください。この際、必ず
残りの LILO が存在する ネイティブの Linux パーティションを選択してくだ
さい。次に仮想マシンが起動する時、MBR にある LILO コードは残りの LILO
にアクセスして、正常な LILO:プロンプトを表示することができるはずで
す。

Windows ホストの構成
ゲスト OS を RAW ディスクから実行するには、次の手順に従ってください。 

注意 : RAW ディスク構成で Windows ホストの IDE ディスクを使用する場
合、セカンダリ IDE チャネルのマスターが 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.229)」 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ます。

2. ゲスト OS ごとに個別の構成を作成します。

RAW ディスクあるいは RAW ディスクパーティションから実行できる
ように仮想マシンを構成するには、[ 新規仮想マシンウィザード ]
([ ファイル ] - [ 新規仮想マシン ]) を起動して [ カスタム ] を選択します。 
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3. ディスクの選択画面が表示されたら、[ 物理ディスクを使用 ] を選択し
ます。

4. この仮想マシンで使用するディスクかパーティションを指定して、
ウィザードでの作業を終了します。

注意 : 仮想マシンでの IDE ディスクの最大サイズは 950GB です。
5. 異なる RAW ディスクのパーティションから複数のゲスト OS を実行す

るには、ホストで以下のようなパーティションをアンマップします。 

Windows NT がホストの場合、ディスクアドミニストレータ ([ スター
ト ] - [ プログラム ] - [ 管理ツール ] ) を使用します。まず、ゲスト OS が
インストールされているパーティションを選択し、次に [ ツール ] メ
ニューから [ ドライブ文字の割り当て ] を選択します。 ここで、パー
ティションに対して [ ドライブ文字を割り当てない ] を選択して [OK]
をクリックすると、即座にアンマップが行われます。 

Windows Server 2003/XP/ 2000 がホストの場合、ディスクの管理 ([ ス
タート ] - [ 設定 ] - [ コントロールパネル ] - [ 管理ツール ] - [ コンピュー
タの管理 ] - [ 記憶域 ] - [ ディスクの管理 ]) を使用します。アンマップし
たいパーティションを選択し、 [ 操作 ] メニューから [ すべてのタスク ] - 
[ ドライブ文字とパスの変更 ] を選択します。 [ 削除 ] ボタンをクリック
します。

6. ゲスト OS に割り当てられるメモリ容量の変更を行う等、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、[VM] - [ 設
定 (Settings)] を選択して仮想マシン設定エディタを使用します。

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 マスター

b. プライマリ スレーブ 

c. セカンダリ マスター 
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d.セカンダリ スレーブ

システムに複数の SCSI ドライブが構成されている場合、VMware BIOS 
は通常、SCSI デバイス番号の順にブートを試みます。

SCSI と IDE ドライブが共に構成されている場合、VMware BIOS は通常、
まず上述の順番で SCSI ドライブのブートを試みてから IDE ドライブを
順にブートしようとします。

ブートシーケンスは、仮想マシンの Phoenix BIOS にある [Boot] メ
ニューで変更できます。仮想マシンをオンにして、仮想マシンの BIOS
のブート中に＜ F2 ＞キーを押すと、BIOS セットアップメニューが表示
されます。

8. [ パワーオン ] ボタンをクリックして、仮想マシンをオンにします。仮
想マシンが起動し、Phoenix BIOS が実行され、マスターブートレコー
ド (MBR) からブートプロセスが開始されます。

ブートマネージャが表示する一覧から、使用する OS を選択します。 

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
なり異なっているはずです。 

Windows がゲスト OS の場合、プラグ アンド プレイが Windows の再
構成を行います。プラグ アンド プレイが検出・構成したデバイスを使
用して、仮想ハードウェアのプロファイルを設定します。詳しくは、

「仮想マシンにハードウェアプロファイルを設定 (P.229)」を参照してく
ださい。 

10.ゲスト OS に VMware Tools をインストールします。

注意 : RAW ディスクを使用中にスナップショットを設定する場合は、ゲス
ト OS をネイティブで再起動する前に次のどちらかを行ってください。

･ スナップショットに戻り、他全てのスナップショットを削除する。
･ 全てのスナップショットを削除する。
ディスクで修正された物理ディスクセクターが変更されると、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.229)」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ます。

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
ないことを確認します。

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者の権限
を設定します。

マスター RAW ディスクデバイスは、VMware Workstation を実行する
ユーザーから読み取り / 書き込みができるように設定しておきます。
ほとんどのディストリビューションでは、RAW デバイス（IDE の場合
は /dev/hda、SCSI の場合は /dev/sda）には「disk」というグルー
プ ID が割り当てられています。この場合、VMware Workstation のユー
ザーを「disk」グループに追加することができます。別のオプション
として、デバイスの所有者を変更することも可能です。 どの方法を使用
するかを決定する際は、セキュリティーを十分に考慮してください。

一般的には、VMware Workstation ユーザーに OS やブートマネージャ
を含むすべての /dev/hd[abcd] RAW デバイスへのアクセス権を与
え、VMware Workstation の RAW ディスク構成ファイルでアクセス権を
制御する方法が最も便利です。こうすれば、OS をブートするのに必要
な構成ファイルやその他のファイルにブートマネージャがアクセスで
きます。例えば LILO は、別のドライブにある Linux 以外の OS をブー
トする際、 Linux パーティションにある /bootを読み取る必要がありま
す。前述の通り、どの構成を使用するかを決定する際は、セキュリ
ティーを十分に考慮してください。

5. 既存のパーティションからゲスト OS として２番目の Linux インスト
レーションを実行する予定で、 さらに実際のコンピュータの /etc/
lilo.confにAppend= "mem…"のようなメモリレジスタが存在する場
合、仮想マシンで Linux を実行するためにアペンドメモリパラメータを
調節するか、LILO に新しいエントリを作成することができます。

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. RAW ディスクパーティションから実行する仮想マシンを構成するには、
New Virtual Machine Wizard ([File] - [New] - [Virtual Machine]) を起動し
[Custom] を選択します。

7. [Select a Disk] パネルが表示されたら、[Use a physical disk] を選択しま
す。 

8. この仮想マシンで使用するディスクかパーティションを指定して、
ウィザードでの作業を続行します。

注意 : Linux 環境で同時にマウントされるパーティションの変更を仮
想マシンに許可すると、ディスクが破損する可能性があります。ホス
トが Linux を実行中に仮想マシンとゲスト OS がそのパーティションに
アクセスするため、Linux 環境でマウントされるパーティションや別の
仮想マシンに使用されているパーティションの変更を、仮想マシンに
対して許可することは非常に危険です。

この問題を回避するには、仮想マシンで使用するパーティションが
Linux ホストにマウントされていないことを確認してください。

9. ウィザードに従って残りのステップを完了します。

10.システムに複数の IDE ドライブが構成されている場合、 VMware BIOS は
通常、次の順番でブートを試みます。

A.プライマリ マスター

b.プライマリ スレーブ 

c. セカンダリ マスター 

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 OS 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
なり異なっているはずです。 

Windows がゲスト OS の場合、プラグ アンド プレイが Windows の再
構成を行います。プラグ アンド プレイが検出、構成したデバイスを使
用して、仮想ハードウェアのプロファイルを設定します。詳しくは、

「仮想マシンにハードウェアプロファイルを設定 (P.229)」を参照してく
ださい。

13.ゲスト OS に VMware Tools をインストールします。

注意 : RAW ディスクを使用中にスナップショットを設定する場合は、ゲス
ト OS をネイティブで再起動する前に次のどちらかを行ってください。

･ スナップショットに戻り、他全てのスナップショットを削除する。
･ 全てのスナップショットを削除する。
ディスクで修正された物理ディスクセクターが変更されると、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
仮想マシンを使用してブートする場合は、「物理ハードウェアプロファイル」
と「仮想ハードウェアプロファイル」を作成する必要があります。

VMware Workstation の仮想マシンと Windows ハードウェアプロファイルに
精通しているユーザー以外には、この方法はお勧めしません。

作業を始める前に、「VMware Workstation でデュアル / マルチブートシステ
ムを利用できるように構成 (P.223)」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 コントローラー （プライマリ IDE コント

ローラーとセカンダリ IDE コントローラーを含む） 
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･ BusLogic BT-958 互換 SCSI ホストアダプタ
･ 標準 101/102 キーボード
･ PS/2 互換マウス
･ AMD PCnet-PCI II 互換イーサネットアダプタ 
･ シリアルアポート (COM1 ～ COM4) 
･ パラレルポート (LPT1 ～ LPT2) 
･ 2 ポートの USB ハブ
･ Sound Blaster AudioPCI 互換サウンドカード
･ 82093AA IOAPIC
これらの仮想デバイス環境はホストコンピュータ上の実際のハードウェアデ
バイス環境とは異なり、一部の例外（プロセッサ自体など）を除いてベース
となるハードウェアから独立しています。この特長によって、安定したプ
ラットフォームが実現されます。また、実際のマシン構成に関わりなく、仮
想マシンにインストールされた OS のイメージを別の物理マシンに移行する
ことが可能になります。 

VMware Workstation の仮想マシンに OS が直接インストールされている場
合、その OS はハードウェアをスキャンして、すべての仮想デバイスを正し
く検出します。しかし、OS が（例えばデュアルブート構成など）実際のコ
ンピュータに既にインストールされている場合、その OS は物理ハードウェ
アデバイスによって構成済です。 このようにインストール済の OS を仮想マ
シンでブートする場合、ブートプロセスを簡単にするため、個別のハード
ウェアプロファイルを作成してください。

Microsoft Windows の OS では、Windows 95 と Windows NT 4.0 から、ハー
ドウェアプロファイルを作成できるようになりました。各ハードウェアプロ
ファイルは、既知の複数のハードウェアデバイスに関連付けられています。
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 アンド プレイを使用して、
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 アンド 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用し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。 
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物理マシンと仮想マシン用のハードウェアプロファイルは、次の手順で作成
します。

1. ディスクパーティションに既にインストールされている OS を VMware 
Workstation からブートする前に、その OS をネイティブにブートして、

「物理マシン」と「仮想マシン」という名の 2 つのハードウェアプロ
ファイルを作成します。 ハードウェアプロファイルを作成するには、
[ コントロールパネル ] から [ システム ] を選択し、次に [ ハードウェア
のプロファイル ] タブをクリックするか、[ ハードウェア ] タブをク
リックしてから [ ハードウェアのプロファイル ] をクリックします（こ
の手順は OS によって異なります）。[ コピー ] ボタンをクリックして、
プロファイルのコピーに適当な名前を付けます。

2. Windows NT の場合のみ　ネイティブに OS を実行している間に、デバ
イスマネージャを使用して「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ます。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
ます。

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 アンド 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 で再起動します。例えば、
Linux ホストで VMware Workstation を実行している場合は Linux で
ブートします。

4. 新規仮想マシンウィザードを使用し、「VMware Workstation でデュアル
/ マルチブートシステムを利用できるように構成 (P.223)」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用してゲスト 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」を選択します。最初のブート時に、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 アン
ド 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
ラーに対する [ 新しいハードウェアの検出 ] ダイアログが表示されま
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す。 この時点ではドライバをインストールせずに [ キャンセル ] をク
リックし、 [ 新しいハードウェアの検出 ] ダイアログを閉じます。

仮想マシンのリブートも行わないでください。[ システム設定の変更と
再起動 ] ダイアログで [ いいえ ] をクリックします。

Windows Server 2003/XP/2000 が AMD PCnet PCI イーサネットカードの
ドライバを自動的に検出し、読み込みます。この時点で、仮想マシン
に VMware Tools をインストールします。VMware Tools のインストール
後、仮想マシンを再起動します。Windows Server 2003/XP/2000 がリ
ブートしたら、[ 画面のプロパティ ] の [設定 ] タブから新しい SVGA の
解像度を選択して、仮想マシンの画面の領域を大きくします。

Windows 95/98 がゲストの場合　プラグ アンド 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。

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 ]) を使用して、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。

Windows 9x ゲスト OS 内で仮想マシンのサウンドアダプタを有効にす
る場合は、このセクションの残りの作業を完了した後で「サウンドの
構成 (P.394)」を参照してください。
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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.394)」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
とを確認します。

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 ( 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トレーションから Windows 2000/ 
XP/ Server 2003 仮想マシンを実行
コンピュータに Windows 2000/XP/Server 2003 をインストールし、 VMware 
Workstation の仮想マシンで RAW ディスクから同じ OS のインストレーショ
ンを実行しようとすると、 仮想マシンがブートデバイスにアクセスできない
ことを告げるエラーメッセージを表示してクラッシュすることがあります。

これは、物理コンピュータと仮想マシンが異なる IDE ドライバを要求するた
めに起こる問題です。多くのハードウェアデバイスのドライバを扱う
Windows のプラグ アンド プレイ機能 も、新しい IDE ドライバをインストー
ルしません。

この問題が発生した場合、Windows 2000/XP/Server 2003 ゲスト OS を RAW
ディスクから実行する代わりに、仮想ディスクにインストールすることをお
勧めします。
233



VMware Workstation 5ユーザーマニュアル
この問題が発生しても、既存の RAW ディスク構成から仮想マシンを実行す
る必要がある場合は、（「 仮想マシンにハードウェアプロファイルを設定 
(P.229)」の手順に従って ) 異なるハードウェアプロファイルを設定し、仮想
マシン向けのプロファイルにある IDE ドライブを手作業でアップデートして
ください。この問題の迂回方法に関する詳細は、弊社知識ベース 
(www.vmware.com/info?id=41) を参照してください。

RAWディスクからブートするWindows 95ゲストOSにSVGAビ
デオドライバを構成
ここでは、VMware Workstation を使用して、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、デュアルまたは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.229)」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 ] を選択します。

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 ]
に変更することも可能です。

6. [OK] をクリックして [ システムのプロパティ ] ダイアログを閉じます。

7. Windows 95 をシャットダウンして、システムを再起動します。

8. ホスト OS（Linux、Windows NT、Windows 2000、Windows XP または
Windows Server 2003）をブートします。 

9. Windows 95 を使用して仮想マシンを起動します。

10.プロファイルを選択するプロンプトが表示されますので、リストから
[ 仮想マシン ] を選びます。

11.CPU Bridge の選択を促されたら、デフォルトを受入れて [OK] をクリッ
クします。
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12.Windows 95 の再起動を促すプロンプトが表示されますので、従ってく
ださい。

13.再び、プロファイルを選択するプロンプトが表示されますので、リス
トから [ 仮想マシン ] を選びます。

14.ビデオカードが検出され、新しいハードウェアにインストールするド
ライバを選択する画面が表示されます。 [ 一覧から選ぶ ] ラジオボタン
をクリックし、[OK] をクリックします。 

15.[ ハードウェアの種類の選択 ] ダイアログから [ ディスプレイアダプタ ]
を選択します。

16.デバイスリストから [ 標準ディスプレイアダプタ (VGA)] を選択して、
[OK] をクリックします。

17.Windows 95 の再起動を促すプロンプトが表示されますので、従ってく
ださい。

18.「ゲスト OS と VMware Tools のインストール (P.121)」の手順に従って
VMware Tools をインストールし、仮想マシンを再起動します。 

19.デバイスマネージャを起動し、[ ディスプレイアダプタ ] をツリー表示
します。 

20.VMware SVGA をハイライト表示して、[ プロパティ ] をクリックしま
す。

21.[ 物理マシン ] 横のチェックマークを外してから [OK] をクリックし、
[ 閉じる ] をクリックします。

22.Windows 95 をシャットダウンしてから仮想マシンをオフにします。

23.ホスト OS（Linux、Windows NT、Windows 2000、Windows XP または
Windows Server 2003）をシャットダウンし、Windows 95 でリブート
します。 

24.選択プロンプトが表示されたら、[ 物理マシン ] プロファイルを選択し
ます。

25.ステップ 19 から 21 の手順を繰り返して、[ 仮想マシン ] 横のチェック
マークを外します。[ 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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RAWディスクから ブートするWindows 98 ゲストOSにSVGA
ビデオドライバを構成
ここでは、VMware Workstation を使用して、RAW ディスクにインストール
されている Windows 98 にビデオドライバを構成する方法を説明します。こ
こでは、デュアルまたはマルチブート構成の OS の 1 つとして Windows 98
を使用している場合を想定しています。作業の過程で、仮想マシン向けと実
際のマシン向けに個別のハードウェアプロファイルを作成します。 ハード
ウェアプロファイルに関する詳細は、「仮想マシンにハードウェアプロファ
イルを設定 (P.229)」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 ] を選択します。

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 ]
に変更することも可能です。

6. [OK] をクリックして [ システムのプロパティ ] ダイアログを閉じます。

7. Windows 98 をシャットダウンして、システムを再起動します。

8. ホスト OS（Linux、Windows NT、Windows 2000、Windows XP または
Windows Server 2003）をブートします。

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 ] を選択します。

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
ラー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 ] を選択します。

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 アンド プレイのデバイスをリスト表示します。

20.[ 完了 ] をクリックします。仮想マシンの再起動を促すプロンプトが表
示されますので、従ってください。

21.[VMware Workstation] 構成プロファイルを選択します。未知のモニター
が検出され、インストールされます。

22.VMware Tools を「ゲスト OS と VMware Tools のインストール (P.121)」
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し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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RAW ディスクとして使用不可能な Windows 2000、Windows 
XP 及び Windows Server 2003 のダイナミックディスク
Windows 2000、Windows XP、Windows Server 2003 は、ダイナミックディ
スクと呼ばれる新しいディスクタイプをサポートしています。ダイナミック
ディスクは、Microsoft 特有のフォーマットを使用してパーティション情報
を記録します。このフォーマットは一般に公開されていないため、 VMware 
Workstation の RAW ディスク構成での使用はサポートされていません。

Windows 2000/XP/Server 2003 はまた、従来方式のパーティションテーブル
もサポートしています。この種類のパーティションテーブルを使用するディ
スクは、ベーシックディスクと呼ばれます。

ディスク管理ツールを使用して、Windows 2000/XP/Server 2003 ホストが使
用しているディスクのタイプを確認してください。ダイナミックディスクが
使用されている場合は、ベーシックディスクに変更してください。

注意 : ダイナミックディスクをベーシックディスクに変更すると、その
ディスク上のデータはすべて失われます。

次の手順で、ダイナミックディスクをベーシックディスクに変換します。 

1. ディスク管理ツールを表示します。

[ スタート ] - [ 設定 ] - [ コントロールパネル ] - [ 管理ツール ] -
[ コンピュータの管理 ] - [ ディスクの管理 ] 

2. ディスク上の論理ボリュームをすべて削除します。これによって、
ディスク上のデータはすべて破壊されます。

3. 該当するディスクのアイコンを右クリックし、[ ベーシックディスクに
戻す ] をクリックします。 

4. 変更を行ったディスク上でパーティションを作成します。

デュアルまたはマルチブートSCSIシステムをLinuxホス
ト上の VMware Workstation で実行するように構成
SCSI ディスクに既にインストールされている構成済みの OS を VMware 
Workstation の仮想ディスク内でゲスト OS として使用するように設定でき
る場合があります。

ホストに LSI Logic または BusLogic SCSI アダプタが構成されていれば、既存
の SCSI ディスク（SCSI RAW ディスク）は仮想マシン内で使用することがで
きます。しかし、LSI Logic アダプタのドライバを見つける方が容易なので、
LSI Logic の方が好ましいと言えます。ホストに異なる SCSI アダプタを構成
し、同一の OS をネイティブにも仮想マシン内でもブートできるようにする
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ことも可能ですが、この方法は VMware ではサポートされていません。こ
の問題に関する詳細は、「SCSI RAW ディスクの使用に関する既知の問題と解
説 (P.242)」を参照してください。

仮想マシン構成を作成する前に
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 / 書き込のアクセスが可能になるよ
うに設定してください。

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.229)」の項に目を通
してください。まず最初に、ゲスト OS をコンピュータ上でネイティブ
にブートして、仮想マシン用のハードウェアプロファイルを作成しま
す。

2. 仮想マシンで使用する予定のドライブに設定されている SCSI の ID を確
認します。

3. ホスト用に構成している SCSI ドライバ以外にも、仮想マシンで使用す
る LSI Logic または BusLogic 仮想アダプタのドライバのインストールが
完了しているか確認します。

LSI Logic コントローラーのドライバは LSI Logic 社 Web サイト
( www.lsilogic.com) らダウンロードできます。サイトのダウンロードの
ページで、LSI 53C10xx Ultra320 SCSI I/O コントローラーシリーズの中
から、アダプタのドライバを選んでください。（例：LSI53C1000）

注意 : Mylex (BusLogic) 互換のホストバスアダプタのドライバは、LSI 
Logic Web サイトでは分かりにくいので、サポートのセクションでモ
デル番号の数字 (BT/KT-958 ドライバの「958」等 ) で検索してくださ
い。

LSI Logic または BusLogic のドライバは、ゲスト OS 用に作成したプロ
ファイルにインストールします。

注意 : Windows XP や Windows Server 2003 の仮想マシンで仮想
BusLogic SCSI アダプタを使用するには、 特別な SCSI ドライバが必要で
す。これは、弊社 Web サイトのダウンロードのページ

（www.vmware.com/download) からダウンロードできます。
4. OS のパーティションのマウントを確認します。仮想マシンから使用す

る予定の既存の RAW ディスクパーティションに Linux ホストがマウン
トされないようにします。

注意 : ホスト OS とゲスト OS が同時に RAW ディスクパーティション
を使用（マウント）しないようにしてください。OS が互いを認識しな
239

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


VMware Workstation 5ユーザーマニュアル
いため、両方の OS が同じパーティションで読み取り / 書き込みを行
い、データが破損する恐れがあります。Linux ホストがマウントしてい
る、あるいは別の仮想マシンが使用しているパーティションを仮想マ
シンが変更することを絶対に許可しないでください。念のため、仮想
マシンに使用するパーティションに Linux ホストがマウントされていな
いことを確認してください。 

5. デバイスのグループメンバの権限あるいはデバイスの所有者の権限を
設定します。マスター RAW ディスクデバイスは、VMware Workstation
を実行するユーザーから読み取り / 書き込みができるように設定して
おきます。ほとんどのディストリビューションでは、RAW デバイス

（/dev/hda、/dev/hdb等）には「disk」というグループ ID が割り
当てられています。この場合、Workstation のユーザーを「disk」グ
ループに追加することができます。別のオプションとして、デバイス
の所有者を変更することも可能です。 オプションの選択を行う際には、
セキュリティーを十分に考慮してください。 

一般的には、VMware Workstation ユーザーに OS やブートマネージャ
を含むすべての /dev/hd[abcd] RAW デバイスへのアクセス権を与え
ておき、Workstation の RAW ディスク構成ファイルでアクセス権を制
御する方法をお勧めします。こうすれば、OS をブートするのに必要な
構成ファイルやその他のファイルにブートマネージャがアクセスする
ことができます。例えば LILO は、別のドライブにある Linux 以外の OS
をブートする際、 Linux パーティションにある /bootを読み取る必要が
あります。 

6. 既存のパーティションからゲスト OS として２番目の Linux インスト
レーションを実行する予定で、 さらに実際のマシンの /etc/
lilo.confにAppend= "mem…"のようなメモリレジスタが存在する場
合、仮想マシンで Linux を実行するためにはアペンドメモリパラメータ
を調節するか、LILO に新しいエントリを作成することもできます。

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、旧来の 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旧来のディストリビュー
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検
索します。
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lilo.confに構成されているメモリ容量が仮想マシンに割り当てられ
ているメモリ容量を超える場合、仮想マシンから２番目の Linux インス
トーレーションをブートしようとすると、多くの場合ゲスト OS に問題
が発生します。

この場合、仮想マシンで Linux を実行するために、実際のマシンで直接
Linux をブートする時に通常認識されるメモリ容量とは異なるメモリ容
量を指定して別のエントリを lilo.confに作成することが可能です。

仮想マシンの構成
1. VMware Workstation を起動します。

2. [New Virtual Machine Wizard] ([File] - [New] - [Virtual Machine]) をスター
トさせ、[Custom] を選択します。

3.［Select I/O Adapter Types］画面で、仮想マシンプロファイルにインス
トールしたドライブに合う SCSI アダプタのタイプを選択します。 

4. [Select a Disk] 画面で、［Use a physical disk］を選択します。

5. [Device] 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 6 に
進みます。

[Use individual partitions] を選択した場合は、[Select Physical Disk] パネ
ルが表示されます。

仮想マシンに使用するパーティションを選択し、[Next] をクリックしま
す。

6. 入力フィールドでは物理ディスクの名前を入力します。

注意 : 他のディレクトリーにディスクを入れる為にブラウズする場
合、既存の仮想ディスクファイルは選択しないでください。

物理ディスクのデバイス ID を指定して、[Advanced] をクリックしま
す。[Virtual device node] リストでは、SCSI ドライブによって使用され
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
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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.256)」を参照してください。

普通（Normal) ディスクはスナップショットに含まれています。ほとん
どの場合はこの設定を使用します。

独立 (Independant) ディスクはスナップショットに含まれていません。
独立ディスクには次のオプションがあります。

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

･ 読み取り専用 (Nonpersistent)　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決め、詳細設定画面で必要な選択を行った後、
[Finish] をクリックします。

7. 仮想マシンの使用を開始します。

SCSI RAW ディスクの使用に関する既知の問題と解説 

サイズ
VMware Workstation は最大 2.0TB までの RAW ディスクをサポートします。 
それ以上の RAW ディスクでは、サイズが正しく認識されなくなります。

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、実際のマシンの SCSI アダプタと仮想マシンの BusLogic アダプタがドラ
イブを異なる方法で記述するためです。この場合、仮想マシンがブート中に
ハングしたり、VMware Workstation がクラッシュしたり、ASSERT などのエ
ラーメッセージが表示されて VMware Workstation が停止してしまう可能性
があります。

この問題の多くは、2GB 未満の小容量ドライブで発生しています。 

IDE ディスクが使用する（ブートするために必要な）BIOS インターフェイス
を共有するには、すべての SCSI ディスクにジオメトリが必要です。ジオメ
トリとは、ディスク上のシリンダー、セクター、ヘッド数を組み合わせた値
を指します。

実際には、コンピュータは SCSI ディスクをディスク上のセクター 1 から最
高セクター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 ベンダーはそれぞれが独自の方法で、SCSI ディスクの容量を決定
し、ブートに使用するジオメトリを生成します。
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特定のジオメトリの絶対的なセクター数への変換方法は、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
クター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。ブートローダーの最初の部分、
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、シリンダー数はディスクの全容量をヘッド数とセクター数
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
ンダーが 225 ヘッドと 63 セクター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 アダプタは置換えすることができず、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、それを取外して
BusLogic SCSI ホストアダプタに置き換えると、 BusLogic ドライバをインス
トールしない限り、多くの場合 OS はブートに失敗します。

仮想ディスクとして使用されるディスクからデュアルブートを行った場合
も、同じ問題が発生します。OS は、マシンの SCSI カードが突然 LSI Logic 
または BusLogic カードに変更されたと認識するので、OS に対応するドライ
バをインストールする必要が生じます。ドライバがインストールされていな
いと、 ブートプロセスが BIOS ブートストラップから OS にインストールされ
ているディスクドライバに切替えようとする時、パニック、ブルースクリー
ンまたは同様の致命的なエラーが発生します。

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

ディスクサイズ ヘッド セクター 

 <= 1GB  64  32

 > 1GB and <= 
2GB

128  32 

 > 2GB  255  63
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て使用します。このような名前は、/etc/fstabなどの構成ファイルで参
照できます。

RAW IDE ディスクを SCSI ディスクとして、あるいは RAW SCSI ディスクを
IDE ディスクとしてブートした場合、（動作したとしても）正常に機能しな
い原因の一つはこれです。 

一方で SCSI デバイスだけを扱っている場合でも、OS による情報のエンコー
ド方法によっては、デュアルブーティング中に問題が発生することがありま
す。例えば、Solaris は SCSI ディスクに /dev/c[x]t[y]d[z]s0という名
前を付けます（yは SCSI ID を表します）。この場合、RAW ディスクをホス
ト上で SCSI ID 3 として構成し、VMware Workstation の構成ファイルでは
SCSI ID 0 とすると、Solaris の実行時に RAW ディスクが移動するため、多く
の場合 Solaris はブートしません。

多様な OS の従属性を正確に把握するのは、複雑な作業です。このため、仮
想マシンに SCSI RAW ディスクを構成する際は、ホストと同じ SCSI ID を使
用するのが最も安全な方法です。 
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仮想マシンから RAW パーティションに
OS をインストール
仮想マシンで使用する以外にはホストでディスクをブートする必要がなくて
も、RAW ディスクと呼ばれる物理ディスクやパーティションにゲスト OS
を直接インストールする必要が生じる場合があります。

ホスト上の未使用のパーティションや全く使用されていないディスクを仮想
マシンのディスクとして使用することは可能です。ただし、次の手順に従っ
て OS をインストールした場合、ホストでそのデータを利用することができ
ても、その OS を仮想マシンの外でブートすることは恐らく不可能だという
点を留意しておいてください。

デュアルブートシステムで、既存のパーティションからブートするするよう
に仮想マシンを構成したいのであれば、「仮想マシンで使用のデュアルブー
トコンピュータを構成 (P.220)」を参照してください。ここに記載されてい
る手順は、既に OS がインストールされているディスクには適用できませ
ん。

注意 : RAW ディスクは高度な機能です。本製品に詳しいユーザー以外には
お勧めしません。

VMware Workstation は、記述ファイルを使用してシステム上の各 RAW ディ
スクにアクセスします。これらの記述ファイルには、ディスク上の特定パー
ティションに対する仮想マシンのアクセスを管理するアクセス権情報が含ま
れています。このメカニズムは、ユーザーが誤ってホスト OS をゲストとし
て再実行したり、仮想マシンで指定されていないゲスト OS を実行してしま
う事態を防ぎます。この他、OS やアプリケーションの異常な動作によって
RAW ディスクパーティションに誤って書き込みがされてしまうことも防止
できます。

まず新規仮想マシンウィザード (New Virtual Machine Wizard) を使用して、
VMware Workstation が既存の RAW ディスクのパーティションを使用するよ
うに設定します。 ウィザードを使用して、RAW ディスク記述ファイルの構
成など、新しい仮想マシン用の構成を順を追って作成していきます。RAW
パーティションにインストールするゲスト OS ごとに個別の構成が必要なた
め、各ゲスト OS に対してウィザードを繰り返し実行する必要があります。

･ Windows ホストの構成 (P.246)
･ Linux ホストの構成 (P.248)
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Windows ホストの構成

Windows 2000、Windows XP 及びWindows Server 2003 のダイナミック
ディスク
Windows 2000/XP/Server 2003 をホストで実行しており、ダイナミックディ
スクを使用している場合は、「RAW ディスクとして使用不可能な Windows 
2000、Windows XP 及び Windows Server 2003 のダイナミックディスク 
(P.238)」を参照してください。

RAWディスクを使用するように仮想マシンを構成
次の手順で、ゲスト OS を RAW ディスクから実行するように構成します。

注意 : RAW ディスク構成で Windows ホストの IDE ディスクを使用する場
合、セカンダリ IDE チャネルのマスターが CD-ROM ドライブであれば、セ
カンダリ IDE のスレーブとして構成することはできません。
1. ゲスト OS をインストールする RAW パーティションを確認します。

インストールするゲスト OS のドキュメントに目を通して、OS をイン
ストールすることができるパーティションの種類を確認します。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ます。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ます。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ます。
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2. [ 新規仮想マシンウィザード ] ([ ファイル ] - [ 新規 ] - [ 仮想マシン ]) を表
示して、[ カスタム ] を選択します。 

3. ディスクの選択画面で [ 物理ディスクを使用 ] を選択します。

4. ドロップダウンリストから使用する物理ハードディスクを選択します。
ディスク全体を使用するのか、あるいはディスクの特定のパーティ
ションのみを使用するのかを指定してから、[ 次へ ] をクリックします。

5. ステップ 4 で [ 個々のパーティションを使用 ] を選択した場合、仮想マ
シンで使用するパーティションを指定します。[ 全ディスクを使用 ] を
選択した場合、この選択画面は表示されません。

[ 次へ ] をクリックします。
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6. ゲスト OS をインストールするパーティションを、ホストからアンマッ
プします。

注意 : Windows 環境で同時にマウントされるパーティションの変更
を仮想マシンに許可すると、ディスクが破損する可能性があります。
ホストが Windows を実行中に仮想マシンとゲスト OS がその RAW
ディスクパーティションにアクセスするため、ホストがマウントして
いるパーティションや別の仮想マシンに使用されているパーティショ
ンを仮想マシンが変更できないようすることが非常に大切です。この
問題を回避するには、仮想マシンに使用する RAW ディスクパーティ
ションがホストに使用されていないことを確認してください。 

Windows NT ホスト　ディスクアドミニストレータ（[ スタート ] - [ プ
ログラム ] - [ 管理ツール ] - [ ディスクアドミニストレータ ]) を使用しま
す。まずゲスト OS がインストールされているパーティションを選択し
ます。次に [ ツール ] - [ ドライブ文字の割り当て ] を選択します。表示
された画面で該当するパーティションに対して [ ドライブ文字を割り当
てない ] を選択してから [OK] をクリックします。 その場でアンマップが
実行されます。

Windows Server 2003/XP/2000 ホスト　ディスクの管理（[ スタート ] 
- [ 設定 ] - [ コントロールパネル ] - [ 管理ツール ] - [ コンピュータの管
理 ] - [ 記憶域 ] - [ ディスクの管理 ]) を使用します。アンマップしたい
パーティションを選択し、[ 操作 ] - [ すべてのタスク ] - [ ドライブ文字
とパスの変更 ] を選択して [ 削除 ] ボタンをクリックします。

7. ゲスト OS に割り当てられるメモリサイズの変更等、ウィザードのデ
フォルト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] - [ 設定 ]) を使用します。

8. これで、仮想マシン用に構成した RAW ディスクにゲスト OS をインス
トールする準備ができました。詳しくは、弊社 Web サイトから か [ ヘ
ルプ ] メニューから「VMware ゲスト OS インストールガイド」の各ゲ
スト OS に関するインストール注記を参照してください。

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ます。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
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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ます。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ます。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ます。

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 グループのメンバーシップまたはデバイスの使用権を設定し
ます。

マスター RAW ディスクデバイスは、VMware Workstation を実行する
ユーザーから読み取り / 書き込みができるように設定しておきます。
ほとんどのディストリビューションでは、/dev/hda (IDE RAW ディス
ク ) 及び /dev/sdb (SCSI RAW ディスク ) などの RAW デバイスには

「disk」というグループ ID が割り当てられています。この場合、
VMware Workstation のユーザーを「disk」グループに追加することが
できます。別のオプションとして、デバイスの使用権を変更すること
も可能です。 オプションの選択を行う際には、セキュリティーを十分に
考慮してください。 

VMware Workstation ユーザーに OS やブートマネージャを含むすべて
の /dev/hd[abcd] RAW デバイスへのアクセス権を与えておき、
VMware Workstation の RAW ディスク構成ファイルでアクセス権を制御
する方法をお勧めします。こうすれば、OS をブートするのに必要な構
成ファイルやその他のファイルにブートマネージャがアクセスするこ
とができます。例えば LILO は、別のドライブにある Linux 以外の OS
をブートする際、 Linux パーティションにある /bootを読み取る必要が
あります。 

4. [New Virtual Machine Wizard] ([File] - [[New] - [Virtual Machine]) を実行
し、[Custom] を選択します。

5. [Select a Disk] パネルでは [Use a physical disk] を選択します。 

6. 使用する予定の RAW ディスクに既に複数のパーティションが存在する
場合、特定の OS（DOS、Windows 95、Windows 98）は最初のプライ
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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ます。 

7. これで、仮想マシン用に構成した RAW ディスクにゲスト OS をインス
トールする準備ができました。詳しくは、弊社 Web サイトから か
[Help] メニューから「VMware ゲスト OS インストールガイド」の各ゲ
スト OS に関するインストール注記を参照してください。
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レガシー仮想ディスク
VMware Workstation 5 では、これまでリリースされた VMware 製品にはな
い機能が加えられました。これらの機能に関するリストは「Version 5 の新
機能 (P.20)」を参照してください。

Workstation 5 は新しい仮想マシンフォーマットを使用して、新しい機能の
実現を可能にしました。 このフォーマットは、旧 VMware アプリケーション
で使用されているレガシーディスクフォーマットとは互換性がありません。

･ Workstation 4.x
･ GSX Server 3.x
･ ESX Server 2.x
･ ACE 1.x
しかし、VMware Workstation 5 はレガシー仮想ディスクと機能することがで
き、これらの WMware 製品を使用して環境内への統合を容易にします。

次のセクションでは、複雑な環境で Workstation 5 を Workstation 4.x、GSX 
Server 3.x、ESX Server 2.x、または ACE 1.x で作成されたレガシー仮想マシン
と使用するオプションを挙げています。

･ Workstation 5 の新機能を使用するためにレガシー仮想マシンをアップ
グレード

･ アップグレードを行わずレガシー仮想マシンを使用
･ Workstation 5 でレガシー仮想マシンを作成

Workstation 5 の新機能を使用するためにレガシー仮想マシン
をアップグレード
Workstation 5 の新機能をレガシー仮想マシンで使用するには、仮想マシン
ハードウェアをアップグレードする必要があります。詳細は、「アップグ
レードを行いレガシー仮想マシンを使用 (P.62)」を参照してください。 

注意 : アプグレードをすると、仮想マシンは Workstation 5 で作成された仮
想マシンと完全に互換性を持ちます。アップグレードした仮想マシンを、 
Workstation 4.x、GSX Server 3.x、ESX Server 2.x、または ACE 1.x で使用する
ことはできません。

アップグレードを行わずレガシー仮想マシンを使用
Workstation 5 は、変更されていないレガシー仮想マシンを強化することが
でき、Workstation 4.x、GSX Server 3.x、ESX Server 2.x、または ACE 1.x の
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ユーザーと仮想マシンを共有することができますが、このレガシー仮想マシ
ンで Workstation 5 の機能を使用することはできません。

注意 : レガシー仮想マシンを実行すると、Workstaion 5 は VMware Tools が
旧式であることを示します。 Workstation 4.x、GSX Server 3.x、ESX Server 2.x、
または ACE 1.x で仮想マシンを使用し続けたい場合は、VMware Tools のアッ
プグレードは行わないでください。

Workstation 5 でレガシー仮想マシンを作成
Workstation 5 を使用して、Workstation 4.x、GSX Server 3.x、ESX Server 2.x、
または ACE 1.x で使用するための新しい仮想マシンを作成することができま
すが、このレガシー仮想マシンで Workstation 5 の新しい機能を使用するこ
とはできません。

Workstation 5 を使用しての新規仮想マシン作成に関しては、「新規仮想マシ
ンを作成する簡単な手順 (P.105)」を参照してください。
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VMware Workstation 5 では、2 通りの方法 ( サスペンドとスナップショッ
ト ) 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
します。

･ サスペンドとレジュームの使用 (P.255)
･ スナップショットの使用 (P.256)

･ スナップショットの使用 (P.257)
･ スナップショットの使用例 (P.258)
･ スナップショットによる取り込み (P.259)
･ 仮想マシンとその他の仮想マシン内のアクティビティ (P.260)
･ スナップショットの設定 (P.261)
･ スナップショットマネージャ (P.263)
･ スナップショットの復元 (Revert) と移動 (Go To) の使い分け (P.267)
･ スナップショットの削除 (P.269)
･ スナップショットのための仮想マシン設定 (P.270)
･ スナップショットと反復レジューム (P.271)
･ スナップショットからクローンを作成 (P.269)
･ スナップショットとレガシー仮想マシン (P.271)
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サスペンドとレジュームの使用
サスペンドとレジューム機能は、仮想マシンを現在の状態のまま保存し、後
で前回のセッション終了時の状態から即座に仮想マシンでの作業を開始した
い場合に効果的です。

仮想マシンを一旦レジュームして作業を行うと、サスペンド時の仮想マシン
の状態には戻ることができません。仮想マシンの状態を保存して同じ状態に
繰り返し戻りたい場合は、 スナップショットを設定します。詳細は、「ス
ナップショットの使用 (P.256)」を参照してください。

サスペンドやレジュームの実行速度は、仮想マシンの実行中に変更したデー
タの量によって異なります。一般的に、最初にサスペンドを行う時は、それ
以降のサスペンドよりも時間がかかる傾向にあります。VMware Workstation 
5 では、パフォーマンスの強化によりサスペンドとレジュームにかかる時間
が短縮されました。

仮想マシンをサスペンドすると、.vmssという拡張子を持つファイルが生
成されます。このファイルには、サスペンド時の仮想マシンの状態がすべて
格納されています。仮想マシンをレジュームすると、サスペンド時の状態が
.vmssファイルから復元されます。

仮想マシンのサスペンドは次の手順で行います。

1. 仮想マシンがフルスクリーンモードで実行中であれば、<Ctrl>-<Alt>
キーを同時に押して、ウィンドウモードに戻ります。

2. VMware Workstation のツールバーにある [ サスペンド ] または
[Suspend] をクリックします。

3. VMware Workstation がサスペンドを完了したら、VMware Workstation
を終了することができます。

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

サスペンドした仮想マシンは、次の手順でレジュームします。

1. VMware Workstation を起動し、サスペンドした仮想マシンを選択しま
す。 

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

仮想マシンをサスペンドした時に使用していたアプリケーションがす
べて実行中の状態で、コンテンツもサスペンド時のまま復元されます。
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スナップショットの使用
スナップショット機能は、仮想マシンの状態を保存して同じ状態に繰り返し
戻りたい場合に効果的です。 マルチスナップショットとスナップショットマ
ネージャは Version 5 での新機能です。

このセクションでは、スナップショットの次の項目について説明します。

･ スナップショットの使用 (P.257)
･ スナップショットの使用例 (P.258)
･ スナップショットによる取り込み (P.259)
･ スナップショットの設定 (P.261)
･ スナップショットマネージャ (P.263)
･ スナップショットの復元 (Revert) と移動 (Go To) の使い分け (P.267)
･ スナップショットのための仮想マシン設定 (P.270)
･ スナップショットの削除 (P.269)
･ スナップショットと反復レジューム (P.271)
･ スナップショットからクローンを作成 (P.269)
･ スナップショットとレガシー仮想マシン (P.271)
･ 仮想マシンとその他の仮想マシン内のアクティビティ (P.260)
･ チームのスナップショット (P.272)
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スナップショットの使用
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する場合は、「サスペンドとレ
ジュームの使用 (P.255)」を参照してください。

スナップショットは、同じ状態に繰り返し戻る必要があるが、複数の仮想マ
シンを作成したくないという場合に便利です。スナップショットの使用で、
バックアップの作成とリニアプロセスでの状態の復元が可能です。さらに、
プロセスツリーで仮想マシンを分岐する前に、ベースラインを保存すること
ができます。

マルチスナップショット機能は、仮想マシンを保存するだけのものではあり
ません。マルチスナップショット機能で、多くの状態を保存し、様々な作業
プロセスに対応することができます。

注意 : マルチスナップショットとは、同じ仮想マシンのスナップショット
を複数設定できる機能です。チームに属するすべての仮想マシンのスナップ
ショットを設定する等、複数の仮想マシンのスナップショットを設定する必
要がある場合は、それぞれの仮想マシンで個別にスナップショットを設定し
てください。

スナップショットのリニアプロセス
コンピュータ化されたトーレーニングコースを想定してください。各レッス
ンの初めにスナップショットを設定すると、時間の掛かる準備をする必要な
く、それぞれの生徒に適した箇所に即座に戻ることができます。下の図は、
リニアプロセスでのスナップショットの使用例です。

リニアプロセスでのスナップショット復元ポイント
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スナップショットのプロセスツリー
ソフトウェアのテストを想定してください。プログラムの異なったバージョ
ンをインストールする前に、全てのインストレーションが同一のベースライ
ンから開始するように、スナップショットの設定を行うことができます。下
の図は、プロセスツリーでのスナップショットの使用例です。

プロセスツリーでのスナップショット復元ポイント

VMware Workstation では、プロセスツリーの各ブランチに 100 個以上のス
ナップショットを設定することができます。 

スナップショット間の関係
スナップショット間の関係は親子の関係のようなものです。

･ リニアプロセスでは、各スナップショットに親スナップショットと子
スナップショットが 1 つずつ存在しますが、最後のスナップショット
だけは親スナップショットのみです。

･ プロセスツリーでは、各スナップショットに親スナップショットは 1
つ存在しますが、子スナップショットが 1 つ以上の場合もあります。
スナップショットの多くは子スナップショットが存在しません。

親のスナップショットへの復元はもちろんのこと、Workstation 5 ではどの
子スナップショットにも戻ることができます。

スナップショットの使用例
ここではスナップショットのいくつかの使用例を紹介しています。

･ リスクの大きい変更を行う場合
･ 仮想マシンを同じ状態から繰り返しスタートさせる場合
･ マイルストーン状況を自動的に記憶
･ スナップショットの無効化によるパフォーマンスの向上
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リスクの大きい変更を行う場合
仮想マシン内でリスクの大きな変更（例えば新しいソフトウェアのテストや
ウィルスの検証）を行なう予定であれば、変更を行なう前にスナップショッ
トを設定します。トラブルが発生しても、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。これはコン
ピュータゲームの進行状況を保存するのと同様です。スナップショットを設
定することによって、作業につまずいた場合があっても問題を最低限に抑え
ることができます。さらに、マルチスナップショット機能で複数の状態を保
存した場合、作業中に気付かなかった間違えを後になって見つけた時に、そ
の場所まで戻ることができます。

仮想マシンを同じ状態から繰り返しスタートさせる場合
仮想マシンをオフにするとスナップショットに戻るように設定することが可
能です。 この使用方法のひとつの例として、生徒の仮想マシンを各新しいク
ラスの授業の初めにパワーオンするように設定すると、前の生徒の行った作
業は破棄されているということになります。手順については、「パワーオフ
時に戻る (P.268)」を参照してください。

マイルストーン状況を自動的に記憶
仮想マシンがパワーオフされた時に、自動的にスナップショットが設定さ
れ、監査記録が作業状況として保存されるように仮想マシンを構成すること
ができます。パワーオフ時のスナップショットの自動化の構成については、

「スナップショットのための仮想マシン設定 (P.270)」を参照してください。 

スナップショットの無効化によるパフォーマンスの向上
スナップショット機能を必要としない場合は、仮想マシンの設定でスナップ
ショット機能を無効にすると、VMware Workstation のパフォーマンスは向
上されます。スナップショットの無効化については、「スナップショットの
ための仮想マシン設定 (P.270)」を参照ください。

スナップショットによる取り込み
スナップショット設定時に、スナップショットは仮想マシンの以下のものを
含む全状態を収集します。

･ メモリ状態　仮想マシンのメモリコンテンツ
･ 設定状態　仮想マシン設定
･ ディスク状態　全ての仮想マシンの仮想ディスクの状態 
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スナップショットは個々の仮想マシンで操作されます。 仮想マシンのチーム
では、スナップショットの設定によって保存されるのは、アクティブの仮想
マシンの状態のみです。「アクティブ仮想マシン (P.307)」を参照してくださ
い。

スナップショットに戻った時に、これら全てがスナップショット設定時の状
態に戻ります。仮想マシン起動時に、仮想マシンをサスペンド、パワーオ
ン、またはパワーオフ状態に特定させるには、スナップショットを設定する
時にその特定の状態にあることを確認してください。

注意 : RAW ディスクと独立ディスクの状態は、スナップショットを設定し
ても保存されません。

仮想マシンとその他の仮想マシン内のアクティビティ
スナップショットを設定する場合、仮想マシン内で行われている他のアク
ティビティとスナップショットに戻ることによって起こりうる影響を考慮す
る必要があります。一般的には、仮想マシン内のどのアプリケーションも他
のコンピュータと通信を行っていない時にスナップショットを設定するのが
最良とされています。仮想マシンが他のコンピュータと通信を行っている
時、特に実稼動環境にある場合、問題が起こる可能性が高くなります。

･ 仮想マシンがネットワーク上のサーバからファイルをダウンロードし
ている時にスナップショットを設定する状況を想定してください。ス
ナップショットを設定した後も、サーバにその進行状況を通信しなが
ら仮想マシンはファイルのダウンロードを続けます。その結果、その
スナップショットに戻った場合、仮想マシンとサーバ間の通信は混乱
しファイルの転送は失敗します。

･ あるいは、仮想マシン内のアプリケーションが別のマシンのデータ
ベースにトランザクションを送っている時にスナップショットを設定
する状況を想定してください。そのスナップショットに戻ると ( 特に、
トランザクションが始まっているがコミットされていない時に ) データ
ベースの混乱が起こり得ます。

「バックグラウンド アクティビティとして動作するスナップショット 
(P.261)」を参照ください。

ディスクをスナップショットから排除
特定の構成で、一部のディスクをスナップショットに戻し、他のディスクの
変更は保つことができます。その場合、ディスクモードを変更してスナップ
ショットから仮想ディスクを排除してください。

例えば、使用の OS とアプリケーションにディスクをスナップショットで保
存し、ディスクへの変更をドキュメントに保存することができます。手順に
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ついては、「ディスクモードを変更して仮想ディスクをスナップショットか
ら排除 (P.262)」を参照してください。

スナップショットの設定
Workstation のツールバーのスナップショットメニューを使用して、スナッ
プショットを設定します。

1. [VM] - [ スナップショット ] - [ スナップショットの設定 ]（Windows ホ
スト）または [VM] - [Snapshot] - [Take Snapshot...]（Linux ホスト）を選
択します。 

2. スナップショット名を入力します。

全てのスナップショットに独自の名前をつけます。既に存在するス
ナップショット名を入力すると、警告メッセージが表示されるので、
別の名前を入力する必要があります。

3. スナップショットの記述を入力します。( オプション ) 

記述入力は、似通った名前のスナップショットを区別するのに役立ち
ます。記述は [ スナップショットマネージャ（Snapshop Manager)] に
表示されます。

4. [OK] をクリックします。

バックグラウンド アクティビティとして動作するスナップショット
スナップショットの設定は即時的なものではありません。スナップショット
を設定しても、VMware Workstation はスナップショットをバックグラウン
ドに不可視の状態で保存するので、引き続き作業を行うことができます。

しかし、Workstation が保留のスナップショットアクティビティを完了する
前に、他のスナップショットの設定またはスナップショットに戻る等のス
ナップショット操作を行うと、進行状況ダイアログは可視になります。この
場合、新しいアクティビティが開始する前に前のアクティビティが完了する
のを待つ必要があります。

注意 : スナップショットが完了する前にそのスナップショットをスナップ
ショットマネージャで選択すると、このスナップショットのスクリーン
ショットはまだ存在しない旨のエラーメッセージが表示されます。このメッ
セージは永久的な問題を示すものではありません。スナップショットが完了
すると、このスナップショットのスクリーンショットはスナップショットマ
ネージャで可視になり、そのスナップショットを選択してもエラーメッセー
ジは表示されません。
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スナップショットの設定可能時
スナップショットは、仮想マシンがパワーオン、パワーオフ、またはサスペ
ンドの状態の時に設定できます。仮想マシンをサスペンドしている時は、サ
スペンドの作業が完了するまでスナップショットは設定しないでください。

レガシー Workstation 仮想マシンと別のモードでのマルチディスクは例外で
す。

スナップショットとレガシー仮想仮想マシン　 スナップショットを設定
する前に仮想マシンを Workstation 5 にアップグレードする必要があり
ます。仮想マシンのアップグレードに関する詳細は、「VMware 
Workstation のアップグレード (P.53)」を参照ください。 

Workstation 5 とレガシー仮想マシン　 Workstation 5 を Workstation 3 と
4 で作成された仮想マシンと使用する場合の詳細は、「スナップショッ
トとレガシー仮想マシン (P.271)」を参照してください。 

スナップショットと異なったモードでのマルチディスク　 仮想マシンの
マルチディスクが異なったディスクモードに設定されている場合は、
スナップショットを設定する前に仮想マシンをパワーオフする必要が
あります。例えば、独立ディスクを必要とする特殊な目的を持つ構成
では、スナップショットを設定する前に仮想マシンをパワーオフして
ください。 

ディスクモードを変更して仮想ディスクをスナップショットから排除
注意 : ディスクモードを変更する前に、仮想マシンをオフにしてスナップ
ショットを削除してください。 
スナップショットからディスクを排除するには、次の手順に従ってくださ
い。

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

2. 排除するドライブを指定します。

3. [ 詳細 ] または [Advanced] をクリックします。

4. 詳細設定画面で [ 独立 ] または [Independent] を選択します。 独立ディ
スクには次のオプションがあります。

･ 通常 (Persistent)　ディスクへの変更はその場で恒久的にディスクに
書き込まれます。スナップショットまで戻っても、通常モードの独
立ディスクに行った変更は全てそのまま残されます。

･ 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、スナップショットまで戻した時に破棄されます。
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スナップショットマネージャ
[VM] - [ スナップショット (Snapshot）] - [ スナップショットマネージャ
(Snapshot Manager)] を選択し、スナップショットマネージャを使用して、
仮想マシンの全てのスナップショットを見直し、直接操作することができま
す。 このセクションでは次の項目について説明します。

･ スナップショットを選択
･ スナップショットの復元
･ スナップショットからクローンを作成
･ スナップショットの削除
･ スナップショットの名前と記述を編集
･ スナップショットマネージャウィンドウ

スナップショットを選択
スナップショットマネージャで、スナップショットをクリックして選択して
ください。

スナップショットのダブルクリックは、そのスナップショットを選択し、
[ スナップショットへ移動 (Go To Snapshot)] ボタンをクリックすることと同
じです。

スナップショットの復元
[ スナップショットへ移動 (Go To Snapshot)] ボタンを使用して仮想マシンを
任意のスナップショットに復元します。[ 復元 (Revert)] コマンドは直接の親
スナップショットの状態を復元しますが、[ 移動 (Go To)] コマンドはどのス
ナップショットをも復元できます。

1. [VM] - [ スナップショット ] - [ スナップショットマネージャ ] または
[VM] - [Snapshot] - [Snapshot Manager] を選択します。

2. 復元するスナップショットを選択します。

3. [ スナップショットへ移動 ] または [Go to Snapshot] ボタンをクリック
します。

4. 確認ダイアログで [ はい ] または [Yes] をクリックします。

スナップショットからクローンを作成
スナップショットマネージャを使用して、パワーオフ状態のスナップショッ
トのクローンを作成することが可能です。詳細は、「仮想マシンのクローン
作成 (P.273)」を参照してください。
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スナップショットの削除
[ 削除 (Delete)] ボタンを使用してスナップショットを Workstation の使用か
ら永久に削除します。 

1. [VM] - [ スナップショット ] - [ スナップショットマネージャ ] または
[VM] - [Snapshot ] - [Snapshot Manager] を選択します。

2. 削除するスナップショットを選択します。

3. [ 削除 ] または [Delete] をクリックします。

4. 確認ダイアログで [OK] をクリックします。

スナップショットの名前と記述を編集
スナップショットの名前と記述を適切なフィールドに入力し編集することが
可能です。

1. [VM] - [ スナップショット ] - [ スナップショットマネージャ ] または
[VM] - [Snapshot] - [Snapshot Manager] を選択します。

2. 編集するスナップショットを選択します。

3. [ 名前 ] または [ 説明 ]（[Name] または [Description]）フィールド内を
クリックし、そのフィールドの変更を行います。

変更を入力します。カーソルがフィールドを離れると、Workstation は
入力の長さ、名前の重複、及び無効な文字についての確認を行います。

注意 : <ESC> を押すと、進行中の編集を受け入れ、確認なしで [ スナップ
ショットマネージャ (Snapshot Manager)] を閉じることになります。

スナップショットマネージャウィンドウ

スナップショットマネージャ (Windows)

スナップショットツ
リー

コマンドボタン

ナビゲーション領域

詳細領域

現在点 (You Are
Here) アイコン
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スナップショットウィンドウは以下の領域から成っています。

･ スナップショットツリー (P.265)
･ 詳細領域 (P.266)
･ コマンドボタン (P.266)
･ ナビゲーション領域 (P.266)
･ 現在点 (You Are Here) アイコン (P.266)
スナップショットツリー  ここには現行の仮想マシンのスナップショット
すべての階層が表示されます。

Linux ホストには、ツリーの倍率を変更するズーム機能があります。

･ Zoom In　このボタンをクリックすると、スナップショットツリー表示
が拡大されます。

･ Zoom out　このボタンをクリックすると、スナップショットツリー表
示が縮小されます。多数のスナップショットがある場合、この機能を
使用してスナップショットツリー全体を表示させることができます。

スナップショットツリーに表示されているスナップショットに直接操作する
ことができます。

操作 詳細

スナップショット
をクリック

スナップショットを選択。選択したスナップショットのコマンドボ
タンから 1 つ使用可能。

スナップショット
をダブルクリック

スナップショットに戻り、スナップショット設定時の仮想マシンの
電源状態を復元。

右クリック そのスナップショットに利用可能なコマンドが記されたポップアッ
プメニューを表示。

• スナップショットへ移動（Go To Snapshot）このコマンドは、[ ス
ナップショットへ移動 (Go To Snapshot)] ボタンをクリックした時
と同様に、選択したスナップショットを開きます。

• クローンを作成（Clone this snapshot）このコマンドは、クローン
と呼ばれる独立した仮想マシンを作成します。クローンの説明は

「仮想マシンのクローン作成 (p.273)」 参照してください。
• スナップショットを削除（Delete Snapshot）このコマンドは、[ ス

ナップショットを削除 (Delete Snapshot)] ボタンをクリックした
時と同様に選択したスナップショットを削除します。選択したス
ナップショットから作成された既存のスナップショットへの影響
はありません。 

• スナップショットと子スナップショットを削除（Delete Snapshot 
and Children）このコマンドは、選択したスナップショットとそ
れをベースにした全てのスナップショットを削除します。
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詳細領域 ーこの領域には、選択したスナップショットの情報 ( 名前、説明、
サムネイル）が表示されます。スナップショットを選択してない場合は、こ
れらのフィールドは空欄です。

コマンドボタン ースナップショットマネージャには、[ スナップショット
の設定 (Take Snapshot)]、[ 削除 (Delete)]、[ クローン作成 (Clone)]、の 3 つ
のコマンドボタンがあります。

注意 : スナップショットマネージャのコマンドボタンは、Linux ウィンドウ
と Windows ウィンドウでは別の位置にあります。Linux では上部に、
Windows では右側に表示されています。

ナビゲーション領域 ーこの領域にあるボタンでダイアログボックスからの
ナビゲートができます。

･ 移動 (Go To)　選択したスナップショットを開き、仮想マシンをパワー
アップし、同時に現状は破棄されます。 

･ 閉じる (Close)　[ スナップショットマネージャ ] を閉じます。
･ ヘルプ (Help)　VMware Workstation のヘルプシステムを開きます。
現在点 (You Are Here) アイコン ー [ 現在点 (You Are Here)] アイコンは、
仮想マシンの現在の稼動状態を表し、スナップショットマネージャが開くと
常に選択された状態で表示されています。

[ 現在点 (You Are Here)] アイコンはスナップショットではなく、親スナップ
ショットの後の仮想マシンの状態です。スナップショットは常に仮想マシン

カーソルをスナッ
プショットの上に
移動

スナップショットの完全な名前を表示。長い名前がスナップショッ
トツリー領域に入りきらず途切れている場合に便利です。

ボタン 詳細

削除 (Delete） [ 削除 (delete)] コマンドにより、選択したスナップショットが削除
されます。これにより、そのスナップショットで保存されていた仮
想マシンの状態に戻ることはできません。

クローン作成
(Clone)

[ クローン作成 (clone) ] コマンドにより、選択したスナップショッ
トから完全に独立した仮想マシンのコピーが作成されます。 クロー
ンについての詳細は「仮想マシンのクローン作成 (p.273)」を参照して
ください。

スナップショットの
設定 (Take Snapshot)

[ スナップショットの設定 (Take Snapshot)] コマンドにより、スナップ
ショットが設定されます。詳細は「スナップショットの設定 (p.261)」を
参照してください。

操作 詳細
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の状態の静的記録です。[ 現在点 ] の状態は操作可能で変化します。パワー
オフまたはサスペンドされた仮想マシンのスナップショットを作成した時で
も、[ 現在点 ] の状態はスナップショットと同一ではありません。

[ 現在点 ] の状態に戻ったり選択したりすることはできません。[ 現在点 ] は
常に現在の稼動状態を示します。

スナップショットの復元 (Revert) と移動 (Go To) の使い分け
スナップショットメニューには [ 移動 (Go To)] と [ 復元 (Revert)] のコマンド
があります。

･ [VM] - [ スナップショット (Snapshot)] メニューに [ 復元 (Revert)] コマン
ドがあります。

･ パワーオフ時に仮想マシンを自動的に戻すことも可能です。
･ スナップショットマネージャに [ 移動 (Go To)] ボタンがあります。
次に、[ 移動 (Go To)] と [ 復元 (Revert)] の違いについて説明します。

･ 親スナップショット
･ スナップショットまで戻る
･ スナップショットへ移動
･ パワーオフ時に戻る

親スナップショット
[ 移動 (Go to)] と [ 復元 (Revert)] コマンドを使い分けるには、親スナップ
ショットについて理解する必要があります。

親スナップショットとは、一番最後に保存された現行の仮想マシン状態のス
ナップショットです。 たった今スナップショットを設定した場合、その保存
された状態が現行の仮想マシンのアクティブ状態の親スナップショットで
す。スナップショットに [ 移動 ] または [ 復元 ] した場合、そのスナップ
ショットが現行の仮想マシンのアクティブ状態の親スナップショットになり
ます。

親スナップショットの識別 
親スナップショットは、常にスナップショットマネージャの [ 現在点 (You 
Are Here)] アイコンの直ぐ左に表示されているスナップショットです。

注意 : 親スナップショットは、いつも最後に設定されたスナップショット
とは限りません。例えば、スナップショットを今日指定し、昨日設定したス
ナップショットに [ 移動 (Go to)] した場合を想定してください。今日設定し
たスナップショットは、この時点で現行の仮想マシンの状態の親スナップ
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ショットではなくなり、昨日設定したスナップショットが親スナップショッ
トになります。

スナップショットまで戻る 
[ 復元 ] は基本的に、[ 現在点 ] の親スナップショットに [ 移動 ] するショー
トカットと言えます。

[ スナップショットまで戻る ([Revert to Snapshot)] コマンドで、即座に仮想
マシンの現状の親スナップショットに戻ることができます。ディスクとメモ
リの現状は破棄され、スナップショットを設定した時の状態に戻ります。こ
のコマンドのを使用するには、以下の 2 つの方法があります。

･ [VM] - [ スナップショット ] - [ スナップショットまで戻る ] または [VM] - 
[Snapshot]- [Revert to snapshot] を選択する。

･ ツールバーの [ 復元 ] または [Revert] をクリックする。 

スナップショットへ移動 
[ スナップショットへ移動 (Go to Snapshot)] コマンドで、どのスナップ
ショットをもアクティブにすることができます。[ 復元 (Revert)] とは異な
り、[ 移動 (Go to)] コマンドは現状の親スナップショットだけに限られず、
どのスナップショットでも選択できます。

このコマンドを使用するには 2 つの方法があります。

･ [VM] - [ スナップショット (Snapshot)] を選択し、次にスナップショット
の名前を選択します。

･ スナップショットマネージャでスナップショットを選択し、[ 移動 ] ま
たは [Go to] をクリックします。

パワーオフ時に戻る
この構成設定で、仮想マシンのパワーオフ時に自動的に親スナップショット
に戻るように仮想マシンを構成することができます。

1. [VM] - [ 設定 ] - [ オプション ] - [ スナップショット ]（Windows ホスト）
または [VM] - [Settings] - [Options] - [Snapshots]（Linux ホスト）を選択
します。 

2. [ パワーオフをした時 ] で [ スナップショットまで戻る ]、または [When 
powering off] で [Revert to snapshot] を選択します。
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スナップショットの削除
スナップショットの削除はいつでも行えます。スナップショットを削除して
も他のスナップショットや仮想マシンの現状に影響はありません。

スナップショットの削除は次の手順で行います。

1. [VM] - [ スナップショット ] - [ スナップショットマネージャ ] または
[VM] - [Snapshot ] - [Snapshot Manager] を選択します。

2. 削除するスナップショットを選択します。

3. [ 削除 ] または [Delete] をクリックします。

確認のダイアログが表示されます。

4. [OK] をクリックします。

注意 : スナップショットがクローン作成のためのテンプレートとして使用
されている場合は、そのスナップショットを削除することはできません。 リ
ンククローンのテンプレート設定に関する詳細は、「リンククローンと親仮
想マシンへのアクセス (P.282)」を参照してください。

スナップショットからクローンを作成
VMware Workstation 5 のスナップショットは、親スナップショットからの変
更として保存されます。スナップショットから完全に独立した仮想マシンを
作成したい場合は、そのスナップショットからクローンを作成できます。

1. [VM] - [ スナップショット ] - [ スナップショットマネージャ ]（Windows
ホスト ) または [VM] - [Snapshot ] - [Snapshot Manager]（Linux ホスト )
を選択します。

2. クローンを作成するスナップショットを選択します。

注意 : クローンを作成するスナップショットがパワーオフの状態であ
ることを確認してください。

3. [ クローン作成 ] または [Clone] ボタンをクリックします。

4. 確認ダイアログで [OK] をクリックします。

クローンのコマンドで、完全に独立した仮想マシンのコピーが作成されま
す。クローン作成に関する詳細は、「仮想マシンのクローン作成 (P.273)」を
参照してください。
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スナップショットのための仮想マシン設定
仮想マシン設定ウィンドウには、スナップショットのために 2 つの構成オ
プションがあります。

･ スナップショットの無効化
･ 仮想マシンパワーオフ時のスナップショット設定オプション
[VM] - [ 設定 ] - [ オプション ] - [ スナップショット ](Windows ホスト ) または 
[VM] - [Settings] - [Options] - [Snapshots](Linux ホスト ) を選択してウィンド
ウを開きます。

スナップショットの無効化
VMware Workstation 全般の速度と応答時間は、 スナップショットを無効にす
ると向上されます。スナップショットを無効にすると、仮想マシンは物理コ
ンピュータと同じように稼動し、仮想マシンへの変更は全て 永久で、前の
状態に戻すことはできません。

･ 現在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は、[ ス
ナップショットを無効にする (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。 

･ 仮想マシンにスナップショットが設定されている場合は、[ スナップ
ショットを無効にする (Disable snapshots)] チェックボックスは無効で
す。スナップショット機能を無効にしたい場合は、初めに現行の仮想
マシンのスナップショットを全て削除する必要があります。詳細は

「スナップショットの削除 (P.269)」を参照してください。

仮想マシンパワーオフ時のスナップショット設定オプション
仮想マシンをパワーオフする時に、次のオプションが選択できます。

･ スナップショットの変更をしない (Just power off)　スナップショット
への変更なしに、仮想マシンをパワーオフします。デフォルトではこ
れが設定されています。
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･ スナップショットまで戻る (Revert to snapshot)　親スナップショット
に戻ります。この設定を行うと、仮想マシンは常に同じ状態から開始
します。スナップショットに戻ることにより、変更は破棄されます。
例えば、コンピュータの授業でインストラクターが授業終了時に仮想
マシンをパワーオフすると、生徒が行った変更が破棄され、次の授業
でまた元の状態から始めることができます。

･ スナップショットを更新する (Take a new snapshot)　パワーオフされ
た後に、新しいスナップショットを設定します。この設定は、マイル
ストーンを自動的に保存する場合に便利です。 この場合、パワーオフし
た時の日付と時間がスナップショットの名前になります。スナップ
ショットマネージャが、パワーオフ時に自動スナップショットが作成
される旨のメッセージを表示します。

･ 選択画面を表示 (Ask me)　パワーオフする時は常にスナップショット
をどうするかを聞いてきます。

スナップショットと反復レジューム
Workstation 3 以前のバーションの反復レジューム機能では、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
を希望の状態にしてから、サスペンドし、スナップショットを設定します。
[VM] - [ 設定 (Settings)] - [ オプション (Options)] - [ スナップショット
(Snapshot)] を選択し、[ パワーオフ時 (When powering off)] から [ スナップ
ショットまで戻る (Revert to 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
Workstatoin 3 または 4 で作成された仮想マシンをパワーオンすると、ダイ
アログが表示され、仮想マシンをアップグレードするかそのままにしておく
かの選択が与えられます。ここでは両方の選択を扱います。

･ レガシー仮想マシンを Workstation 5 仮想マシンにアップグレード
･ レガシー仮想マシンをそのまま使用
Workstation 5 の完全な機能を得るには、アップグレードする必要がありま
す。アップグレードしない場合は、レガシー仮想マシンをパワーオンする度
にアップグレードするかを聞いてきます。

レガシー仮想マシンをWorkstation 5 仮想マシンにアップグレード
Version 3 または 4 で作成したレガシー仮想マシンを Workstation 5 にアップ
グレードすることができます。いかなるスナップショットもアップグレード
され、マルチスナップショットのコマンドも利用可能になります。
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注意 : アップグレードされたスナップショットにはディスク内容が含まれ
ていますが、メモリ内容は破棄されます。そのスナップショットをパワーオ
ンすると、仮想マシンがクラッシュしたかのようにを表示されます。

レガシー仮想マシンをそのまま使用
アップグレードをしないでレガシー仮想マシンをそのまま使用する場合、
Workstation 3 または 4 で仮想マシンを使用する能力は保たれますが、
Workstation 5 ではスナップショットの機能は使用できません。Workstation 
5 でレガシー仮想マシンを開くと、その旨警告メッセージが表示されます。

チームのスナップショット
詳細は「チームに属する個々の仮想マシンのスナップショットを設定 
(P.299)」を参照してください。
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このセクションではクローンとクローンの構成について説明します。

･ クローンの概要 (P.275)
･ クローンとは ? (P.275)
･ クローンがなぜ必要か ? (P.275)
･ クローンのタイプ (P.276)

･ クローンの作成 (P.277)
･ 仮想マシンのクローン作成ウィザード (Clone Virtual Machine Wizard) 

(P.277)
･ リンククローンのリンククローンを作成 (P.280)
･ リンククローンの完全クローンを作成 (P.280)

･ クローンの操作 (P.281)
･ クローンのネットワーク ID (P.281)
･ リンククローンのスナップショット (P.281)
･ リンククローンと親仮想マシンへのアクセス (P.282)
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クローンの概要
クローンとは、仮想マシンのコピーです。オリジナルまたは親仮想マシンに
できる全く同じ操作をクローンにも行えます。

･ クローンとは ?
･ クローンがなぜ必要か ?
･ クローンのタイプ

クローンとは ?
誤った操作をした時の場合に備えて仮想マシンの状態を保存する場合は、ス
ナップショットを使用します。別の用途に使用するのために仮想マシンのコ
ピーを作成する場合は、クローンを使用します。

クローンは、元の親仮想マシンのコピーです。クローンの作成が完了する
と、クローンは独立した仮想マシンとして存在します。

･ クローンに行った変更は、親仮想マシンに影響を与えません。親仮想
マシンに行った変更も、クローンには表示されません。 

･ クローンの MAC アドレスと UUID は、親仮想マシンのものとは異なり
ます。

･ 仮想マシンはその親マシンと同時にパワーオンすることが可能です。

クローンがなぜ必要か ?
アプリケーションでのゲスト OS のインストールと構成は、かなりの時間を
要します。クローンでは、一度のインストールと構成で仮想マシンのコピー
を多数配置することが可能です。

クローンは、以下の例のように多数の同一の仮想マシンをグループに配置す
る必要がある場合に便利です。

･ MIS 部は仮想マシンのクローンを作成し、必要なオフィスアプリケー
ションを構成済みの状態で各従業員に提供することができます。

･ 開発環境におけるテストの目的で、同一の ( ただし完全に独立した ) 基
本構成として仮想マシンのクローンを作成することができます。

･ 教師はその学期に必要な授業や研究を予め設定した仮想マシンを、各
生徒のためにクローンを作成することができます。

クローン機能で、ホストシステムファイルを参照したり、すべての構成ファ
イルへの位置づけができたかを心配することなく、仮想マシンの完全なコ
ピーを作成することができます。
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クローンのタイプ
クローンには、完全クローンとリンククローンの 2 つのタイプがあります。

･ 完全クローン　完全クローンは、クローン作成後、親仮想マシンと何
も共有しない独立した仮想マシンのコピーです。完全クローンの作業
は、完全に親仮想マシンとは別に行われます。

･ リンククローン　リンククローンは、継続的に親仮想マシンと仮想
ディスクを共有する仮想マシンのコピーです。これにより、ディスク
スペースが節約され、複数の仮想マシンが同じソフトウェアインスト
レーションを使用することが可能です。

完全クローンとリンククローンの違い
完全クローンは独立した仮想マシンで、親仮想マシンへのアクセスを必要と
しません。リンククローンは常に親仮想マシンとのアクセスが必要になりま
す。親仮想マシンへのアクセスなしでは、リンククローンは機能しません。
詳細は、「リンククローンと親仮想マシンへのアクセス (P.282)」を参照して
ください。

リンククローンは親仮想マシンのスナップショットから作成されます。 ( ス
ナップショットに関する詳細は、「スナップショットの使用 (P.257)」を参照
してください。) 要するに、スナップショットによって親仮想マシンで利用
できるすべてのファイルは、リンククローンでも利用可能です。親仮想マシ
ンの仮想ディスクへの継続的な変更は、リンククローンには影響しなく、リ
ンククローンのディスクへの変更は、親仮想マシンには影響しません。

リンククローンの利点
リンククローンは素早く作成されます。完全クローンは、関連ファイルが大
きい場合、作成に時間がかかります。リンククローンは仮想マシン作成にあ
たり障害を低くするので、各作業のための独自の仮想マシンを迅速かつ容易
に作成することができます。

リンククローンのもうひとつの有利な点は、共有が容易なことです。複数の
ユーザーが同じ仮想ディスクにアクセスする必要がある場合、それらの仮想
ディスクを参照して容易にクローンを回すことが可能です。例えば、サポー
トチームはリンククローンのバグを複製して、そのリンククローンを開発部
に電子メールすることができます。これは仮想マシンのサイズが GB( ギガバ
イト ) でない時のみ可能です。
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クローンの作成
このセクションでは次の項目においてのクローンの作成について説明しま
す。

･ 仮想マシンのクローン作成ウィザード (Clone Virtual Machine Wizard) 
(P.277)

･ リンククローンのリンククローンを作成 (P.280)
･ リンククローンの完全クローンを作成 (P.280)
注意 : Workstation の旧バージョン ( または他の VMware 製品 ) で作成され
たレガシー仮想マシンは、初めに Workstation 5 仮想マシンにアップグレー
ドする必要があります。アップグレードに関する詳細は、「仮想マシンの
アップグレード (P.63)」を参照してください。

仮想マシンのクローン作成ウィザード(Clone Virtual Machine 
Wizard)
仮想マシンのクローン作成ウィザードを使用して、複製の仮想マシンを稼動
するのに必要なものを全てコピーすることができます。親仮想マシンファイ
ルやディレクトリの位置付けをする必要はありません。 仮想マシンのクロー
ン作成ウィザードは、複製の仮想マシンのための新しい MAC アドレス、及
び他独自の ID を自動的に作成します。

注意 : パワーオンまたはサスペンド状態にある仮想マシンからクローンを
作成することはできません。クローンを作成する前に仮想マシンをパワーオ
フしてください。

仮想マシンのクローン作成ウィザードを使用してクローンを作成するには、
次の手順に従ってください。

1. クローン作成する仮想マシンを選択します。

お気に入りリストで仮想マシン名をクリックします。

または、

サマリウィンドウで仮想マシン名のタブをクリックします。

2. [VM] - [ クローンを作成 ](Windows ホスト ) または [VM] - [Clone](Linux
ホスト ) を選択して、[ 仮想マシンのクローン作成ウィザード ] または
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[Clone Virtual Machine Wizard] を開き 、[ 次へ ] または [Next] をクリッ
クします。

仮想マシンのクローン作成ウィザードの開始

3. 親仮想マシンのどの状態からクローンを作成するか選択し、[ 次へ ] ま
たは [Next] をクリックします。

クローン作成する親仮想マシンの状態を選択します。（ [ 現在の状態から ] または [ スナップ
ショットから ]）

２つの状態からクローンを作成することができます。

･ 親仮想マシンの現在の状態から
･ 親仮想マシンのスナップショットから ( ドロップダウンメニューから

既存のスナップショット名を選択します。）
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4. 作成するクローンのタイプを選択し、[ 次へ ] または [Next] をクリック
します。

リンクまたは完全クローンを選択

リンククローンまたは完全クローンを選択できます。タイプに関する
説明は、「クローンのタイプ (P.276)」を参照してください。

5. クローン仮想マシンの名前とパスを入力し、[ 完了 ] または [Finish] を
クリックします。

クローンの名前とパスを入力

デフォルトの名前とパスは、親仮想マシンの名前と場所に基づいて作
成されます。新しい名前とパスを入力、または [ 参照 (Brows)] ボタンを
使用してクローンファイルのディレクトリを検索することもできます。
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エントリを確認した後、[ 完了 ] または [Finish] をクリックします。仮
想マシンのクローン作成ウィザードがステータスページを表示します。

クローンの完了

複製される仮想ディスクのサイズによって異なりますが、完全クロー
ンの作成には数分要します。

6. [ 完了 ] または [Done] をクリックして [ 仮想マシンのクローン作成ウィ
ザード ] または [Clone Virtual Machine Wizard] を終了します。 

リンククローンのリンククローンを作成
リンククローンからリンククローンを作成することが可能です。その際、次
のことを留意してください。

･ これを行うとパフォーマンスが低下します。可能であれば、親仮想マ
シンのリンククローンを作成してください。

･ リンククローンのリンククローンをパワーオン ( 及び操作 ) する場合、 
Workstation はチェーンの上位にあるすべてのマシンを位置付けること
ができなければなりません。「リンククローンと親仮想マシンへのアク
セス (P.282)」を参照してください。

リンククローンの完全クローンを作成
リンククローンをソース ( 親仮想マシン ) として仮想マシンのクローン作成
ウィザードを実行できます。 

･ リンククローンは以前と同じように使用できます。
･ これによって作成された完全クローンは、リンククローンまたはその

上位にあるマシンへのアクセスを必要としない独立した仮想マシンに
なります。 

注意 : リンククローンから完全クローンを作成する場合、 Workstation は 仮
想マシンのクローン作成ウィザード実行時にリンククローンと上位にあるす
べてのマシンへのアクセスが必要になります。 「リンククローンと親仮想マ
シンへのアクセス (P.282)」を参照してください。
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クローンの操作
このセクションでは次の項目について説明します。

･ クローンのネットワーク ID
･ リンククローンのスナップショット
･ リンククローンと親仮想マシンへのアクセス (P.282)
･ 完全クローンと親仮想マシンのスナップショット (P.284)

クローンのネットワーク ID
仮想マシンのクローン作成ウィザードは、クローン仮想マシンの新しい
MAC アドレスを作成します。他の構成情報は親仮想マシンのものと同じで
す。例えば、マシン名と静的 IP アドレス構成は、仮想マシンのクローン作
成ウィザードによっては変更されません。

静的 IP アドレスとの競合を避けるには、 クローンをネットワークに接続する
前にクローンの静的 IP を変更します。静的 IP アドレス構成については、

「ホストオンリー (Host-Only) ネットワークや NAT 構成で IP アドレスを選択 
(P.340)」を参照してください。

リンククローンのスナップショット
Workstation 5 は、リンククローンが作成された時に、親仮想マシンのス
ナップショットを作成します。このスナップショットは、クローン作成時の
正確な仮想マシンの状態を保存します。

注意 : このスナップショットを削除すると、作成したリンククローンは破
棄されます。このスナップショット設定時に作成されたクローンを削除した
場合は、このスナップショットも削除するのが安全です。

スナップショットマネージャでスナップショット名を変更することができま
す。クローン仮想マシンのスナップショット名を変更する場合、その後のた
めに [ 説明 ] フィールドを使用することもできます。スナップショットの名
前変更についての詳細は「スナップショットマネージャ (P.263)」を参照し
てください。
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リンククローンと親仮想マシンへのアクセス
Workstation が親仮想マシンの位置付けに失敗した場合、リンククローンを
パワーオンまたはレジュームすることはできません。このセクションでは、
次の項目について説明します。

･ リンククローンを移動
･ リンククローンの親仮想マシンを保護

リンククローンを移動
リンククローンまたはその親仮想マシンをファイルシステムまたはネット
ワーク内で移動することが可能ですが、VMware Workstation が常にクロー
ンまたは親仮想マシンにアクセスできる状態にしてください。例えば、親仮
想マシンを共有ディレクトリまたはネットワークファイルサーバに置いて、
Workstation がネットワークアクセスを使用してホストコンピュータからリ
ンククローンを使用できるようにします。

リンククローンをラップトップに置いた場合、ラップトップが親仮想マシン
とネットワークまたはドライブに接続しない限り、クローン仮想マシンは使
用できません。切断されたラップトップでクローン仮想マシンを使用したい
場合は、完全クローンを使用します。

リンククローンの親仮想マシンを保護
リンククローンの親仮想マシンをテンプレートとして使用することにより、
その親仮想マシンを誤って削除してしまうことを防ぐことができます。この
セクションでは、その手順について説明します。

･ 親仮想マシンをテンプレートモードで使用
･ テンプレートからリンククローンを作成
親仮想マシンをテンプレートモードで使用  リンククローンの親仮想マシ
ンをテンプレートとして使用することにより、その親仮想マシンを誤って削
除してしまうことを防ぐことができます。 仮想マシンをテンプレートとして
指定するには、仮想マシン設定内でテンプレートモードを有効にします。

1. 仮想マシンを選択します。

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

3. [ オプション ] または [Option] を選択します。

4. [ 詳細 ] または [Advanced] をクリックします。
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5. [ クローン作成に使用するテンプレートモードを有効にする ] または
[Enable Template mode (to be used for cloning)] のチェックボックスを
チェックします。

6. [OK] をクリックします。

テンプレートモードを有効にすると、仮想マシンは削除したり、チームに追
加することはできません。また、テンプレートのスナップショットも削除す
ることはできません。 

テンプレートからリンククローンを作成  テンプレートモードにある親仮
想マシンからリンククローンを作成するには、仮想マシンのクローン作成
ウィザードの特別なオプションを使用します。

テンプレートからリンククローンを作成するには、次の手順に従ってくださ
い。

1. リンククローンの親仮想マシンとして使用する仮想マシンを選択しま
す。

2. テンプレートモードが有効になっていることを確認します。

「リンククローンの親仮想マシンを保護 (P.282)」を参照ください。

3. 親仮想マシンに、少なくとも 1 つのスナップショットが設定されてい
ることを確認します。

･ [ スナップショットマネージャ ] または [Snapshot Manager] を開きま
す。「スナップショットマネージャウィンドウ (P.264)」を参照してく
ださい。 

･ スナップショットが設定されていない場合は、設定してください。
「スナップショットの設定 (P.261)」を参照してください。

4. 仮想マシンが選択された状態で、[ 仮想マシンのクローン作成ウィザー
ド ] または [Clone Virtual Machine Wizard] を起動します。
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「仮想マシンのクローン作成ウィザード (Clone Virtual Machine Wizard) 
(P.277)」を参照してください。

5. [ 次へ ] または [Next] をクリックすると、クローンソースダイアログが
表示されます。

6. ドロップダウンメニューからスナップショットを選択し、[ 次へ ] また
は [Next] をクリックします。

仮想マシンのテンプレートモードが有効になっている場合は、[ 現在の
状態から (From current state)] を選択することはできません。

7. リンククローンの名前を入力し、[ 完了 ] または [Finish] をクリックし
ます。

リンククローンが作成され、ステータスダイアログが表示されます。

8. [ 完了 ] または [Done} をクリックしてウィザードを終了します。

完全クローンと親仮想マシンのスナップショット
完全クローンは、完全に独立した親仮想マシンのコピーです。しかし、完全
クローンはクローン作成時の親仮想マシンの状態のみを複製するので、完全
クローンは親仮想マシンのスナップショットにアクセスすることはできませ
ん。
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以下のセクションでは仮想マシンチームについて説明します。

･ チームの概要 (P.287)
･ チームの作成と削除 (P.288)
･ 仮想マシンの追加と削除 (P.294)
･ チームの開始と停止 (P.297)
･ チームネットワークの操作 (P.300)
･ 起動順 (P.304)
･ チームコンソールの操作 (P.306)
･ チーム設定を編集 (P.308)
･ チームのコマンドライン (P.313)
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チームの概要
VMware Workstation チームは、ホストコンピュータ上に設定する仮想コン
ピュータのグループです。チーム内の複数の仮想マシンは、同時にパワーオ
ンするなど、一緒に操作することが可能です。

チーム仮想マシンは、チーム外の仮想マシンと同じネットワークを使用する
ことができますが、さらにチームメンバーは、LAN セグメントというプラ
イベートネットワークで通信することが可能です。LAN セグメントは、ホ
ストコンピュータのネットワークからは不可視で完全に独立しています。

チーム設定が、仮想マシンの起動順と仮想マシン間の遅延時間をコントロー
ルします。 CPU の負荷が拡散するように仮想マシン間の遅延時間を設定しま
す。チームは設定した順と遅延時間に従って、仮想マシンを自動的に起動
し、次の仮想マシンが起動する前に各仮想マシンが安定するようにします。

チームは次のような場合に利用できます。

･ 多重層環境の仮想化　別々のクライアント / サーバー / データベース仮
想マシンを、クリック１つで開始する。サーバーの準備ができる前に、
クライアントがクエリーを送信しないように遅延時間を構成します。

･ 複数のマシンのテスト環境の仮想化　仮想マシンに QA( 品質保証 ) の
ためのソフトウェアパッケージを設定し、それをテストするために仮
想マシンに自動化の構成を行う。

･ ネットワークパフォーマンスとセキュリティの仮想化　LAN セグメン
トは強化されたパフォーマンスとセキュリティを提供します。 チーム
LAN セグメントは完全に阻止されており、チーム内または外部の他の
ネットワークからは検出やアクセスは不可能です。
チームネットワークでは次のことが可能です。

･ ホストネットワークからチームを完全に隔離する。
･ 仮想 DMZ またはプロキシサーバを作成し、チームメンバーを外部の

ネットワークに安全につなぐ。
･ チームの各仮想マシンに特定のネットワークバンド幅とパケットロ

スを設定する。
･ ホストリソースにすべてのチームメンバーを完全に接続する。
ホストネットワークとチームの仮想マシン間のすべてのトラフィック
をコントロールする。

･ 複数の仮想マシンのモニタリングを行う　サムネールを使用し、複数
のチーム仮想マシンのアクティビティを同時に表示させる。
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チームの作成と削除
このセクションでは次の項目について説明します。

･ 新規チームの作成 (P.288)
･ チームを開く (P.292)
･ チームを閉じる (P.292)
･ チームを削除 (P.292)

新規チームの作成
新規チームウィザード (New Team Wizard) を使用してチームを作成し、仮想
マシンを追加します。

1. [ ファイル ] - [ 新規 ] - [ チーム ] または [File] - [New] - [Team] を選択し
て、[ 新規チームウィザード ] または [New Team Wizard] を開きます。

New team Wizard の開始

2. [ 次へ ] または [Next] をクリックします。

3. チームの名前とパスを入力し、[ 次へ ] または [Next] をクリックしま
す 。

新しい仮想マシンチームに名前を付ける
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デフォルトの名前とパスは使用の仮想マシンの格納場所に基づいて作
られますが、新しい名前とパスを入力するか、参照ボタンを使用して
チームファイルの格納場所を決めることもできます。 

入力をの確認をしたら、[ 次へ ] または [Next] をクリックします。

4. ( オプション ) チームに仮想マシンを追加します。

新しいチームに仮想マシンを追加

[ 次へ ] または [Next] をクリックします。

[ いいえ、仮想マシンの追加は後で行います ] または [No, I will add 
virtual Machines later] を選択した場合は、 ステップ 9 に進みます。

[ はい ] または [Yes] を選択した場合は、ウィザードが続行します。

5. [ 追加 ] または [Add] をクリックして、仮想マシンをチームに追加しま
す。

ドロップダウンメニューが表示されます。次の 3 つのオプションから
選択します。

･ [ 新しい仮想マシン (New Virtual Machine)]　新規仮想マシンウィ
ザード (New Virtual Machine Wizard) が起動します。「新規仮想マシン
を作成する簡単な手順 (P.105)」を参照してください。
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･ [ 既存の仮想マシン (Existing Virtual Machine)]　ファイルブラウザが
開くので、ホストファイルシステムを使用して既存の .vmx ファイ
ルを検索します。
仮想マシンをチームに追加すると、その仮想マシンにチームの外部
からアクセスすることはできなくなります。「チームに既存の仮想マ
シンを追加 (P.294)」を参照してください。

注意 : サポートされていない仮想マシンや既にチームに属する仮想マ
シンを選択すると、Workstation はエラーメッセージを表示します。

･ [ 仮想マシンの新規クローンの作成 (New Clone of Virtual Machine)]
　ファイルブラウザが開くので、ホストファイルシステムを使用し
て既存の .vmx ファイルを検索します。仮想マシンを選択すると、
Workstation は仮想マシンのクローン作成ウィザード (Clone Virtual 
Machine Wizard) を起動します。「仮想マシンのクローン作成ウィ
ザード (Clone Virtual Machine Wizard) (P.277)」を参照してください。

[ 次へ ] または [Next] をクリックします。

6. ( オプショナル ) チームに LAN セグメントを追加します。

LAN セグメントに関する詳細は、「チームネットワークの操作 (P.300)」
を参照してください。

[ 次へ ] または [Next] をクリックします。
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[ いいえ、LAN セグメントの追加は後で行います (No, I will add LAN 
segments later)] を選択した場合は、 ステップ 9 に進みます。

[ はい ] または [Yes] を選択した場合は、ウィザードが続行します。

7. [ 追加 ] または [Add] をクリックして LAN セグメントを作成します。

デフォルトの名前とバンド幅の変更は後で行えます。手順は、「LAN セ
グメントとサマリ (P.310)」を参照してください。

[ 次へ ] または [Next] をクリックします。

8. チームの各仮想マシンにネットワーク接続を選択します。

各仮想マシンアダプタのネットワーク接続をチェックボックスに
チェックします。仮想 NIC1 枚に対して、１つのネットワーク接続を各
仮想マシンに設定することができます。

･ 仮想 NIC の追加と削除は後で行えます。詳細は「NIC（Network 
Interface Card） (P.300)」を参照してください。

･ 接続の変更は後で行えます。手順は、「LAN セグメントに接続または
LAN セグメントを変更」を参照してください。

9. [ 完了 ] または [Finish] をクリックして [ 新規チームウィザード ] または
[New Team Wizard] を閉じます。
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チームを開く
VMware Workstation でチームを開くには、次の手順に従ってください。

1. [ ファイル ] - [ 開く ] または [File] - [Open] を選択します。

2. 該当チームの .vmtmファイル場所を参照します。

3. ファイルを選択し、[ 開く ] または [Open] をクリックします。

選択したチームは、サマリウィンドウにタブ付きアイテムとして表示されま
す。チームをお気に入りリストに追加するには、「お気に入りリストに追加 
(P.76)」を参照してください。

チームを閉じる
チームを閉じると、そのサマリウィンドウが削除され、チームと仮想マシン
メンバーは VMware Workstation には表示されなくなりますが、[ ファイル
(File)] メニューからはチームを開くことができます。チームと仮想マシン
ファイルはホストファイルシステムに残ります。チームを完全にホストファ
イルシステムから削除するには「チームを削除」を参照してください。

チームを閉じるには、次の手順に従ってください。

注意 : チームを閉じる前に、必ずチームをパワーオフしてください。

1. 閉じるチームを選択します。

該当チームの [ サマリ / コンソール ] または [Summary/Console] タブを
クリックするか、お気に入りリストでチーム名を選択します。

2. [ ファイル ] - [ 閉じる ] または [File] - [Close] を選択します。

閉じたチームはサマリウィンドウから削除されます。チーム名をお気に入り
リストからも削除したい場合は、「お気に入りリストから削除 (P.77)」を参
照してください。

チームを削除
注意 : チームを完全削除することにより、チームファイルはホストファイ
ルシステムから削除され、関連する LAN セグメントもすべての仮想マシン
から永久に削除されます。仮想マシンファイルも永久に削除することができ
ます。

Workstation ウィンドウからリカバリー可能の状態でチームを削除するには、
「チームを閉じる」を参照してください。

チームを永久に削除するには、次の手順に従ってください。

注意 : チームを削除する前に、チームをパワーオフしてください。
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1. 削除するチームを選択します。

該当チームの [ サマリ / コンソール ] または [Summary/Console] タブを
クリックするか、お気に入りリストでチーム名を選択します。

2. [ チーム ] - [ ディスクから削除 ] または [Team] - [Delete from Disk] を選
択します。

3. チームのみを削除するか、チームとそのメンバーの仮想マシンも削除
するかを選択します。

チームを削除すると、すべてのチーム LAN セグメントも削除されます。 
削除された LAN セグメントと関連する仮想 NIC は切断されます。ブ
リッジ、ホストオンリー、NAT、及び カスタムの構成は変わりません。

4. [OK] をクリックします。

チーム ( またはチームとその仮想マシン ) は永久に VMware Workstation と
ホストファイルシステムから削除されます。

チームとお気に入り
リスト　パート１　

･チームを削除して
も、チーム名は自動
的にお気に入りリス
トから削除されませ
ん。お気に入りリス
トからチーム名を削
除するには「お気に
入りリストから削除 
(P.77)」を参照して
ください。
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仮想マシンの追加と削除
･ チームに既存の仮想マシンを追加 .
･ 仮想マシンをチームから削除 .
･ チームの仮想マシンをクローン
･ チーム仮想マシンの個々のパワーオペレーション

チームに既存の仮想マシンを追加
既存の仮想マシンをチームに追加するには、次の手順に従ってください。

1. [ チーム ] - [ 追加 ] - [ 既存の仮想マシン ]（Windows ホスト）または
[Team] - [Add] - [Existing Virtual Machine ...]（Linux ホスト）を選択しま
す。

file open ダイアログボックスが表示されます。

2. 追加する仮想マシンの .vmxファイルがあるフォルダを参照します。

3. .vmx ファイルを選択し、[ 開く ] または [Open] をクリックします。

仮想マシンがチームに追加されます。

仮想マシンをチームに追加する時は、次の点に考慮してください。

･ 実行中のチームに追加された時、仮想マシンはパワーオンされません。
現在のセッションで使用するには、手作業でその仮想マシンをパワー
オンしてください。それ以降は、追加された仮想マシンはチームと共
にパワーオン、パワーオフされるようになります。

･ 仮想マシンをチームに追加すると、その仮想マシンはチーム外のオペ
レーションから排除されます。従って、チームに追加された時点で、
お気に入りリストからも削除されます。

仮想マシンをチームから削除
仮想マシンをチームから削除するには、次の手順に従ってください。

1. 削除する仮想マシンが存在するチームを選択します。

チームの [ サマリ / コンソール ] または [Summary/Console] タブをク
リックするか、お気に入りリストからチーム名を選択します。

2. [ チーム ] - [ 削除 ] または [Team] - [Remove] を選択し、次に削除する仮
想マシンの名前を選択します。

仮想マシンはチームから削除されます。削除した仮想マシンは、チームに追
加される前と同様に独立した仮想マシンとして使用できます。
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注意 : 仮想マシンをチームから削除すると、仮想マシンはチームの LAN セ
グメントからも削除されます。LAN セグメントに関連付けられた仮想 NIC
は切断されます。 ブリッジ、ホストオンリー、NAT、及び vmnet の構成は変
わりません。 

仮想マシンを完全に削除し、そのファイルをホストファイルシステムから消
去する場合は、「仮想マシンの削除 (P.152)」を参照してください。

チームの仮想マシンをクローン
チームの仮想マシンのクローン作成は、チームのメンバーでない仮想マシン
のクローンを作成するのと同様に行えます。手順は、「クローンの作成 
(P.277)」を参照してください。チームの仮想マシンのクローンを作成する
際、以下の点を留意してください。

･ クローン仮想マシンは、チームのメンバーにはなりません。
･ クローン仮想マシンは、自動的にお気に入りリストとサマリウィンド

ウに表示されます。
･ 親仮想マシンが LAN セグメントに構成されている場合、クローン上の

その NIC は切断されます。手作業で仮想 NIC を構成し、ネットワーク
に接続してください。

チーム仮想マシンの個々のパワーオペレーション
チーム内の個々の仮想マシンのパワーオペレーションは [VM] メニューから
行います。

･ パワーオン ( Power On)　「仮想マシンの開始 (P.143)」を参照してくだ
さい。このコマンドは、ハードウェア PC をオンにした際に行われるこ
とをエミュレートします。

･ パワーオフ（Power off）　「仮想マシンのシャットダウン (P.147)」を参
照してください。このコマンドは、ハードウェア PC をオフにした際に
行われることをエミュレートします。 
注意 : 仮想マシンをオフにした時に仮想マシンがディスクに情報を書
き込んでいると、データが破損することがあります。詳細は、「仮想マ
シンのシャットダウン (P.147)」を参照してください。

･ サスペンド /レジューム（Suspend/Resume）　「仮想マシンのレジュー
ムとサスペンド (P.146)」を参照してください。

･ リセット（Reset)　「仮想マシンのリセット (P.149)」を参照してくださ
い。このコマンドは、実際のコンピュータのハードウェアリセットボ
タンの操作をエミュレートします。

チームとお気に入り
リスト　パート２　
･仮想マシンをチーム
に追加すると、その
仮想マシンは自動的
にお気に入りリスト
から削除されます。
しかし、チームから
仮想マシンを削除し
ても、仮想マシンは
自動的にお気に入り
リストには戻りませ
ん。チームから削除
した後に、手作業で
お気に入りリストに
追加する必要があり
ます。｢お気に入り
リストに追加 (P.76)」
を参照してくださ
い。
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注意 : 仮想マシンをリセットした時に仮想マシンがディスクに書き込
みを行っていると、データが破損することがあります。詳細は、「仮想
マシンのリセット (P.149) 」を参照ください。

･ ゲストのシャットダウン（Shut Down Guest）　このコマンドは、
シャットダウン信号をゲスト OS に送ります。一部のゲスト OS はこの
コマンドに応答しません。 

･ スクリプトを実行後にサスペンド（Suspend after running script ）　こ
のコマンドは、ゲスト OS をサスペンドする前にスクリプトを実行する
ように促します。スクリプトに関する詳細は、「コマンド参照リスト 
(P.94)」を参照してください。

･ レジューム後にスクリプトを実行 (Resume and run script）　このコマ
ンドは、ゲスト OS をレジュームした後にスクリプトを実行するように
促します。スクリプトに関する詳細は、「コマンド参照リスト (P.94)」
を参照してください。

･ パワーオン後にスクリプトを実行 (Power on and run script)　このコマ
ンドは、ゲスト OS をパワーオンした後にスクリプトを実行するように
促します。スクリプトに関する詳細は、「コマンド参照リスト (P.94)」
を参照してください。

･ ゲストの再起動（Restart Guest）　このコマンドは再起動信号をゲスト
OS に送ります。一部のゲスト OS は、このコマンドに応答しません。
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チームの開始と停止
チームのパワーオペレーションは、個々の仮想マシンのそれとほとんど同じ
です。しかし、チームのメンバーの起動順は構成可能です。

･ チームのパワーオン (P.297)
･ チームのパワーオフ (P.297)
･ チームのサスペンド (P.298)
･ チームのレジューム (P.298)
･ チーム仮想マシンの個々のパワーオペレーション (P.295)
注意 : チームがパワーオンの状態で VMware Workstation を閉じることはで
きません。

チームのパワーオン
チームの仮想マシンのパワーオンは、個々の仮想マシンをパワーオンするの
と同様に行われます。 

チームをパワーオンするには、次の手順に従ってください。

1. お気に入りリストでチームを選択します。

または、

該当するチームの [ サマリ ] または [Summary] タブをクリックします。

2. ツールバーの [ パワーオン ] または [Power on] アイコンをクリックしま
す。

または、

サマリウィンドウの [ チームをパワーオン ] または [Power On this 
team] をクリックします。

[ チーム (Team)] - [ 設定 (Settings)] に従ってチームはパワーオンを開始しま
す。詳細は、「起動順 (P.304)」を参照してください。

チームのパワーオフ
チームをパワーオフするには、次の手順に従ってください。

1. お気に入りリストでチームを選択します。

または、

チームの [ コンソール ] または [Console] タブをクリックして、該当の
チームのウィンドウをアクティブにします。
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2. ツールバーの [ パワーオフ ] または [Power Off] アイコンをクリックし
ます。

[ チーム (Team)] - [ 設定 (Settings)] に従ってチームはパワーオフを開始しま
す。 詳細は、「起動順 (P.304)」を参照してください。

チームのパワーオフと仮想マシンのシャットダウン
チームのパワーオフ時に、仮想マシンのデフォルト設定がゲスト OS の突然
の終了を引き起こす場合があります。チームのパワーオフ時に仮想マシンが
[ ゲストをシャットダウン (Shut Down Guest)] コマンドを認識する構成に関
しては、「仮想マシンのシャットダウン (P.147)」を参照してください。

チームのサスペンド
チームをサスペンドすると、チームのメンバーが全てサスペンドされます。

仮想マシンのチームをサスペンドするには、ツールバーの [ サスペンド
(Suspend)] をクリックします。

･ すべてのチーム仮想マシンが、同時にサスペンドを開始します。各
チームメンバーの進行状況が表示されます。[ チーム ] - [ 切り替え ] ま
たは [Team] - [Switch to] を選択し、次に仮想マシン名を選択して、別
のチームメンバーの進行状況を確認します。

･ 仮想マシンのサイズによって、オペレーションの完了に掛かる時間は
異なります。

チームのレジューム
仮想マシンのチームをレジュームするには、次の作業を行ってください。

1. お気に入りリストからレジュームするチームを選択します。

または、

レジュームするチームのサマリタブをクリックします。

2. ツールバーの [ パワーオン ] または [Power on] をクリックします。

または、

サマリウィンドウの [ チームを起動 ](Windows) または [Resume this 
Team](Linux) をクリックします。

進行状況が表示されます。仮想マシンのサイズによって、オペレー
ションの完了に掛かる時間は異なります。

チーム仮想マシンのサスペンドとレジュームオペレーションは、瞬時に行わ
れるものでも、同時に行われるものでもありません。チームのサスペンドと
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レジュームオペレーションが行われている間に、VMware Workstation を閉
じようとすると、警告ダイアログが表示されます。

起動順の設定によって、チーム仮想マシンのサスペンドとレジュームの順
序、及び、各チーム仮想マシンがレジュームする遅延時間が決定します。詳
細は、「チームの起動順を変更 (P.309)」を参照してください。

チームに属する個々の仮想マシンのスナップショットを設定
スナップショットは、仮想マシンに機能するものであって、チーム全体には
機能しません。チームがアクティブの時にツールバーの [ スナップショット
(Snapshoto)] ボタンを使用すると、アクティブの仮想マシンのみのスナップ
ショットが設定されます。

チームに属するすべての仮想マシンの状態を保存する場合は、チームをパ
ワーオフしてから、各仮想マシンでスナップショットを設定し、チームをも
う一度パワーオンします。

詳細は、「スナップショットの使用 (P.257)」を参照してください。
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チームネットワークの操作
チームの利点のひとつとして挙げられるのは、LAN セグメントというプラ
イベート仮想ネットワークに仮想マシンを隔離できることです。これは、多
重層のテスト、ネットワークパフォーマンスの分析、そして隔離とパケット
ロスの削減が重量な状況にある場合に有用です。

このセクションでは次の項目について説明します。

･ LAN セグメントの要件
･ チーム LAN セグメントを作成
･ LAN セグメントに接続または LAN セグメントを変更
･ LAN セグメントの名前を変更
･ LAN セグメントを削除

LAN セグメントの要件
仮想マシンを LAN セグメントに接続するためには、いくつかの必要条件が
あります。

NIC（Network Interface Card）
各物理ネットワーク接続を行うためには、ハードウェア PC に NIC が必要で
す。同様に、仮想マシンが交信する各 LAN セグメントのために、仮想マシ
ンを仮想ネットワークカードで構成する必要があります。仮想マシンを複数
の LAN セグメントに同時に接続するには、その仮想マシンを複数の NIC で
構成する必要があります。

LAN セグメントの IP アドレス
ネットワーククライアントには、TCP/IP ネットワーキングのために IP アド
レスが必要です。ホストネットワーキングとは違い、LAN セグメントには
VMware Workstation が自動的に提供する DHCP サーバがありません。従っ
て、LAN セグメントでチーム仮想マシンのための IP アドレスを手作業で構
成する必要があります。それには 2 つの基本的なオプションがあります。

･ DHCP　DHCP サーバを LAN セグメントに構成し、IP アドレスを仮想マ
シンに割当てる。 

･ Static IP　各仮想マシンの固定 IP アドレスを LAN セグメントで構成す
る。 

注意 : チームに既存の仮想マシンを追加した場合、仮想マシンが DHCP
サーバからの IP アドレスを受け入れるように構成されている場合がありま
す。しかし、仮想 LAN セグメントには自動 DHCP サーバはないので、手作
業で DHCP サーバを LAN セグメントに構成する必要があります。それでな
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ければ、追加された、または既存の仮想マシンに静止 IP アドレスを構成し
なければなりません。

これらの概念に関する詳細は、「仮想ネットワークの構成 (P.315)」を参照し
てください。

チーム LAN セグメントを作成
チームの仮想ネットワークを作成するには、次の手順に従ってください。

1. [ チーム ] - [ 追加 ](Windows ホスト ) または [Team] - [Add](Linux ホス
ト ) を選択します。

2. [LAN セグメント ] または [LAN Segment] をクリックします。

3. プライベートネットワークの名前を入力します。

LAN セグメントがチームに追加されます。

LAN セグメントに接続または LAN セグメントを変更
仮想マシンを LAN セグメントに接続するには、次の手順に従ってください。

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

[ 接続 ] または [Connections] タブでダイアログが開きます。

[ 接続 (Connections)] タブに、各仮想マシンの NIC が列になって表示さ
れます。例えば、仮想マシンに 2 枚の NIC がある場合、その仮想マシ
ンは 2 列に表示されます。

2. 各仮想 NIC に、LAN セグメントを選択します。

各列のボックスを１つチェックし、仮想 NIC の接続を設定します。

3. [OK] をクリックします。

仮想マシンが選択した LAN セグメントと接続します。
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LAN セグメントの名前を変更
既存の LAN セグメントの名前を変更するには、次の手順に従ってください。

1. [ チーム ] - [ 設定 ] または [Team] - [Settings] を選択します。

2. [LAN セグメント ] または [LAN Segments] をクリックします。

3. 名前を変更する LAN セグメントを選択します。

4. 新しい名前を [ 名前 ] または [Name] フィールドに入力します。

5. [OK] をクリックします。

LAN セグメントの名前が変更されます。

LAN セグメントを削除
LAN セグメントをチームから削除するには次の手順に従ってください。

1. [ チーム ] - [ 削除 ] - [LAN セグメント ] または [Team] - [Remove] - [LAN 
Segment] を選択します。

2. 削除するネットワークを選択します。

注意 : 確認ダイアログは表示されません。 [Team( チーム )] - [Remove
( 削除 )] メニューで選択した LAN セグメントは直ちに削除されます。

チーム設定ウィンドウから LAN セグメントを削除することも可能です。

1. [ チーム ] - [ 設定 ] または [Team] - [Settings] を選択します。

2. [LAN セグメント ] または [LAN Segments] をクリックします。

3. 削除する LAN セグメントを選択します。

4. [ 削除 ] または [Remove] をクリックします。

LAN セグメントが削除されます。
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削除された LAN セグメントに構成されていたすべての仮想 NIC は切断され
ます。仮想マシンをチームから削除した場合、手作業で NIC を構成し、
ネットワークに接続し直して下さい。
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起動順
起動順は、チームにパワーオン、パワーオフ、サスペンド、及びレジューム
を行った時の仮想マシンのアクティビティを決定します。

･ チーム仮想マシンの起動順　チーム仮想マシンは、設定された順に 1
台ずつ開始します。このオプションは、テストを行うためにアプリ
ケーションを実行する仮想マシンを、自動化されたテストスクリプト
を実行する他の仮想マシンより先に開始させたい場合等に役立ちます。

･ チームメンバー間の遅延時間　各仮想マシン間の開始または停止の間
隔を設定することができます。 遅延時間はホスト CPU の負荷を軽くし
たり、他のチームメンバーが接続を試みる前に特定の仮想マシン上の
アプリケーション起動する必要がある時に役立ちます。

チームの起動順の構成は、「チームの起動順を変更 (P.309)」を参照してくだ
さい。

遅延時間
チーム仮想マシンの起動遅延間隔が、デフォルトで 10 秒に設定されていま
す。パワーオン、パワーオフ、サスペンド、またはレジュームのコマンドを
チームに使用した時に、この遅延時間が開始します。 

･ パワーオンとレジュームは、遅延間隔も含め、チーム設定リストに設
定した順序に行われます。

･ パワーオフとサスペンドは、遅延間隔も含め、チーム設定リストに設
定した逆の順序に行われます。

次の仮想マシンを始動する前に、ゲスト OS を完全に起動し、アプリケー
ションを立ち上げる必要がある場合は、個人のニーズとソフトウェア構成に
基づいて適切な遅延時間を手作業で調節してください。

仮想マシンに相互依存性がある場合は、起動順を決める時に注意が必要で
す。起動順が高感度タイミング要件を満たす能力は、ゲスト OS、ソフト
ウェアアプリケーション、及びハードウェアに大きく左右されます。

仮想マシンで試してみてください。始動の矛盾によって仮想マシン相互作用
が使用不可になるのを防ぐために、 ホストとゲスト OS 環境の変数を確認し
てください。

･ ホスト CPU 負荷を軽くする。不必要なバックグラウンドプロセスをホ
ストとゲストから除去する。

･ 起動順に影響与えるゲスト OS サービスとアプリケーションの最適化を
行う。

 10 秒の遅延時間デ
フォルト
･I ストップウォッチ
を使用して、一連の
ハードウェア PC を
パワーオンすると想
定してください。ス
トップウォッチが
10 秒を過ぎる度に、
次の PC のパワーオ
ンボタンを押してい
きます。ストップ
ウォッチが遅延時間
を決定するので、
OS の起動時間、
サービスとアプリ
ケーションのロード
時間に関わりなく、
10 秒毎にボタンを
押します。前にパ
ワーボタンを押した
PC の起動が完了し
ていなくてもストッ
プウォッチに従っ
て、次の PC を始動
します。

･必要に応じて、起動
順の微調整を行って
ください。
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･ チーム内のパケットロスあるいは無関係なネットワークトラフィック
からの干渉を防ぐ為に、LAN セグメントの使用を考慮する。
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チームコンソールの操作
このセクションでは、チームの操作に関する次の項目にについて説明しま
す。

･ チームのディスプレイ
･ アクティブ仮想マシン

チームのディスプレイ
VMware Workstation は、サマリビューまたはコンソールビューにチームを
表示します。

･ サマリビューはいつでも表示できます。サマリビューに関する詳細は
「サマリビュー (P.71)」を参照してください。

･ コンソールビューは、チームがパワーオンされている時にのみ表示で
きます。コンソールビューはアクティブの仮想マシンを表示し、その
上に他すべてのチームメンバーをスクロール表示します。グラブバー
を使用して相対領域のサイズ変更が行えます。

パワーオンされたチームのコンソールウィンドウ (Windows ホスト )
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アクティブ仮想マシン
チームが紹介される前は、Workstation コンソールウィンドウは、１つのコ
ンソールタブに 1 台の仮想マシンしか表示しなかったので、このアクティ
ブ仮想マシンは明らかでしたが、チームコンソールは複数の仮想マシンをサ
ムネールとして表示するため、Workstation に「アクティブ仮想マシン」と
いう概念が取り入れられました。

チームをコンソールに表示すると、Workstation のメニューとコマンドで、
ペインの下に表示される 1 台の仮想マシンのみを直接操作することができ
ます。これが「アクティブ」仮想マシンです。

チームのサムネール
チームがパワーオンされると、コンソールの上部にサムネールが表示されま
す。サムネールはチームに属する仮想マシンを示します。チーム内の仮想マ
シンの数が多い場合は、サムネールをスクロールして表示させます。 

サムネールの表示順は、チームの起動順の設定によって決まります。初めに
起動される仮想マシンのサムネールは一番左に表示されます、それに続く仮
想マシンのサムネールは順に右に表示されます。

Workstation サムネールをリアルタイムでアップデートし、実際の仮想マシ
ンの画面を表示します。 しかし、コンソールのペイン下部に表示されている
アクティブ仮想マシンは VMware アイコンで表されます。

アクティブ仮想マシンの変更
サムネールの列に表示されている仮想マシンをクリックすると、その仮想マ
シンはアクティブ仮想マシンになります。アクティブ仮想マシンはコンソー
ルのペイン下部に表示され、そのサムネールは VMwrae アイコンになりま
す。その前にアクティブであった仮想マシンの画面は、リアルタイムでアッ
プデートされ、サムネールに表示されます。

チームにフルスクリーンを使用
フルスクリーンモードでは、Workstation はアクティブ仮想マシンのみ表示
します。詳細は、「フルスクリーン切り替えモード (P.466)」を参照してくだ
さい。 
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チーム設定を編集
チームプロパティ
チームのプロパティを確認または変更するには、[ チーム (Team)] - [ 設定
(Settings)] を選択します。次のタブを使用して、チームの仮想マシンを構
成、チームの LAN セグメントを確認、または次のタブを使用してチーム名
を変更することができます。

･ 接続
･ 仮想マシン
･ LAN セグメント
･ オプション

接続
このウィンドウを開くには、次の手順に従ってください。

1. [ チーム ] - [ 設定 ] または [Team] - [Settings] を選択します。

2. [ 接続 ] または [Connections] をクリックします。

チーム設定の接続

このタブからチームの各仮想マシン名、ゲスト OS、及びチームの各メン
バーのネットワークと LAN セグメントとの関連付けを見ることができます。
さらに、この画面からネットワーク設定を変更することが可能です。
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仮想マシン
このウィンドウを開くには次の手順に従ってください。

1. [ チーム ] - [ 設定 ] または [Team] - [Settings] を選択します。

2. [ 仮想マシン ] または [Virtual Machines] をクリックします。

チーム設定の仮想マシン

このタブから、チームの仮想マシンの追加と削除、及び仮想マシンの起動順
の変更が行えます。

名前と遅延
チームに関連した仮想マシンのリストが左に表示されます。リストに起動順
が表示されます。

起動順の詳細
起動順の詳細ウィンドウで、仮想マシン間の遅延時間の構成を行えます。こ
の遅延時間は、パワーオン、パワーオフ、サスペンド及びレジュームオペ
レーションに適用されます。このオプションの詳細は、「チームの起動順を
変更 (P.309)」 を参照してください。

チームの起動順を変更
仮想マシンの遅延時間のデフォルトは 10 秒です。

チームメンバーの起動順を設定するには、次の手順に従ってください。

1. [ チーム ] - [ 設定 ] または [Team] - [Settings] を選択します。

2. [ 仮想マシン ] または [Virtual Machines] をクリックします。

3. 仮想マシンの起動順を設定します。

仮想マシンのリストで、起動順は一番上が最初で、一番下が最後です。
仮想マシンを選択し、上下ボタンを使用して順番を決めます。

4. 仮想マシン間の遅延時間を変更します。( オプション ) 
309



VMware Workstation 5ユーザーマニュアル
デフォルトは 10 秒です。この遅延時間を変更するには、上下矢印を使
用するか、フィールドに秒数を入力します。このオプションについて
の詳細は、「遅延時間 (P.304)」参照してください。

5. [OK] をクリックします。

変更が保存されます。

注意 : 起動順はチームのサスペンドとレジュームオペレーションとパワー
オペレーションに適用されます。

･ チーム仮想マシンは、遅延を含み起動順の逆の順番にサスペンドして
いきます。 

･ チーム仮想マシンは、遅延を含み起動順にレジュームしていきます。 

LAN セグメント
このウィンドウを開くには、次の手順に従ってください。

1. [ チーム ] - [ 設定 ] または [Team] - [Settings] を選択します。

2. [LAN セグメント ] または [LAN Segments] をクリックします。

チーム設定の LAN セグメント

このタブから、チームの LAN セグメント構成の追加、削除、名前変更が行
えます。さらに、LAN セグメントのネットワークトランスミッションプロ
パティもこのタブから構成できます。

LAN セグメントとサマリ
リストにチームに関連する LAN セグメントが表示されます。名前をクリッ
クして構成を行う LAN セグメントを選択してください。

設定
ウィンドウの右側にエミューレートされた LAN セグメントリンクの物理プ
ロパティのパラメータが表示されます。

･ 名前 (Name)　LAN セグメントの名前 
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名前を変更するには、[ 名前 (Name)] フィールドに新しい名前を入力し
ます。

･ バンド幅 (Bandwidth)　これは一般的なネットワークリンクのバンド幅
と待ち時間を示す抽象名を表示するドロップダウンメニューです。
接続タイプによってバンド幅を変更するには、プールダウンメニュー
から他の接続タイプを選択します。

･ Kbps　このフィールドで、数字スループットの上限を決めることがで
きます。ここでの変更は、バンド幅メニューで選択が行われると上書
きされます。 
バンド幅を変更するには、フィールドに直接数字を入力します。

･ パケットロス (Packet Loss)　パケット伝送総量に対するロスの割合で
測られるリンクの有効性とフォールトの指定
ネットワークの有効性を変更するには、フィールドに直接数字を入力
します。

変更を保存するには [OK] を、変更を破棄するには [ キャンセル (Cancel)] を
クリックしてください。

注意 : 実行中の仮想マシンは LAN 設定の変更を無視します。特定の仮想マ
シンに対する LAN セグメントへの変更は、その仮想マシンがパワーオン、
リセット、またはレジュームされた後にのみアクティブになります。

オプション
このウィンドウを開くには、次の手順に従ってください。

1. [ チーム ] - [ 設定 ] または [Team] - [Settings] を選択します。

2. [ オプション ] または [Options] をクリックします。

チーム設定のオプション
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名前
このリストには、現行のチーム名が表示されます。このタブからチーム名を
変更することができます。

チーム名を変更するには、次の手順に従ってください。

1. [ チーム ] - [ 設定 ] または [Team] - [Settings] を選択します。

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

3. [ チーム名 ] または [Team Name] フィールドに新しい名前を入力しま
す。

4. [OK] をクリックします。
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チームのコマンドライン
VMware Workstation には、チームの特定の操作をスクリプトするコマンド
ラインアプリケーションが備わっています。詳細は、「VMrun コマンドライ
ンアプリケーション (P.95) 」を参照してください。
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このセクションの前半では、VMware Workstation が提供している仮想ネッ
トワークコンポーネントの紹介、また仮想マシンとの使用方法を説明しま
す。セクションの後半では、1 部のネットワーク機能と特別な構成の詳細に
ついて説明します。

･ ネットワークの基礎 (P.318)
･ 仮想ネットワークのコンポーネント (P.319)
･ 一般的なネットワーク構成 (P.322)

･ ブリッジ (Bridge) ネットワーク (P.322)
･ ネットワークアドレス変換 (NAT) (P.324)
･ ホストオンリー (Host-Only) ネットワーク (P.326)

･ カスタムネットワーク構成 (P.327)
･ ネットワーク構成の変更 (P.331)

･ 仮想ネットワークアダプタの追加と変更 (P.331)
･ Windows ホストでブリッジネットワークオプションを構成 (P.332)
･ ホスト仮想アダプタの有効 / 無効化、追加及び削除 (P.336)

･ ネットワーク構成上級編 (P.340)
･ ホストオンリー (Host-Only) ネットワークや NAT 構成で IP アドレス

を選択 (P.340)
･ ホストオンリーネットワークでの IP パケットの漏洩の回避 (P.343)
･ 仮想マシンの MAC アドレスの維持と変更 (P.345)
･ Linux ホストでのホストオンリーネットワーク向けルーティング情報

の管理 (P.347)
･ Linux ホスト上のホストオンリーネットワークに関するその他の潜在

的問題点 (P.348)
･ 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ースを設

定 (P.349)
･ ２つの異なるホストオンリー (Host-Only) ネットワークの設定 (P.350)
･ ２つのホストオンリー (Host-Only) ネットワーク間のルーティング 

(P.354)
･ Linux ホスト上でプロミスキャスモードを使用して仮想イーサネット

アダプタを使用 (P.358)
･ NAT の概念 (P.359)

･ NAT の利用 (P.360)
･ ホストコンピュータと NAT ネットワーク (P.360)
･ NAT ネットワーク上の DHCP (P.360)
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･ NAT ネットワーク上の DNS (P.361)
･ NAT ネットワークから外部へアクセス (P.361)
･ NAT 構成 上級編 (P.362)
･ Windows ホストでのカスタム NAT/DHCP 構成 (P.366)
･ NAT を使用する際の注意点 (P.367)
･ NetLogon で NAT を使用 (P.368)
･ Linux の vmnetnat.conf ファイルのサンプル (P.370)

･ Linux ホストで Samba を使用 (P.372)
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ネットワークの基礎
VMware Workstation は、多様な構成を作成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。 

仮想マシン作成時に新規仮想マシンウィザード で [ 一般 (Typical)] セット
アップを選択すると、ブリッジネットワークが自動的に仮想マシンに設定さ
れます。 一般的な構成 ( ブリッジネットワーク、NAT、またはホストオン
リーネットワーク ) は、[ カスタム (Custom)] を選択して設定できます。
ウィザードが仮想マシンを適切な仮想ネットワークに接続します。

仮想マシン設定エディタ、仮想ネットワークエディタ (Windows ホスト )、
及びホストコンピュータに適切な設定を選択することにより、さらに特殊な
構成をも設定できます。

Windows ホストでは、全てのネットワーク構成に必要なソフトウェアは、
VMware Workstation のインストール時にインストールされます。Linux ホス
トでは、VMware Workstation インストール時に、仮想マシンにブリッジ
ネットワークとホストオンリーネットワークの両方を選択した場合、全ての
コンポーネントは利用可能になります。 

オプション 詳細

ブリッジネット
ワーク

仮想マシンは、ホストから独立したマシンであるかのように、ネッ
トワーク上で独自の ID を作成するデフォルトで構成されます。詳
細は、「ブリッジ (Bridge) ネットワーク (p.322)」を参照してくださ
い。

ネットワークアド
レス変換 (NAT)

仮想マシンは、ホストの IP と MAC アドレスを共有するデフォルト
で構成されます。仮想マシンとホストは外部に認識されないネット
ワーク ID を共有しています。

NAT は、ネットワーク管理者に１つの IP アドレスまたは MAC アド
レスを許可された時に役に立ちます。 さらに NAT は、同じ IP アド
レスまたはドメインで稼動している 2 台の仮想マシンの内、1 台の
仮想マシンを http 要求のために構成し、もう 1 台を ftp 要求のため
に構成する場合に役立ちます。 詳細は、｢ネットワークアドレス変
換 (NAT)(p.324) 」を参照してください。

ホストオンリー 仮想マシンは、そのホストのみにネットワークアクセスを許可する
デフォルトで構成されます。ホストオンリーは、接続はしているが
一般的に利用可能でないという安全な仮想マシンが必要な時に便利
です。詳細は、「ホストオンリー (Host-Only) ネットワーク (p.326)」
を参照してください。

カスタム 手作業で仮想マシンネットワーク接続を構成します。
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仮想ネットワークのコンポーネント
仮想ネットワークは次のデバイスから成っています。

･ 仮想スイッチ (P.319)
･ ブリッジ (Bridge) (P.319)
･ ホスト仮想アダプタ (P.320)
･ NAT デバイス (P.320)
･ DHCP サーバ (P.320)
･ ネットワークアダプタ (P.320)

仮想スイッチ
仮想スイッチは、物理スイッチと同様に仮想スイッチは他のネットワークコ
ンポーネント同士を接続します。VMware Workstation ソフトウェアは、必
要に応じて最大 9 個まで仮想 スイッチを作成します。1 つのスイッチには 1
つ以上の仮想マシンを接続することが可能です。

一部のスイッチとそのスイッチに関連付けられたネットワークは、デフォル
トで特定の構成に使用されます。ブリッジネットワークは通常 VMnet0 を使
用し、ホストオンリーは デフォルトで VMnet1 を、NAT ネットワークはデ
フォルトで VMnet8 を使用します。このスイッチは、標準の NAT 構成で使
用されます。残りは単に VMnet2、 VMnet3、VMnet4 等になります。

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 (Virtual 
Machine Settings Editor) 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 (Bridge)
ブリッジを使用すれば、ホストコンピュータが使用する LAN に仮想マシン
を接続することができます。ブリッジは、仮想マシンの仮想ネットワークア
ダプタをホストマシンの物理イーサネットアダプタに接続します。

ブリッジは VMware Workstation のインストール時に読み込まれます（Linux
がホストの場合、仮想マシンで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カスタム
構成では、仮想ブリッジを追加設定することが可能です。
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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 仮想イーサネットアダプタ」、Linux ホストでは「Host-only 
Interface」という名でホスト OS に認識されます。このアダプタは、ホスト
コンピュータとホスト上の仮想マシンとの通信を可能にします。ホスト仮想
アダプタはホストオンリー構成と NAT 構成で使用されます。

ホストコンピュータに特殊なソフトウェア（例えばプロキシサーバ）を設定
してホスト仮想アダプタを物理ネットワークアダプタに接続しない限り、ホ
スト仮想アダプタはいかなる外部ネットワークにも接続されません。

ホスト仮想アダプタを作成するソフトウェアは、VMware Workstation のイ
ンストール時にインストールされます（Linux がホストの場合、仮想マシン
での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。

必要に応じて、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、1 つしかない物理ネット
ワークの IP ネットワークアドレスをホストコンピュータが使用している場
合に、仮想マシンを外部ネットワークと接続するために使用します。NAT
を使えば、例えばホストコンピュータのダイヤルアップ接続あるいはホスト
のイーサネットアダプタまたは無線 (Window のみ ) イーサネットアダプタ
を利用して、仮想マシンをインターネットに接続することができます。NAT
は、トークンリングや ATM といった非イーサネットネットワークへの接続
が必要な場合にも便利です。

NAT デバイスは、VMware Workstation のインストール時に自動的にセット
アップされます（Linux がホストの場合、仮想マシンで NAT が使用できるよ
うに選択する必要があります）。

DHCP サーバ
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
新規仮想マシンウィザード (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
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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用して、各仮想マシンに 3 つまで仮想ネット
ワークアダプタを作成し、構成することができます。 
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一般的なネットワーク構成
ここでは、新規仮想マシンウィザード (New Virtual Machine Wizard) または
仮想マシン設定エディタ (Virtual Machine Settings editor）で標準のネット
ワークオプションを選択すると自動的にセットアップされるネットワーク構
成を説明します。

以下の各例では 1 台の仮想マシンしか使用していませんが、同じ仮想イー
サネットスイッチに複数の仮想マシンを接続することができます。
Windows がホストの場合、1 つの仮想スイッチに接続できる仮想ネット
ワークデバイスの数には制限がありません。Linux ホストでは、最大 32 の
デバイスを接続できます。

ブリッジ (Bridge) ネットワーク

ブリッジネットワークは、ホストのイーサネットアダプタを使用して仮想マシンをネット
ワークに接続します。

ブリッジネットワークは、新規仮想マシンウィザード (New VIrtual Machine 
Wizard) で [ ブリッジネットワークを使用 (Use bridged networking)] を選択
するか、あるいはこれらのウィザードで [ 一般 (Typical)] セットアップを選
択すると、自動的にセットアップされます。Linux ホストでは、VMware 
Workstation のインストール時に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は選択できません。

ホストコンピュータがイーサネット ネットワークに接続されている場合、
一般的にこのオプションは仮想マシンをネットワークにアクセスさせる最も
簡単な方法です。Windows/Linux ホストのいずれでも、ブリッジネット

ホスト
イーサネット
アダプタ

仮想マシン

仮想
イーサネット
アダプタ

仮想イーサネットスイッチ
(VMnet0)

仮想ブリッジ
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ワークを利用して有線ネットワークにも接続することができます。また、
Windows ホストの無線ブリッジネットワークもサポートされています。

ブリッジネットワークを使用する場合、仮想マシンはそのネットワークに独
自の ID を持たなければなりません。 例えば TCP/IP ネットワークでは、仮想
マシンに独自の IP アドレスが必要です。仮想マシンが利用できる IP アドレ
スの有無やゲスト OS で使用するネットワーク設定に関する質問は、各ユー
ザーのシステム管理者に尋ねてください。一般的に IP アドレスなどのネッ
トワーク詳細は、ゲスト OS が DHCP サーバから自動的に取得してくるか、
ゲスト OS に手作業で設定するかのどちらかです。

ブリッジネットワークを使用する場合、仮想マシンはネットワークに独立し
た存在として参加します。ネットワーク上の他のマシンにアクセスすること
ができますし、ネットワーク上の他のマシンも仮想マシンを物理コンピュー
タと認識して接続します。

複数の OS をブートするように設定されたホストコンピュータで、その OS
の内 1 つ以上を仮想マシンから実行する場合、各 OS に独自のネットワーク
アドレスを構成する必要がありますので注意してください。複数の OS を
ブートする場合、ユーザーが一度に 1 つの OS しか実行しないと想定して、
すべてのシステムに同じアドレスを割り当ててしまうことがよくあります。
仮想マシンでこれらの OS を 1 つ以上実行する場合、上記の想定は当てはま
らなくなります。

新規仮想マシンウィザード (New Virtual Machine Wizardz) で別のネットワー
ク構成を選択した場合でも、 [VM] - [ 設定 (Settings)] を選択し、仮想マシン設
定エディタを使用して、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.331)] を参照してください。
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ネットワークアドレス変換 (NAT)

NAT では、ホストマシンの IP アドレスを使用して 仮想マシンがネットワークリソースにアク
セスします。

NAT 接続は、新規仮想マシンウィザード (New Virtual Machine Wizard) の
[ カスタム (Custom)] セットアップで、[NAT を使用 (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
用して 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 を使用して 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

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

ネットワーク
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想マシンに接続を開始することはできません。つまり、デフォルトの構成で
は、例えば仮想マシンを Web サーバとして使用し、Web ページを外部ネッ
トワークのコンピュータに送信することはできません。 

新規仮想マシンウィザード (New Virtual Machine Wizard) で別のネットワー
ク構成を選択した場合でも、[VM] - [ 設定 (Settings)] を選択し、仮想マシン
設定 エディタを使用して、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.331)」を参照してください。
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ホストオンリー (Host-Only) ネットワーク

ホストオンリーネットワークは、ホストコンピュータ内部で完結するネットワークを作成
します。

ホストオンリーネットワークは、新規仮想マシンウィザード (New Virtual 
Machine Wizard) で [ ホストオンリーネットワークを使用 (Use Host-Only 
Networking)] を選択すると、 自動的にセットアップされます。 Linux ホストで
は、VMware Workstation のインストール時に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、独自の TCP/IP ネットワークに接続されます。このネットワーク上
のアドレスは、VMware DHCP サーバから与えられます。

新規仮想マシンウィザード (New Virtual Machine Wizard) で別のネットワー
ク構成を選択した場合でも、([VM] - [ 設定 (Settings)] を選択し、仮想マシン
設定エディタを使用して、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.331)」を参照してください。

ホスト仮想 
アダプタ

仮想マシン

仮想
イーサネット
アダプタ

仮想イーサネットスイッチ
(VMnet1)

DHCPサーバ
ルーティング及び
接続共有
･ホストコンピュータ
に適正ルーティング
またはプロキシソフ
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 間の接続を構築
することができま
す。これにより、仮
想マシンをトークン
リングまたは他の非
イーサネットネット
ワークに接続するこ
と等が可能になりま
す。 

･Windows 2000/XP/
Server 2003 ホスト
では、ホストオン
リーネットワークを
Windows のイン
ターネット接続共有
機能と併用すれば、
仮想マシンでホスト
のダイヤルアップ
ネットワーク接続等
のインターネット接
続を利用することが
可能です。インター
ネット接続共有機能
に関する詳しい情報
は、該当する
Windows のドキュ
メントを参照してく
ださい。
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カスタムネットワーク構成
VMware Workstation が提供する仮想ネットワークコンポーネントを使用す
れば、高度な仮想ネットワークを構築することができます。このような仮想
ネットワークは、外部ネットワークに接続することも、ホストコンピュータ
上で完全に独立して実行することも可能です。

仮想ネットワークをカスタム化するためのネットワークコンポーネントを設
定する作業は容易です。複雑な仮想ネットワークを構築する前に、ホストと
ゲスト OS へのネットワークデバイスの構成を理解する必要があります。

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については、「ネットワーク構成
上級編 (P.340)」と［NAT の概念 (P.359)」を参照してください。

.

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用して Web サーバに接
続可能です。
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この構成をセットアップするには、4 台の仮想マシンを作成し、 仮想マシン
設定エディタ (Virtual Machine Settings editor) を使用して仮想マシンの仮想
イーサネットアダプタの設定を調整します。 また、各仮想マシンに適当なゲ
スト OS とアプリケーションをインストールし、それぞれに必要なネット
ワーク設定を行う必要があります。 

1. 新規仮想マシンウィザード (New Virtual Machine Wizard) を使用して、
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用して外部
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ます。仮想
イーサネットアダプタは後で設定します。

2. VMware Workstation を起動し、仮想マシン 1 を開きます。この時仮想
マシンをオンにしないでください。

[VM] - [ 設定 (Settings)] を選択し、仮想マシン設定エディタを使用して、
「ネットワーク構成の変更 (P.331)」 の手順に従って 2 番目の仮想ネット
ワークアダプタを追加します。 2番目のアダプタを [カスタム (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. VMware Workstation が実行中でなければ起動します。 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] - [ 設定 ] または [VM] - [Settings]) を使用
して、仮想ネットワークアダプタを追加します。アダプタを [ カスタム
] または [Custom] (VMnet2) に接続します。

[OK] をクリックして構成を保存し、仮想マシン設定エディタを終了し
ます。

4. VMware Workstation が実行中でなければ起動します。 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 ([VM] - [ 設定 ] または [VM] - [Settings]) を使用
して、仮想ネットワークアダプタを追加します。アダプタを [ カスタ
ム ] または [Custom](VMnet2) に接続します。

仮想マシン設定エディタを使用して、2 番目の仮想ネットワークアダプ
タを追加します。アダプタを [ カスタム ] または [Custom](VMnet3) に
接続します。
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[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. VMware Workstation が実行中でなければ起動します。 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。

仮想マシン設定エディタ ([VM] - [ 設定 ] または [VM] - [Settings]) を使用
して仮想ネットワークアダプタを追加します。アダプタを [ カスタム ] 
または [Custom](VMnet3) に接続します。

[OK] をクリックして構成を保存し、仮想マシン設定エディタを終了し
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、 Workstation の DHCP サーバを利用することができます。
[ 編集 ] - [ 仮想ネットワークの設定 ] - [DHCP] を選択し、仮想 DHCP
サーバがサービスを提供する仮想ネットワークのリストに VMnet2 と
VMnet3 を追加します。この場合、ステップ 9 の作業に進んでくださ
い。
Windows がホストの場合、ホストでコマンドプロンプトを表示して、 
ipconfig /allを実行します。各仮想アダプタが使用しているネット
ワークアドレスを書きとめておいてください。

Linux がホストの場合、コンソールかホストのターミナルウィンドウで 
ifconfigを実行します。各仮想スイッチが使用しているネットワーク
アドレスを確認します。

7. VMware Workstation をスタートし、各仮想マシンを順に起動してゲス
ト OS をインストールします。

8. 各ゲスト OS でネットワークを構成します。 

仮想マシン 1 のブリッジイーサネットアダプタには、外部ネットワー
クへの接続に必要なネットワーク設定を使用します。仮想マシンが外
部ネットワーク上の DHCP サーバから IP アドレスを割り当てられる場
合、デフォルトの設定で動作します。

仮想マシン 1 の 2 番目のイーサネットアダプタには、 VMnet2 で使用す
る値域内の 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。
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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
します。
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ネットワーク構成の変更
[VM] - [ 設定 (Settings)] を選択し、仮想マシン設定エディタ (Virtual Machine 
Settings editor) を使用して仮想マシンに仮想イーサネットアダプタを追加
し、既存のアダプタの構成を変更することができます。

･ 仮想ネットワークアダプタの追加と変更 (P.331)
･ Windows ホストでブリッジネットワークオプションを構成 (P.332)
･ ホスト仮想アダプタの有効 / 無効化、追加及び削除 (P.336)

仮想ネットワークアダプタの追加と変更

新しい仮想イーサネットアダプタは、次の手順で追加できます。

1. アダプタを追加する仮想マシンはオフにしておきます。

2. 仮想マシン設定エディタ ([VM] - [ 設定 ] または [VM] - [Settings]) を起動
します。

3. [ 追加 ] または [Add] をクリックします。

4. [ ハードウェア追加 ] または [Add Hardware] ウィザードが表示されます
ので、[ ネットワークアダプタ ] または [Network Adapter] を選択してか
ら [ 次へ ] または [Next] をクリックします。

5. [ ブリッジ ]、[NAT]、[ ホストオンリー ]、[ カスタム ] または [Bridged]、
[NAT]、[Host-only]、[Custom] のネットワークタイプから使用するネッ
トワークタイプを選択します。

6. [ カスタム ] または [Custom] を選択した場合は、使用する VMnet ネッ
トワークをドロップダウンリストから選択します。

注意 : VMnet0、VMnet1 及び VMnet8 もリストから選択できますが、通
常これらは順にブリッジ、ホストオンリー及び NAT 構成に使用されま
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す。これらのスイッチをカスタム構成で使用するには、特別な手順が
必要です。他のスイッチを選択することをお勧めします。

7. [ 完了 ] または [Finish] をクリックすると、新しいアダプタが追加され
ます。

8. [OK] をクリックして構成を保存し、仮想マシン設定エディタを終了し
ます。

既存の仮想ネットワークアダプタの構成を変更するには、次の手順に従って
ください。

1. 仮想マシン設定エディタ ([VM] - [ 設定 ] または [VM] - [Settings]) を開き
ます。

2. 変更するアダプタを選択します。

3. [ ブリッジ ]、[NAT]、[ ホストオンリー ]、[ カスタム ] または [Bridged]、
[NAT]、[Host-only]、[Custom] のネットワークタイプから、使用する
ネットワークタイプを選択します。

4. [ カスタム ] または [Custom] を選択した場合は、そのネットワークで使
用する VMnet 仮想ネットワークをドロップダウンリストから選択しま
す。

5. [OK] をクリックして構成を保存し、仮想マシン設定エディタを終了し
ます。

6. ゲスト OS が新しいネットワークで正しい IP アドレスを使用するよう
に構成されているか確認します。ゲストが DHCP を使用している場合、
リースを解放してから取得します。IP アドレスを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
ることを確認します。

Windowsホストでブリッジネットワークオプションを構成
ホストからブリッジネットワークの設定を表示、変更することが可能です。
この操作によって、 ホストでブリッジネットワークを使用する全仮想マシン
の設定が変更されます。

次の手順で、ホスト上のどのネットワークアダプタをブリッジネットワーク
に使用するか指定することができます。特定のネットワークアダプタを特定
の仮想ネットワーク (VMnet) にマッピングすることが可能です。

1. VMware Workstation のウィンドウを表示します。

2. [ 編集 ] - [ 仮想ネットワークの設定 ] を選択します。
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仮想ネットワークエディタが、[ 全般 ] タブがアクティブな状態で表示
されます。

3. デフォルトで、VMnet0 仮想ネットワークはブリッジモードに設定され
ており、ホストコンピュータ上で有効なイーサネットアダプタの 1 つ
にブリッジ接続されます。

使用されるアダプタは自動的に選出されます。[ 自動ブリッジ ] タブの
オプションを使えば、選択されるアダプタを制限できます。

（VMware Workstation でホストオンリーネットワークや NAT が有効に
なっている場合、それぞれ VMnet1 と VMnet8 がデフォルトの仮想ネッ
トワークとして表示されます。）

4. VMnet0 がブリッジ接続を試みるアダプタの一覧から特定の物理イーサ
ネットアダプタを削除し、接続されないようにするには、[ 自動ブリッ
ジ ] タブをクリックします。[ 追加 ] をクリックして該当するアダプタ
を除外するデバイスの一覧に登録すれば、そのイーサネットアダプタ
は接続対象から除外されます。
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[ ネットワークアダプタ選択 ] ダイアログで除外するアダプタを選択し、
[OK] をクリックします。

除外アダプタの一覧から特定のアダプタを削除して接続可能にするに
は、一覧から該当するアダプタ名を選択して [ 削除 ] をクリックします。

5. 物理イーサネットアダプタを VMnet2 ～ VMnet7 の仮想スイッチ上のブ
リッジネットワーク向けに使用するように指定する場合は [ ホスト仮想
ネットワーク割り当て ] タブをクリックします。使用する仮想スイッチ
名の横にあるドロップダウンリストから、アダプタを選択します。

注意 : ブリッジアダプタのマッピングを変更する際には、注意が必要
です。物理イーサネットアダプタを別の仮想ネットワークに割り当てる
と、元のネットワークを使用していた仮想マシンは、そのネットワーク
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を使用したネットワーク接続を失うことになります。 この場合、影響を受
ける各仮想マシンのネットワークアダプタの設定を個別に変更しなけれ
ばなりません。特に、ホストに物理イーサネットアダプタが 1 つしか設
定されておらず、それを VMnet0 以外の VMnet に割り当て直した場合は、
問題が生じます。VMnet は依然として自動的に選択されたアダプタにブ
リッジ接続されているように見えますが、使用可能な唯一のアダプタが
別の VMnet に割り当てられているという事態が生じてしまうからです。

6. 仮想ネットワークのサブネット設定あるいは DHCP 設定を変更するに
は、構成したい仮想ネットワークの右側のボタンをクリックして、[ サ
ブネット ] か [DHCP] を選択します。

7. [ サブネット ] ダイアログでは、サブネットの IP アドレスやサブネット
マスクを変更することができます。

ここで指定するアドレスは、サブネットマスクでの使用に適した有効
なネットワークアドレスでなければなりません。 

デフォルトのサブネットマスクは 255.255.255.0（クラス C ネットワーク）
です。つまり、変更が必要なのは通常 IP アドレスの 3 番目の数字、例え
ば 192.168.x.0 や 172.16.x.0 の x の箇所だけです。一般的にサブネットマス
クは変更しないでください。カスタマイズされたサブネットマスクでは、
特定の仮想ネットワークサービスが正常に動作しないことがあります。 

ネットワークアドレスやサブネットマスクを変更すると、VMware 
Workstation はその仮想ネットワーク上の他のコンポネント（ DHCP、
NAT 及びホスト仮想アダプタ）向け IP アドレスの設定も自動的に新し
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い設定を反映するように更新します。自動的に更新される設定には、
DHCP リースの範囲、DHCP サーバアドレス、NAT ゲートウェイアドレ
ス及びホスト仮想アダプタの IP アドレスが含まれます。ただし、これ
らの設定を一度デフォルトから変更すると、後でデフォルトに設定を
戻した場合でも、VMware Workstation はそれをカスタム設定とみなし、
その設定を自動更新しません。

8. [DHCP 設定 ] ダイアログでは、特定の仮想ネットワークで DHCP サー
バが提供する IP アドレスの範囲を変更することができます。また、仮
想ネットワーク上のクライアントに提供されるリースの有効期間を設
定することも可能です。

9. [VMware ネットワーク構成 ] ダイアログの各パネルで必要な変更をすべ
て行ったら、[OK] をクリックします。

ホスト仮想アダプタの有効 / 無効化、追加及び削除
VMware Workstation をインストールすると、ホストオンリー (Host-only)
ネットワークと NAT ネットワークのそれぞれに接続するために必要な 2 つ
のネットワークアダプタがホスト OS の構成に追加されます。 

これらのアダプタを使用しない場合は、削除することができます
（Windows がホストの場合、削除する代わりにアダプタを無効にすることも
可能です）。余分なアダプタにもブロードキャストパケットが送信されるた
め、使用しないアダプタが存在すると、パフォーマンスが多少低下します。
Windows のネットワークを使用する時に、ネットワークの検索スピードが
通常より低下する可能性があります。また場合によっては、このようなアダ
プタがホストコンピュータのネットワーク構成に不正に干渉するかもしれま
せん。 
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Windows 2000/XP/Server 2003 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用して不必要なアダプタを無効にします。 

1. [ 編集 ] - [ 仮想ネットワークの設定 ] - [ ホスト仮想アダプタ ] を選択し
ます。

2. 無効にしたいアダプタを選択します。

3. [ アダプタを無効にする ] をクリックします。

4. [OK] をクリックします。

Windows ホストで無効ホスト仮想アダプタを有効にする
Windows ホストで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. [ 編集 ] - [ 仮想ネットワークの設定 ] - [ ホスト仮想アダプタ ] を選択し
ます。

2. 無効になっているアダプタから有効にするものを選択します。

3. [ アダプタを有効にする ] をクリックします。

4. [OK] をクリックします。

Windows ホストにホスト仮想アダプタを追加する
Windows ホストにホスト仮想アダプタを追加するには、次の手順に従って
ください。

1. [ 編集 ] - [ 仮想ネットワークの設定 ] - [ ホスト仮想アダプタ ] を選択し
ます。

2. [ 新しくアダプタを追加 ] をクリックします。

3. アダプタを使用する仮想ネットワークを選択し、[OK] をクリックします。

4. [ 適用 ] または [OK] をクリックします。
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･ ウインドウを閉じずにアダプタを有効にするには [ 適用 ] をクリック
します。この場合はさらに構成の変更が可能です。

･ 仮想ネットワークエディタを閉じるには [OK] をクリックします。

Windows ホストからホスト仮想アダプタを削除する
1. [ 編集 ] - [ 仮想ネットワークの設定 ] - [ ホスト仮想アダプタ ] を選択し

ます。

2. 削除するアダプタを選択して [ アダプタの削除 ] をクリックします。

3. [OK] をクリックします。

Linux ホストからホスト仮想アダプタを削除する
1. root の権限で VMware Workstation 構成プログラムを実行します。

su
vmware-config.pl

2. 次のような質問が表示されます。
Do you want networking for your Virtual Machines? (yes/
no/help) [yes] 

仮想マシンでネットワークを引き続き使用したい場合は、[Yes] と回答
してから次の質問に進みます。

[No] と回答すると、すべてのネットワークが削除されます。

3. [Yes] と回答すると、ネットワーク構成の編集にウィザードとエディタ
のどちらを使用するか指定するように促すプロンプトが表示されます。
ここでエディタを選択します。仮想ネットワークアダプタをすべて消
去することなく、その一部を削除するには、この方法しかありません。
Would you prefer to modify your existing networking 
configuration using the wizard or the editor? (wizard/
editor/help) [wizard] editor
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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ます。
The following virtual networks have been defined:

. vmnet0 is bridged to eth0

. vmnet1 is a host-only network on subnet 172.16.155.0.

. vmnet8 is NAT network on a private subnet 172.16.107.0.

Which virtual network do you wish to configure? (0-99) 1

5. 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
このセクションでは、高度なネットワーク項目を挙げています。

･ ホストオンリー (Host-Only) ネットワークや NAT 構成で IP アドレスを
選択 (P.340)

･ ホストオンリーネットワークでの IP パケットの漏洩の回避 (P.343)
･ 仮想マシンの MAC アドレスの維持と変更 (P.345)
･ Linux ホストでのホストオンリーネットワーク向けルーティング情報の

管理 (P.347)
･ Linux ホスト上のホストオンリーネットワークに関するその他の潜在的

問題点 (P.348)
･ 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ースを設定 

(P.349)
･ ２つの異なるホストオンリー (Host-Only) ネットワークの設定 (P.350)
･ ２つのホストオンリー (Host-Only) ネットワーク間のルーティング 

(P.354)
･ Linux ホスト上でプロミスキャスモードを使用して仮想イーサネットア

ダプタを使用 (P.358)

ホストオンリー(Host-Only)ネットワークやNAT構成でIPアド
レスを選択
ホストオンリーネットワークは、プライベートな仮想ネットワークです。ホ
ストとホストオンリーネットワークに設定された仮想マシンはすべて、同じ
仮想スイッチを使用し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用してそのネットワークに
接続されます。ホストコンピュータもホスト仮想アダプタを使用して NAT
が使用するプライベートネットワークに接続されます。

各仮想マシンとホストには、プライベートネットワーク上のアドレスを割り
当てる必要があります。これは、一般的には VMware Workstation が提供す
る DHCP サーバを使用して行われます。このサーバは、ブリッジネット
ワークにある仮想（または物理）マシンにはサービスを提供しませんので、
注意してください。
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DHCP サーバが割り当てるものとは別のアドレスを一覧から「静的に」割り
当てることも可能です。

VMware Workstation のインストール時にホストオンリーネットワークを有
効にすると、その仮想ネットワークに使用するネットワーク番号が、未使用
のプライベート IP ネットワーク番号として自動的に選択されます。どの
ネットワークが使用されているかを確認するには、Windows がホストの場
合、[ 編集 ] - [ 仮想ネットワークの設定 ] を選択し、該当する仮想ネット
ワークに割当てられているサブネット番号を確認します。Linux ホストで
は、ターミナルから ifconfigを実行してください。 

NAT 構成も、VMware Workstation のインストール時に自動的に選択される
未使用のプライベートネットワークを使用します。使用されているネット
ワークを確認するには、Windows がホストの場合、[ 編集 ] - [ 仮想ネット
ワークの設定 ] を選択して、どの仮想ネットワークに関連付けられているサ
ブネット番号をチェックしてください。Linux がホストの場合、ターミナル
から ifconfigを実行してください。 

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用したい場合、プライベートネットワークにネーミン
グ規約かネームサーバ、あるいはその両方を設定しなければなりません。こ
の場合は、静的な IP アドレスを使用したほうが簡単かもしれません。

一般的に、頻繁にあるいは長期にわたって使用する仮想マシンには、静的な
IP アドレスを割り当てるか、仮想マシンに常に同じ IP アドレスを割り当て
るように VMware DHCP サーバを構成した方が便利です。 

Linux ホストで DHCP サーバを構成
Linux がホストの場合、VMnet1 の DHCP 構成ファイル (/etc/vmware/
vmnet1/dhcp/dhcp.conf )を編集してホストオンリー向けのDHCPサーバ
を構成します。NAT ネットワーク向けの DHCP サーバを構成するには、
VMnet8 の構成ファイル (/etc/vmware/vmnet8/dhcp/dhcp.conf) を編
集します。

DHCP サーバ構成ファイル の編集には、特定の情報が要求されます。これ
らの情報は、DHCP サーバのドキュメントから直接収集することをお勧めし
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ます。マニュアルページ dhcpd(8) と dhcpd.conf(8)を参照してくださ
い。 

Windows ホストで DHCP サーバを構成
Windows ホストでは、仮想ネットワークエディタ ([ 編集 ] - [ 仮想ネット
ワークの設定 ] - [DHCP]) を使用して 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、[ プロパティ ] をクリックし
ます。

必要な変更を行なったら、[OK] をクリックします。

IP アドレス割り当て方法の選択
長期にわたって使用する仮想マシンでなければ、DHCP に自動的に IP アド
レスを割り当てさせて構いません。 

ホストオンリーネットワークまたは NAT ネットワークごとに、利用可能な
IP アドレスが次ページの表に示される規約に従って分配されます。表の 
<net> は、ホストオンリーネットワークまたは NAT ネットワークに割り当
てられたネットワーク番号を指します。VMware Workstation は、ホストオ
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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 パケットの漏洩の回避
ホストオンリーネットワークは本来、セットアップされたホストマシン内に
限定されるものです。つまり、このネットワーク上の仮想マシンが送信した
パケットは、ホストに接続されている物理ネットワークには漏洩しないはず
です。ただし、マシンがパケットの転送を行なっている場合は、パケットの
漏洩が発生する可能性があります。ホストマシンやホストオンリーネット
ワークで稼動中の仮想マシンがパケットの漏洩を引き起こすように構成され
ていることがあります。

 範囲 アドレス利用 例 

 <net>.1 ホストマシン 192.168.0.1 

 <net>.2-<net>.127 静止アドレス 192.168.0.2-192.168.0.127 

 <net>.128-<net>.253 DHCP が割り当て 192.168.0.128-192.168.0.253

 <net>.254 DHCP サーバ 192.168.0.254

 <net>.255 ブロードキャスティン
グ

192.168.0.255 

 範囲 アドレス利用 例 

 <net>.1 ホストマシン 192.168.0.1 

<net>.2 NAT デバイス 192.168.0.2

 <net>.3-<net>.127 静的アドレス 192.168.0.3-192.168.0.127 

 <net>.128-<net>.253 DHCP が割り当て 192.168.0.128-192.168.0.253 

 <net>.254 DHCP サーバ 192.168.0.254 

 <net>.255 ブロードキャスティング 192.168.0.255 
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Windows がホストの場合
サーバ バージョンの Windows 2000 を使用しているシステムは、そのシス
テム宛てに送信されていない IP パケットを転送することができます。 ただ
し、このようなシステムは、デフォルトで IP パケット転送機能が無効に
なっています。この問題は、Windows 2000 Professional、Windows XP 
Professional または Windows XP Home Edition がホストの場合は関係ありま
せん。

Windows 2000 のホスト上に設定されたホストオンリーネットワークからパ
ケットが漏洩しているのを発見した場合は、ホストマシンで転送機能が有効
になっていないか確認してください。有効になっている場合は、無効にしま
す。

Windows 2000 あるいは Windows Server 2003 がホストの場合、[ スタート ] 
- [ プログラム ] - [ 管理ツール ] - [ ルーティングとリモートアクセス ] を開き
ます。左側のアイコンにはホスト名が記載されています。アイコンに緑の点
が付いていれば、IP 転送機能がオンになっています。オフにするには、ア
イコンを右クリックし、[ ルーティングとリモートアクセス ] を無効にしま
す。 すると赤い点が表示され、IP 転送機能は無効になります。

Windows 2000 Professional ユーザー　Windows 2000 管理ツールは
Windows 2000 Professional システムにはインストールされません。ただし、
Windows 2000 Server や Windows 2000 Advanced Server の CD-ROM から管
理ツールをインストールすることができます。

ローカルコンピュータに Windows 2000 管理ツールをインストールするに
は、次の手順に従ってください。

1. 使用する Windows 2000 Server ディスク上の i386フォルダを開きま
す。

2. adminpak.msiファイルをダブルクリックします。後は、Windows 
2000 管理ツールセットアップウィザードの指示に従います。

3. Windows 2000 管理ツールをインストールすれば、[ スタート ] - [ プロ
グラム ] - [ 管理ツール ] を選択することで、ほとんどのサーバ管理ツー
ルにアクセスすることができます。 

Linux がホストの場合
Linux ホスト上のホストオンリーネットワークからパケットが漏洩している
場合は、ホストマシンで転送機能が誤って有効にされていないか確認しま
す。有効になっている場合は、無効にします。 
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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用して設定を
行ったり、システムのブート時に指定値を入力したりします。使用中のディ
ストリビューションでの設定方法に関する詳細は、OS が提供するドキュメ
ントを参照してください。

フィルターの使用
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ことができます。 そのような
場合は、パケットの漏洩を防ぐため、パケットフィルタ機能を有効にして、
ホストオンリーネットワークからパケットがホストコンピュータの外に送信
されないように指定しなければなりません。パケットフィルタの構成方法に
関する詳細は、OS が提供するドキュメントを参照してください。

仮想マシンからの漏洩
仮想マシンからパケットが漏洩することもあります。例えば、仮想マシンで
ダイヤルアップネットワークのサポートを利用していて、パケット転送が有
効になっている場合、ホストオンリーネットワークの通信が ダイヤルアッ
プ接続を通じて漏洩することがあります。

漏洩を防止するには、必ずゲスト OS でパケット転送を無効にしてください。

仮想マシンの MAC アドレスの維持と変更 
仮想マシンをオンにすると、VMware Workstation は各仮想ネットワークア
ダプタにイーサネット MAC アドレスを自動的に割り当てます。MAC は、
メディアアクセスコントロール（media access control）の略称です。MAC
アドレスは、各イーサネット ネットワークデバイスに割り当てられる独自
のアドレスです。

VMware Workstation では、仮想マシンにホストシステム内の独自の MAC ア
ドレスが必ず割り当てられます。ほとんどの場合、仮想マシンを移動した
り、その構成ファイルの特定の設定に変更を加えたりしない限り、同じ仮想
マシンにはオンにする度に同じ MAC アドレスが割り当てられます（仮想マ
シンの構成ファイルのパスとファイル名が同じでなければなりません）。
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さらに、複数のホストシステム上で実行される仮想マシンに対しても自動的
に独自の MAC アドレスを割り当てようとしますが、必ずしも成功する訳で
はありません。

MACの変更を回避
特定の仮想マシンに自動的に割り当てられる MAC アドレスを変更したくな
い場合、仮想マシンの構成ファイルを移動しないでください。構成ファイル
を別のホストや同一ホスト上の別のロケーションに移動すると、MAC アド
レスが変更されてしまいます。

また、仮想マシン構成ファイルの特定の設定を変更することも避けてくださ
い。構成ファイルを手作業で編集せず、仮想イーサネットアダプタの削除も
行わなければ、設定は変更されません。 手作業で構成ファイルの編集を行う
場合は、次のオプションを削除、変更しないでください。

ethernet[n].generatedAddress
ethernet[n].addressType
ethernet[n].generatedAddressOffset
uuid.location
uuid.bios
ethernet[n].present

上記のオプションで [n]には仮想イーサネットアダプタの番号が入ります
（例：ethernet0）。 

注意 : 仮想イーサネットアダプタの MAC アドレスを維持するには、アダプ
タを削除しないように気を付けてください。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。

MACアドレスを手作業で割り当て
仮想マシンを移動しても、特定の仮想マシンには必ず同じ MAC アドレスが
割り当てられるようにしたい場合、あるいは ネットワークで接続された環
境内のすべての仮想マシンに確実に独自の MAC アドレスが割り当てられる
ようにしたい場合は、 VMware Workstation で自動的に割り当てる代わりに、
アドレスを手作業で割り当てることができます。

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
トエディタを使用して仮想マシンの構成ファイルから下記の 3 行を削除し、
1 行を追加します。構成ファイルには、ファイル名の終わりに .vmxの拡張
子が付けられています。Linux ホストで旧 VMware 製品を使用して作成した
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。
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構成ファイルから、次の記述で始まる 3 行を削除してください。
ethernet[n].generatedAddress
ethernet[n].addressType
ethernet[n].generatedAddressOffset

上記オプションの [n]の箇所には仮想イーサネットアダプタの番号が入りま
す（例：ethernet0）。 

次に下記の行を構成ファイルに追加します。
ethernet[n].address = 00:50:56:XX:YY:ZZ 

ここで、XXは 00hと 3Fh間の有効な 16 進数でなければなりません。
また、YY及び ZZは 00hと FFh間の有効な 16 進数でなければなりません。 
VMware Workstation の仮想マシンは任意の MAC アドレスをサポートしない
ため、上記のフォーマットを使用する必要があります。

XX:YY:ZZがハードコードされたアドレス間で 唯一のアドレスになるよう
に（つまり、XXを 00hと 3Fh間の有効な 16 進数、YY及び ZZを 00hと
FFh間の有効な16進数に）設定すれば、 自動的に割り当てられたMACアドレ
スと手作業で割り当てたものとが競合することがありません。

Linuxホストでのホストオンリーネットワーク向けルーティン
グ情報の管理
ホストオンリー ネットワークは完全に独立したネットワークで、このネッ
トワークに関連付けられたネットワークインターフェイス (VMnet1) を備え
ています。このインターフェイスはホスト OS のブート時に「up」となりま
す。この結果、ホスト OS 上で機能する、 routedや gatedといったルー
ティングサーバプロセスは、処理を実行しないように構成しない限り自動的
にこのネットワークを検出し、ネットワークへのルート情報を提供してしま
います。

ルーティング情報を受信するためだけにプログラムを実行しているのであれ
ば、 -qオプションでこれらのプログラムを実行し、ルーティング情報を受
信するだけで提供しないように設定すれば、この問題は簡単に解決します。

しかし、ルーティング情報を提供するためにプラグラムを実行している場合
は、 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
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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。

Linuxホスト上のホストオンリーネットワークに関
するその他の潜在的問題点
ホストオンリー ネットワークの構成時に直面する一般的な問題を次に挙げて
います。

VMware Workstation をインストール後、Linux ホストの DHCPD が動作し
なくなった
VMware Workstation をインストールする前に DHCP サーバプログラムの
dhcpdを実行していた場合、恐らくマシンに存在するすべてのネットワーク
インターフェイス上でクライアントからの DHCP リクエストに応答するよ
うに構成されているはずです。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実装の一部が異常終
了します。

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、
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マシンにイーサネットインターフェイス eth0が 1 つだけ設定されている場
合、dhcpdを起動する度にコマンドラインにこれを表示します。

dhcpd eth0 

これによって、dhcpdがすべての利用可能なネットワークインターフェイ
スを検出することを防止できます。

上記の対処方法でも DHCP サーバプログラムが正常に動作しない場合は、
旧式のプログラムを使用している可能性があります。この場合、 ISC 
(www.isc.org) で入手できる DHCP ソフトウェアなど、最新のバージョンに
アップグレードしてみてください。

DHCP とダイナミックドメイン名サービス (DDNS) 
DHCP は IP アドレスだけでなく、ネームサーバを実行しているホストの ID
や最短距離にあるルーター / ゲートウェイといった情報を発信するために使
用することもできます。 ただし、VMware Workstation 5 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 を使用して更新する）方法を提供し
ていません。

このため、名前を使用し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ー
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することができます。

複数のイーサネットアダプタが存在するホストに VMware Workstation をイ
ンストールする場合、ブリッジ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.
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1. ホストコンピュータで、root (su) として VMware Workstation 構成プロ
グラムを実行します。
vmware-config.pl

2. 物理イーサネットアダプタが１つ以上構成されている場合、次のよう
なプロンプトが表示されますので、yesと入力します。

The following bridged networks have been defined:
. vmnet0 is bridged to eth0
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。

２つの異なるホストオンリー (Host-Only) ネットワークの設定
一部の構成では、同じホストコンピュータに複数のホストオンリーネット
ワークをセットアップする必要があります。

例えば、2 台の仮想マシンを１つのホストオンリーネットワークに接続し、
同時に他の仮想マシンを別のホストオンリーネットワークに接続すること
で、各ネットワークのネットワークトラフィックを分離させることがでいま
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 VMware 
Workstation をインストールする際に自動的に設定されます。

Linux がホストの場合、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、VMware Workstation をインストールした後に
vmware-config.plプログラムを実行すると、最初のホストオンリー ネッ
トワークが設定されます。ホストオンリーネットワークの使用に同意しな
かった場合は、ホストオンリー ネットワークを設定するために、プログラ
ムをもう 1 度実行しなければなりません。

第２のホストオンリーネットワークを設定するには、次の項の各ホスト OS
に対応した手順を参考にしてください。
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Windows ホストに２番目のホストオンリーインターフェイスを設定
次の手順で、Windows ホストに第２のホストオンリーインターフェイスを
設定します。

1. [ 編集 ] - [ 仮想ネットワークの設定 ] - [ ホスト仮想アダプタ ] を選択し
ます。

2. [新しくアダプタを追加]をクリックします。

3. 作成したアダプタを使用する仮想ネットワークを選択し、[OK] をク
リックします。

4. [ 適用 ] をクリックします。

5. [OK] をクリックして仮想ネットワークエディタを閉じます。

Linux ホストに２番目のホストオンリーインターフェイスを設定
1. root (su) の権限で、VMware Workstation 構成プログラムを実行します。

/usr/bin/vmware-config.pl 

2. ウィザードを使用し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
します。すべての構成が終了したら [No] と回答します。

4. ウィザードで残りの作業を済ませます。ウィザードが終了すると、
VMware Workstation が使用するサービスがすべて再開されます。

5. ifconfigを実行します。少なくとも 4 つのネットワークインター
フェイス（eth0、lo、 vmnet1、vmnet2）が存在するはずです。
VMnet インターフェイスがすぐに表示されない場合は、1 分ほど待っ
てからコマンドを再実行します。これらの 4 つのインターフェイスは、
個別のサブネットに異なる IP アドレスを持つ必要があります。 
351



VMware Workstation 5ユーザーマニュアル
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。

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。 

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。 

構成 1 ー デフォルトのホストオンリーインターフェイスに接続
1. 新規仮想マシンウィザード (New Virtual Machine Wizard) を使用して仮

想マシンを作成します。あるいは既存の仮想マシンを使用します。

2. VMware Workstation を起動して仮想マシンを開きます。

3. [VM] - [ 設定 ] または [VM] - [Settings] を設定し、仮想マシン設定エディ
タ (Virtual Machine Settings editor) を使用して構成を編集します。

[ ネットワークアダプタ ] または [Network Adapter] を選択し、次に右側
のドロップダウンリストから [VMnet1 ( ホストオンリー )] を選択します。 

デバイスリストにネットワークアダプタがない場合は、[ 追加 ] または
[Add] をクリックし、[ ハードウェア追加ウィザード ] または [Add 
Hardware Wizard] が表示されますので、そこからアダプタを追加しま
す。 

構成 2 ー 新しく作成したホストオンリーインターフェイスに接続
1. 新規仮想マシンウィザード (New Virtual Machine Wizard) を使用して仮

想マシンを作成します。あるいは既存の仮想マシンを使用します。

2. VMware Workstation を起動して仮想マシンを開きます。 

3. 仮想マシン設定エディタ ([VM] - [ 設定 ] または [VM] - [Settings]) を使用
して構成を編集します。

[ ネットワークアダプタ ] または [Network Adapter] を選択し、次に右側
のドロップダウンリストから [VMnet2] を選択します。 
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デバイスリストにネットワークアダプタがない場合は、[ 追加 ] または
[Add] をクリックします。 [ ハードウェア追加ウィザード ] または [Add 
Hardware Wizard] が表示されますので、そこからアダプタを追加しま
す。

構成 3 ー 2つのホストオンリーインターフェイスに接続
1. 新規仮想マシンウィザード (New Virtual Machine Wizard) を使用して仮

想マシンを作成します。あるいは既存の仮想マシンを使用します。

2. VMware Workstation を起動して仮想マシンを開きます。 

3. 仮想マシン設定エディタ ([VM] - [ 設定 ] または [VM] - [Settings]) を使用
して構成を編集します。

デバイスリストから最初のネットワークアダプタを選択し、右側のド
ロップダウンリストから [ ホストオンリー ] または [Host-only](VMnet1)
を選択します。次にデバイスリストから 2 番目のネットワークアダプ
タを選択し、右側のドロップダウンリストから [ カスタム ] または
[Custom](VMnet2) 選択します。

ネットワークアダプタを追加する必要がある場合は、[ 追加 ] または
[Add] をクリックし、[ ハードウェア追加ウィザード ] または [Add 
Hardware Wisard] 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。
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２つのホストオンリー (Host-Only) ネットワーク間のルーティ
ング 
仮想マシンを使用し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
ることができます。

これには、ルーターソフトウェアをホストコンピュータで実行する方法と、
独自の仮想マシンで実行する方法と２つのアプローチがあります。どちらの
場合も、ホストオンリーインターフェイスが２つ必要です。

ここでは、各ホストオンリーネットワークに仮想マシンが 1 台しかない単
純な構成で説明を行っています。必要に応じて仮想マシンやホストオンリー
ネットワークを追加して、より複雑な構成を設定することが可能です。

最初のホストオンリーインターフェイスの設定
Windows がホストの場合、最初のホストオンリーネットワークは VMware 
Workstation をインストールする際に自動的に設定されます。

Linux がホストの場合、 ホストオンリー ネットワークの使用に同意していれ
ば、VMware Workstation をインストールした後に vmware-config.plプ
ログラムを実行すると最初のホストオンリー ネットワークが設定されます。
ホストオンリー ネットワークの使用に同意しなかった場合は、ホストオン
リーネットワークを設定するために、プログラムをもう 1 度実行しなけれ
ばなりません。

２番目のホストオンリーインターフェイスの設定 ー Windows ホスト
次の手順で、Windows ホストに第２のホストオンリーインターフェイスを
設定します。

1. [ 編集 ] - [ 仮想ネットワークの設定 ] - [ ホスト仮想アダプタ ] を選択し
ます。

2. [新しくアダプタを追加 ]をクリックします。

3. 作成したアダプタを使用する仮想ネットワークを選択して、[OK] をク
リックします。

4. [ 適用 ] をクリックします。

5. [OK] をクリックして仮想ネットワークエディタを閉じます。

２番目のホストオンリーインターフェイスの設定 ー Linux ホスト
1. root (su) の権限で、VMware Workstation 構成プログラムを実行します。

/usr/bin/vmware-config.pl 
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2. ウィザードを使用し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
します。すべての構成が終了したら [No] と回答します。

4. ウィザードが終了して、VMware Workstation が使用するサービスがす
べて再開されます。

5. ifconfigを実行します。少なくとも 4 つのネットワークインター
フェイス（eth0、lo、 vmnet1、vmnet2）が存在するはずです。
VMnet インターフェイスがすぐに表示されない場合は、1 分ほど待っ
てから、コマンドを再実行します。これらの 4 つのインターフフェイ
スは、個別のサブネットに異なる IP アドレスを持つ必要があります。

仮想マシンの構成
2 つのホストオンリーインターフェイスが設定されました。どちらも独自の
仮想スイッチ (VMnet1 と VMnet2) に接続されています。これで、仮想マシ
ンを作成、構成し、適切な仮想スイッチに接続する準備ができました。

仮想マシン 1 ー デフォルトのホストオンリーインターフェイスに接続
1. 新規仮想マシンウィザード (New Virtual Machine Wizard) を使用して仮

想マシンを作成します。あるいは既存の仮想マシンを使用します。

2. VMware Workstation を起動して仮想マシンを開きます。

3. 仮想マシン設定エディタ ([VM] - [ 設定 ] または [VM] - [Settings]) を使用
して構成を編集します。

[ ネットワークアダプタ ] または [Network Adapter] を選択し、次に右側
のドロップダウンリストから [ ホストオンリー ] または [Host-only]　
(VMnet1) を選択します。 

デバイスのリストにネットワークアダプタが表示されていない場合は、
[ 追加 ] または [Add] をクリックします。[ ハードウェア追加ウィザード
] または [Add Hardware Wizard] を使用してアダプタを追加します。
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仮想マシン 2 ー 新しく作成されたホストオンリーインターフェイスに接続
1. 新規仮想マシンウィザード (New Virtual Machine Wizard) を使用して仮

想マシンを作成します。あるいは既存の仮想マシンを使用します。

2. VMware Workstation を起動して仮想マシンを開きます。

3. 仮想マシン設定エディタ ([VM] - [ 設定 ] または [VM] - [Settings]) を使用
して構成を編集します。

[ ネットワークアダプタ ] または [Network Adapter] を選択し、次に右側
のドロップダウンリストから [ カスタム ] または [Custom](VMnet2) を
選択します。

デバイスのリストにネットワークアダプタが表示されていない場合は、
[ 追加 ] または [Add] をクリックし、[ ハードウェア追加ウィザード ] ま
たは [Add Hardware Wizard] を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ソフトウェアを実行する予定であれば、次の
セクションはスキップしてください。

仮想マシン 3 ー 2つのホストオンリーインターフェイスに接続
ルーターを仮想マシンで実行する予定であれば、そのために使用する 3 番
目の仮想マシンが必要です。

1. 新規仮想マシンウィザード (New Virtual Machine Wizard) を使用して仮
想マシンを作成します。あるいは既存の仮想マシンを使用します。

2. VMware Workstation を起動して仮想マシンを開きます。

3. 仮想マシン設定エディタ ([VM] - [ 設定 ] または [VM] - [Settings]) を使用
して構成を編集します。

デバイスリストから最初のネットワークアダプタを選択し、右側のド
ロップダウンリストから [ ホストオンリー ] または [Host-only](VMnet1）
を選択します。次にデバイスリストから 2 番目のネットワークアダプ
タを選択し、右側のドロップダウンリストから [ カスタム ] または
[Custom](VMnet2) を選択します。

ネットワークアダプタを追加する必要がある場合は、[ 追加 ] または
[Add] をクリックします。[ ハードウェア追加ウィザード ] または [Add 
Hardware Wizard] を使用してアダプタを追加します。
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次に仮想マシンとホストにネットワークコンポーネントを構成します。これ
には、全仮想マシンに静的 IP アドレスを使用する方法をお勧めします。

1. VMnet DHCP サーバのサービスを停止します。

Windows がホストの場合　[ 編集 ] - [ 仮想ネットワークの設定 ] - 
[DHCP] を選択し、[ サービスの停止 ] をクリックします。

Linux がホストの場合　次のコマンドで vmnet-dhcpdサービスを中止
します。
killall -TERM vmnet-dhcpd

2. 各仮想マシンにゲスト OS をインストールします。

3. ホストコンピュータか 3 番目の仮想マシンにルーターのソフトウェア
をインストールします（使用の方法によって異なります）。 

4. 最初の 2 台の仮想マシンにネットワークを構成し、該当するホストオ
ンリーネットワーク上のアドレスを使用するように設定します。

Windows ホストでは、コマンドプロンプトを表示して ipconfig /

allを実行すれば、各ホストオンリーネットワークが使用中の IP アドレ
スを確認できます。

Linux ホストでは、ターミナルを表示して ifconfigを実行すれば、 各
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。
357



VMware Workstation 5ユーザーマニュアル
ここまで作業が終了したら、仮想マシン 1 と仮想マシン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、1 番目と 2 番目の仮想マシン間で通信することができます。

Linuxホスト上でプロミスキャスモードを使用して仮想イーサ
ネットアダプタを使用
VMware Workstation では、ユーザーにその設定を行う権限がない限り、仮
想イーサネットアダプタを プロミスキャスモードにすることは許可されま
せん。これは、root しかネットワークインターフェイスをプロミスキャス
モードにできないという一般的な Linux の慣例に従ったものです。 

VMware Workstation をインストールし構成するには、root の権限が必要で
す。VMware Workstation は root の所有権と root のグループ所有権で
VMnet デバイスを作成します。つまり、そのデバイスに対して読み取り /
書き込み許可を持つのは root です。

仮想マシンのイーサネットアダプタをプロミスキャスモードに設定するに
は、VMnet デバイスに対して読み取り / 書き込みアクセス権も持つ root の
権限で VMware Workstation を起動しなければなりません。例えば、ブリッ
ジ 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 (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。 

このセクションでは、次の項目について説明します。

･ NAT の利用 (P.360)
･ ホストコンピュータと NAT ネットワーク (P.360)
･ NAT ネットワーク上の DHCP (P.360)
･ NAT ネットワーク上の DNS (P.361)
･ NAT ネットワークから外部へアクセス (P.361)
･ NAT 構成 上級編 (P.362)
･ Windows ホストでのカスタム NAT/DHCP 構成 (P.366)
･ NAT を使用する際の注意点 (P.367)
･ NetLogon で NAT を使用 (P.368)
･ Linux の vmnetnat.conf ファイルのサンプル (P.370)
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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。

ホストコンピュータと NAT ネットワーク
ホストコンピュータは NAT ネットワーク上に 1 つホスト仮想アダプタを持
ちます（これはホストオンリーネットワーク上のホスト仮想アダプタと同じ
ものです）。このアダプタを使用して、ホストと仮想マシンがファイルの共
有といった目的で通信することができます。NAT はホスト仮想アダプタか
らのトラフィックは転送しません。

NAT ネットワーク上の DHCP
ネットワークの構成作業を簡易化するために、 VMware Workstation のインス
トール時に DHCP サーバが自動的にインストールされます。このため、NAT
デバイスを使用してネットワーク上で稼働する仮想マシンは、DHCP リクエ
ストを送信して IP アドレスをダイナミックに取得することができます。
NAT ネットワーク上の DHCP サーバ（ホストオンリーネットワーク構成で
も使用されるものです）は、<net>.128 ～ <net>.254 の範囲で IP アドレス
をダイナミックに割り当てます。ここで <net> は、NAT ネットワークに割
り当てあられたネットワーク番号のことです。VMware Workstation は NAT
ネットワークには常にクラス C アドレスを使用します。<net>.3 ～
<net>.127 の IP アドレスは、静的 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性に機能します。

ホストが接続されている外部ネットワークには、NAT ネットワーク上の全
仮想マシンがホストとして認識されます。これは仮想マシンのネットワーク
トラフィックがホストの IP アドレスを使用するためです。NAT ネットワー
ク上の仮想マシンは TCP/IP を使用して、ホストからアクセス可能なあらゆ
るマシンにデータを送信 / 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」
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

Windows ホスト　
NAT デバイスは、仮想ネットワークエディタ ([ 編集 ] -[ 仮想ネットワークの
設定 ] - [NAT]) を使用して構成します。

仮想 NAT デバイスは、該当するボタンをクリックしてサービスを停止した
り、開始したりすることができます。

仮想ネットワークに対する NAT の設定を編集するには、ドロップダウンメ
ニュから該当するネットワークを選択して [ 編集 ] をクリックします。
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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ます。

Linux ホスト
NAT デバイスの構成にホスト上の NAT 構成ファイルを使用します。この
ファイルは /etc/vmware/vmnet8/nat/nat.confです。

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.370)」を参照してください。ここでは構成ファイルの変数を説明します。

[host] のセクション
ip 
NAT デバイスに使用させる IP アドレスです。オプションとして、スラッ
シュマーク (/) とサブネットのビット数を追加することができます。 
netmask

NAT に使用するサブネットマスクです。この範囲のアドレスから DHCP ア
ドレスが割り当てられます。
configport

NAT 関連のステータス情報にアクセスするために使用するポートです。
device

使用する VMnet デバイスです。Windows デバイスは VMnet<x>の形式を
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取ります。<x>は VMnet の番号です。Linux デバイスは /dev/vmnet<x>

の形式です。
activeFTP

アクティブな FTP を許可するかどうかを示すフラグです。アクティブな FTP
は、受信接続をリモート FTP サーバが開けるようにします。これをオフに
すると、パッシブモードの FTP だけが機能します。0 に設定すると、このオ
プションがオフになります。

[udp] のセクション
timeout

NAT に対する UDP マッピングを保存しておく時間 ( 分 )

[dns] のセクション
このセクションは Windows 向けです。Linux ではこのセクションは使用さ
れません。
policy

DNS 転送に使用するポリシーです。order、rotate、burstといった値
を入力することができます。

･ order ー ネームサーバの順に DNS リクエストを 1 つずつ送信

･ rotate ー DNS サーバをローテーションで切替えながら、 DNS リクエ
ストを 1 つずつ送信

･ burst ー ３つのサーバに送信し、最初の応答を待つ
timeout

DNS リクエストを再試行するまでの時間（秒）
retries

NAT デバイスが DNS リクエストを中止するまでの再試行の数
autodetect

ホストで利用可能な DNS サーバを NAT に自動検出させるかどうかを示すフ
ラグ
nameserver1

使用する DNS サーバの IP アドレス
nameserver2

使用する DNS サーバの IP アドレス
nameserver3

使用する DNS サーバの IP アドレス
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自動検出がオンになっており、ネームサーバが指定されている場合、
nameserver1、nameserver2、nameserver3で指定した DNS サーバが、
検出される DNS サーバの前に追加されます。

[netbios] のセクション
このセクションは Windows 向けです。Linux ではこのセクションは使用さ
れません。
nbnsTimeout = 2

NBNS クエリーをタイムアウトするまでの時間
nbnsRetries = 3

各 NBNS クエリーの再試行の数
nbdsTimeout = 3

NBDS クエリーを タイムアウトするまでの時間

[incomingtcp] のセクション
このセクションは、NAT の TCP ポート転送を構成する際に使用します。こ
こでは、仮想マシンの IP アドレスやポート番号にポート番号を割り当てる
ことができます。

このセクションでは、下記のようなフォーマットが使用されています。
8887 = 192.168.27.128:21

この例では、ホスト上のポート 8887 から IP アドレス 192.168.27.128 とポー
ト 21 にマッピングが生成されます。パラメータをこのように設定した場
合、外部マシンがホストにポート 8887 から接続すると、192.168.27.128 と
いう IP アドレスを持つ仮想マシン上のポート 21（これは FTP の標準ポート
です）にネットワークパケットが自動的に転送されます。

[incomingudp] セクション
このセクションは、NAT の UDP ポート転送を構成する際に使用します。こ
こでは、仮想マシン上の IP アドレスやポート番号にポート番号を割り当て
ることができます。 

このセクションでは、下記のようなフォーマットが使用されます。これは、
ホストのポート 6000 から仮想マシンのポート 6001 に X サーバのトラ
フィックを転送する方法を示したものです。

6000 = 192.168.27.128:6001

この例では、ホスト上のポート 6000 から IP アドレス 192.168.27.128 とポー
ト 6001 にマッピングが生成されます。この設定で外部マシンがポート
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6000 でホストに接続すると、ネットワークパケットは自動的に IP アドレス
192.168.27.128 を持つ仮想マシンのポート 6001 に転送されます。

Windows ホストでのカスタム NAT/DHCP 構成
Windows ホストコンピュータの上級ユーザーであれば、NAT や DHCP の構
成ファイルを編集して、カスタム構成を設定することができます。ホスト
OS が C ドライブにインストールされている場合、NAT と DHCP の構成ファ
イルの格納場所は以下の通りです。

･ NAT　C:￥Documents and Settings￥All Users￥Application 
Data￥VMware￥vmnetnat.conf

･ DHCP　C:￥Documents and Settings￥All Users￥Application 
Data￥VMware￥vmnetdhcp.conf 

注意 : VMware Workstation 5 では、仮想ネットワークエディタ（[ 編集 ] - 
[ 仮想ネットワークの設定 ]）を使用して、NAT/DHCP の主要な設定の多く
を変更することが可能です。ただし、 構成ファイルに手作業で変更を加えて
いる場合、仮想ネットワークエディタを使用すると、手作業で行った変更の
一部あるいは全てが失われる可能性があります。手作業で変更を行った場合
は、仮想ネットワークエディタで設定の変更を行う前に、変更したファイル
のバックアップコピーを作成しておいてください。 仮想ネットワークエディ
タで変更を行った後に、手作業で行った変更を適切な構成ファイルにコピー
し直します。 

1024 より下のポート からの接続指定
クライアントマシンがサーバへの TCP または UDP の接続を行う場合、接続
はクライアント ( ソースポート）上の特定のポートからサーバ ( 送信先ポー
ト ) の特定のポートへ接続します。安全性の面から、いくつかのサーバは
1024 より下のソースポートからのみ接続を受け入れます。この構成は、
NFS ファイルサーバとして使用されているマシン上等で時々見られます。

NAT を使用する仮想マシンが、1024 より下のソースポートを使用すること
を要求するサーバに接続を試みた場合、NAT デバイスが 1024 より下のポー
トからの要求を転送することが必要です。この動作を vmnetnat.conf 
ファイルで指定することができます。

この動作は [privilegedUDP]と [privilegedTCP]セクションの中にあ
るエントリによってコントロールされています。接続の仕方によってこの 1
つあるいは両方のセクションの設定を追加あるいは変更しなければならない
場合があります。

2 つのパラメータを設定でき、それぞれ別々のラインに表示されます。
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autodetect = <n>

自動検出設定は、1024 より下の仮想シンソースポートを 1024 より下の
NAT ソースポートへマッピングするのを VMware NAT デバイスが自動的に
試みるかどうかを判定します。設定１は true。設定 0 は false です。
Windows ホストではディフォルトは 1(true）です。Linux ホストではデイ
フォルトは 0(false）です。
port = <n>

ポートの設定は送信先ポート (<n>ークライアントからの接続を受けつける
サーバのポート ) を指定します。サーバ上で指定されたポートに仮想マシン
が接続する場合は常に NAT デバイスは 1024 より下のソースポートで接続を
試みます。接続の必要に応じて [privilegedUDP]あるいは
[privilegedTCP]セクション、または両方のセクションに 1 つまたはそれ
以上のポート設定を行うことができます。各ポート設定はそれぞれ別のライ
ンに入力してください。

NAT を使用する際の注意点
NAT では仮想マシンから送信 / 受信されるパケットはすべて NAT ネット
ワーク内に留まらなければなりませんが、これによってパフォーマンスの低
下が発生してしまいます。弊社の検証では、ダイヤルアップ接続と DSL 接
続ではあまりパフォーマンスが低下せず、残りもほとんどが VMware 
Workstation で使用するのに十分なパフォーマンスを示しました。

NAT は完全に透過的なわけではありません。NAT デバイスを手作業で構成
してサーバ接続をセットアップすることはできても、一般的に外部ネット
ワークから接続を開始することはできません。この結果、サーバマシンから
接続を開始する必要がある一部の TCP 及び UDP プロトコル（例えば一部の
ピアツーピア アプリケーション）が自動的に動作せず、まったく使用でき
ない場合もあります。

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。
367



VMware Workstation 5ユーザーマニュアル
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 2000/ XP / 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 NIC を右クリックし、[ プ
ロパティ ] を選択します。

3. [ プロパティ ] ダイアログで Internet Protocol (TCP/IP) を選択し、[ プロ
パティ ] をクリックします。 

4. [TCP/IP のプロパティ ] ダイアログの [ 詳細設定 ] をクリックします。

5. [WINS] タブをクリックし、[NetBIOS 設定 ] の箇所で [DHCP Server から
NetBIOS 設定を使う ] を選択します。

6. [OK] を 2 回クリックしてから、[ 閉じる ] をクリックします。
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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 ] ダイアログで Internet Protocol (TCP/IP) を選択し、[ プロ
パティ ] をクリックします。 

4. [TCP/IP のプロパティ ] ダイアログの [ 詳細設定 ] をクリックします。

5. [WINS] タブをクリックし、[ 追加 ] をクリックします。

6. [TCP/IP WINS サーバ ] ダイアログボックスの [WINS サーバ ] の箇所に
WINS サーバ向けの IP アドレスを入力し、[OK] をクリックします。
WINS サーバの IP アドレスが [WINS] タブの [WINS アドレス ] の一覧に
表示されます。

仮想マシンから接続する WINS サーバそれぞれに対して、ステップ 5 ～
6 を繰り返します。

7. [OK] を 2 回クリックしてから、[ 閉じる ] をクリックします。

仮想マシンに WINS サーバの IP アドレスを設定したら、仮想マシンの
NetLogon を使用してドメインにログインし、そのドメインのシェアにアク
セスすることが可能です。

例えば、該当する WINS サーバがドメインコントローラを持つドメインに対
して有効である場合、仮想マシンからそのドメインコントローラにアクセス
し、仮想マシンをそのドメインに追加することが可能です。その際、該当す
るドメインコントローラに対する 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。
369



VMware Workstation 5ユーザーマニュアル
Linux の vmnetnat.conf ファイルのサンプル
# Linux NAT configuration file

[host]

# NAT gateway address

ip = 192.168.237.2/24

hostMAC = 00:50:56:C0:00:08

# enable configuration; disabled by default for security reasons

#configport = 33445

# VMnet device if not specified on command line

device = VMnet8

# Allow PORT/EPRT FTP commands (they need incoming TCP stream...)

activeFTP = 1

# Allows the source to have any OUI. Turn this one if you change the OUI

# in the MAC address of your virtual machines.

#allowAnyOUI = 1

[udp]

# Timeout in seconds, 0 = no timeout, default = 60; real value might

# be up to 100% longer

timeout = 30

[dns]

# This section applies only to Windows.

#

# Policy to use for DNS forwarding. Accepted values include order,

# rotate, burst.

#

# order: send one DNS request at a time in order of the name servers

# rotate: send one DNS request at a time, rotate through the DNS servers

# burst: send to three servers and wait for the first one to respond

policy = order;

# Timeout in seconds before retrying DNS request.

timeout = 2

# Retries before giving up on DNS request

retries = 3

# Automatically detect the DNS servers (not supported in Windows NT)

autodetect = 1
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# List of DNS servers to use. Up to three may be specified

#nameserver1 = 208.23.14.2

#nameserver2 = 63.93.12.3

#nameserver3 = 208.23.14.4

[netbios]

# This section applies only to Windows.

# Timeout for NBNS queries.

nbnsTimeout = 2

# Number of retries for each NBNS query.

nbnsRetries = 3

# Timeout for NBDS queries.

nbdsTimeout = 3

[incomingtcp]

# Use these with care - anyone can enter into your virtual machine through

# these...

# FTP (both active and passive FTP is always enabled)

#   ftp localhost 8887

#8887 = 192.168.27.128:21

# WEB (make sure that if you are using named webhosting, names point to

#   your host, not to guest... And if you are forwarding port other

#   than 80 make sure that your server copes with mismatched port 

#   number in Host: header)

#   lynx http://localhost:8888

#8888 = 192.168.27.128:80

# SSH

#   ssh -p 8889 root@localhost

#8889 = 192.168.27.128:22

[incomingudp]

# UDP port forwarding example

#6000 = 192.168.27.128:6001
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Linux ホストで Samba を使用
このセクションでは Samba の次の項目について説明します。

･ Linux ホスト上でのファイルの共有に Samba を利用 (P.372)
･ ホストオンリー (Host-Only) ネットワーク向けの smb.conf のサンプ

ル (P.373)
･ ブリッジ (Bridged) ネットワーク向けの smb.conf のサンプル (P.375)

･ VMware Workstation Samba パスワードファイルにユーザー名とパス
ワードを追加 (P.377)

･ 既に実行中の Samba が存在する場合 (P.378)
･ 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 (P.379)
･ VMware Workstation の Samba を既存の Samba と併用 (P.379)
･ 同時に２つの Samba サーバを実行する際の smb.conf のサンプル 

(P.379)
･ ネットワークアクセスなしで Samba を使用 (P.381)

Linux ホスト上でのファイルの共有に Samba を利用 
Linux がホストの場合、Microsoft Windows ゲスト OS 用のファイルサーバ
として Samba サーバをインストール、構成することが可能です。

後は仮想マシン内の Windows エクスプローラを使用して、同じネットワー
ク接続を共有する物理コンピュータ間の場合と同様に、仮想マシンとホスト
間で、あるいは同じネットワー上の仮想マシン間で、ファイルの移動やコ
ピーが可能です。

VMware Workstation でインストールされている Samba サーバには多少修正
が行われており、VMware Workstation の仮想イーサネット上で稼働します。
また、異なる OS 間の Samba トラフィックは実際の LAN から独立していま
す。 

（Samba 2.0.6 をベースにした diffフォーマットでの）修正後のソースコー
ドの違いは、弊社から公開されています。

注意 : Workstation 5 からは、vmware-config.plを実行しても、Samba
は自動的に構成されなくなりました。

Linux ホストにすでに Samba が構成されている場合、構成を変更して
VMware Workstation 仮想イーサネットアダプタ VMnet1 が使用する IP サブ
セットを設定する方法をお勧めします。 
www.vmware.com372



第 1 2 章  仮想ネットワークの構成
既存の Samba サーバがホストオンリー ネットワークで機能するように構成
することができますが、 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 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、 VMware Workstation が提供する Samba
サーバを利用するのが最も簡単な方法です。詳細は、「ネットワークアクセ
スなしで Samba を使用 (P.381)」を参照してください。

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

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 (Host-Only) ネットワーク向けの smb.conf のサンプル
次の Samba 構成ファイルのサンプルは、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、VMware Workstation がインストールする 2.0.6
バージョンの Samba です。構成ファイルはデフォルトで /etc/vmware/

vmnet1/smb に配置されます。
# This is the VMware(TM) Samba configuration file. You should read the
# smb.conf(5) manual page in order to understand the options listed
# here. Samba has a huge number of configurable options 
# most of which are not shown in this example
#
# Any line that starts with a ; (semicolon) or a # (hash) 
# is a comment and is ignored. In this example we will use a #
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# 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
# 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
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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

ブリッジ (Bridged) ネットワーク向けの smb.conf のサンプル
次の Samba 構成ファイルのサンプルは、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既存
の 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
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log file = /var/log/samba/log.%m
max log size = 50

security = user
encrypt passwords = yes
smb passwd file = /etc/smbpasswd

dns proxy = no 

preserve case = yes
short preserve case = yes
default case = lower
; case sensitive = no

# Shared Resources

[homes]
comment = Home Directories
browseable = yes
writable = yes

;[printers]
; comment = All Printers
; 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
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VMware Workstation Samba パスワードファイルにユーザー
名とパスワードを追加
Samba パスワードファイルには、ホストのファイルシステムにアクセスす
る仮想マシンの全ユーザーのエントリが記録されている必要があります。
Samba パスワードファイルに記録されるユーザー名とパスワードは、ゲス
ト OS にログインする時に使用するものと同じにしてください。 

Linux ホストコンピュータのターミナルウィンドウから、VMware 
Workstation の Samba パスワードファイルにユーザー名とパスワードを、
必要に応じて追加することができます。

1. root としてログインします。
su

2. VMware Workstation の Samba パスワードのコマンドを実行します。
vmware-smbpasswd vmnet1 -a <username>

<username>は追加するユーザー名です。後は画面の指示に従ってく
ださい。

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。

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、VMware Workstation の Samba サーバをマシンが使用していない場
合に生じます。 

使用中の VMware Workstation に VMware Workstation Samba サーバが構成
されていない場合、このサーバを設定するには、ホストコンピュータで
root としてログインし (su)、ホストのターミナルから vmware-config.pl

を実行します。構成スクリプトが次のように質問してきますので、[Yes] と
回答します。
Do you want this script to automatically configure your 

system to allow your virtual machines to access the host 

file system? 
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既に実行中の Samba が存在する場合
Linux ホストで既に Samba が実行している場合、VMware Workstation をホ
ストにインストールする時に VMware Workstation Samba サーバをインス
トールしないでください。

構成プログラムが次のように質問してきますので、[No] と回答します。 
Do you want this script to automatically configure your 

system to allow your virtual machines to access the host 

file system? 

必ず Samba 構成を変更して、 VMware Workstation 仮想イーサネットアダプ
タ VMnet1 が使用する IP サブセットを設定してください。

VMnet1 が使用するサブネットの確認には、次のコマンドを実行します。
/sbin/ifconfig vmnet1

Samba パスワードファイルには、ホストのファイルシステムにアクセスす
る仮想マシンの全ユーザーのエントリが記録されている必要があります。 
Samba パスワードファイルに記録されるユーザー名とパスワードは、ゲス
ト OS にログインする時に使用するものと同じでなくてはなりません。

Linux ホストのターミナルウィンドウから、Samba パスワードファイルに
ユーザー名とパスワードを、必要に応じて追加することができます。

1. root としてログインします。
su

2. Samba パスワードのコマンドを実行します。
smbpasswd -a <username>

<username>は追加するユーザー名です。後は、画面の指示に従って
ください。

3. root のアカウントを終了します。
exit
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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 ネットワークとブリッジ ネットワークの両方に使用する
Samba サーバは、ホスト OS のディストリビューションが提供する既存の
Samba サーバでも VMware Workstation が提供するものでも構いません。両
方のネットワークで使用するためには、smb.confファイルのパラメータ
を 1 つ変更する必要があります。interfaceパラメータを定義して、
Samba サーバが複数のインターフェイスにサービスを提供するようにしま
す。次はそのパラメータの一例です。

interface = eth0 vmnet1

この例は、Samba サーバが eth0インターフェイスと vmnet1インター
フェイス（それぞれブリッジ ネットワークとホストオンリー ネットワーク
で使用されるインターフェイス）の両方を認識し、使用するように設定する
ものです。

VMware Workstation の Samba を既存の Samba と併用
既存の Samba サーバと VMware Workstation の Samba サーバを同時に実行
できる場合もあります。そのためには、現在使用している Samba サーバが
version 2.0.6 以降であり、正しく構成されている必要があります。ただし、
この方法はお勧めいたしません。

Samba サーバのバージョンは、次のコマンドを実行して確認します。
smbd -V 

両方の Samba サーバを同時に実行する場合は、次の smb.confファイルの
サンプルを基本にして、ホストコンピュータ上で標準 Samba サーバを構成
してください。

同時に２つの Samba サーバを実行する際の smb.conf のサンプル
; This file is the recommended smb.conf file for your 
; normal Samba server if you want to run it concurrently
; (which we don't advise) with the VMware Samba server.
; 
; Your normal samba server should be at least v 2.0.6
; 
; Note that you will need to insert specific information
; for your system at several points indicated in the file
; by <text in angle brackets>.
;
; --------------
;
; Larmor samba server configuration
;
; Global settings
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[global]
;
; Identity
;
; Allow several Samba servers on the same machine
interfaces = <your real subnet>/<your real netmask>
bind interfaces only = yes
; Workgroup the host belongs to
workgroup = VMware
; SMB name of the host (the hostname by default)
netbios name = <your Windows name>
; Description of the host
server string = Linux running Samba 2.0.6
;
; Access
;
; Allow connections from
; hosts allow = <your real subnet>/<your real netmask>
; Authentication scheme
security = user
encrypt passwords = yes
;
; Options
;
; Automatically load the printer list (from /etc/printcap
; by default)
load printers = yes
; Gives better performance
socket options = TCP_NODELAY SO_RCVBUF=8192 SO_SNDBUF=8192
;
; Files and directories
;
; Max log size in KB
max log size = 1024
; Locks
lock directory = /var/samba
; SMB passwords
smb passwd file = /etc/samba/smbpasswd
;
; Name browsing
;
; Allow the host to participate in master browser
; elections
local master = yes
; Force a local browser election upon startup
; We need that otherwise it takes a long time before the
; windows network is browsable
preferred master = yes
; Do not try to resolve SMB names via DNS
dns proxy = no 

; Shared resources
;
; Home directories
[homes]
comment = Home directories
browseable = no
writable = yes
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; 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

ネットワークアクセスなしで Samba を使用
物理イーサネットインターフェースから Samba にアクセスできないように
するには、次のラインを /etc/samba/smb.confに加えて、Samba を再
起動してください。

interfaces = vmnet*
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ネットワークチーム
チーム仮想マシンのネットワークオプションに関する詳細は、「チーム LAN
セグメントを作成 (P.301)」を参照してください。
www.vmware.com382
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ここでは、ビデオとサウンドを VMware Workstation に構成する際に必要な
情報を提供します。

･ 仮想マシンに画面の色深度を設定 (P.385)
･ ホストの画面の色深度を変更 (P.385)
･ 仮想マシン画面の色深度を変更 (P.386)

･ Linux ホストでフルスクリーンモードを使用 (P.387)
･ Direct3D の試験的サポート (P.388)
･ サウンドの構成 (P.394)

･ Windows 9x 及び Windows NT ゲスト OS にサウンドドライバをイン
ストール (P.394)
www.vmware.com384
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仮想マシンに画面の色深度を設定
ゲスト OS 内で利用できる画面の色数は、ホスト OS の画面の色の設定に
よって異なります。

仮想マシンでは、次の色がサポートされています。

･ 16 色 (VGA) モード
･ 8 ビット PseudoColor ( 調合色 )
･ 16 bpp (16 有効ビット )
･ 32 bpp (24 有効ビット）
ホストが 15 ビットカラーモードの場合、ゲスト OS の色設定のコントロー
ルでも、16 ビットモードではなく 15 ビットモードのオプションが提供され
ます。

ホストが 24 ビットカラーモードの場合、ゲスト OS の色設定のコントロー
ルでも、32 ビットモードではなく 24 ビットモードのオプションが提供され
ます。

ホストコンピュータの設定以上の色数が設定されたゲスト OS を実行しよう
とすると、様々な問題が発生します。例えば、ゲストで色が正しく表示され
なかったり、ゲスト OS で グラフィカルインターフェイスが使用できなかっ
たりすることがあります。

このような場合、ホストで利用できる色数を増加させるか、ゲストで使用す
る色数を減らしてください。

最高のパフォーマンスを実現するには、ゲストとホストで同じ色数を使用し
てください。

ホストの画面の色深度を変更
ホスト OS の色の設定を変更する場合は、まずゲスト OS を全てシャットダ
ウンしてから仮想マシンをオフにし、VMware Workstation を終了する必要
があります。

通常の手順でホスト OS の色の設定を変更してから、VMware Workstation と
仮想マシンを再起動します。
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仮想マシン画面の色深度を変更
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。

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。
www.vmware.com386
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Linux ホストでフルスクリーンモードを
使用
フルスクリーンモードに切り替えると、VMware Workstation はフルスク
リーンディスプレイ解像度をゲスト OS に設定された解像度に合わせます。
Linux ホストでは、VMware Workstation は XFree86 Project あるいは XiG's Xfs
から VidMode か DGA2 拡張機能を使用して、ホスト解像度を仮想マシンで
稼動しているゲストの解像度に合わせます。

VMware Workstation が最良の解像度を見つけられない場合もあります。

VMware Workstation をフルスクリーンモードに切り替えた場合、解像度は
既にホスト X サーバの合わせて構成された解像度に合わせられます。仮想
マシンがホスト X サーバの構成にリストされたモードに合わない解像度で
稼動している場合は、フルスクリーンモードにおいて、VMware Workstation
は一番近いそれよりも大きいモード ( そして黒のボーダーを使用する ) をフ
ルスクリーンモードに選択するか、あるいは単にフルスクリーンモードを提
示しません。

ホストの X サーバに構成されたモードが合うものであるとは限りません。
ホストの X 構成が自動的に行われた場合、あるいは、既存のモニターとビ
デオカードで全てのモードを 1 度もテストしていない場合は、可能なモー
ドが既存のモニターと作動しないことがあります。しかし、VMware 
Workstation のモード切替コードはこれを知るべくもなく、仮想マシンが不
適切なモードラインで解像度を使用しようとすると、ディスプレイが正しく
表示されない場合があります。

この場合、<Ctrl>-<Alt> を押して、直ちにフルスクリーンモードから出て、
X サーバ構成を修正し、X を再起動してください。しかし、イメージが中心
からずれているだけ、あるいはモニターのサイズにびったり合っていないと
いうだけの場合は、通常モニターのコントロールを使用して修正することが
できます。ほとんどの最近のモニターは、個々の解像度に別々の設定を保存
することができるので、新しいモードの設定を変更することでホスト解像度
の設定に問題を引き起こすことはありません。
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Direct3D の試験的サポート
VMware Workstation では、Direct3D ビデオアクセラレーションを試験的に
サポートしています。この機能性は完全ではありません。

注意 : 試験的にサポートしている機能は、実働システムでの使用を意図し
たものではありません。3D アクセラレーションを有効にすると、アプリ
ケーションがアクティブでなくても、ホストまたはゲストがクラッシュする
場合があり、データを損失する可能性があります。

Direct3D アクセラレーションの試験的サポートは、以下のセクションで説
明しています。

･ Direct3D 試験的サポートの使用対象者 (P.388)
･ Direct3D 試験的サポート の制限 (P.388)
･ 3D アクセラレーションの有効化 (P.389)

･ ホストで 3D アクセラレーションを有効化 (P.389)
･ 仮想マシンで 3D アクセラレーションを有効化 (P.390)
･ ゲスト OS で 3D アクセラレーションを有効化 (P.392)

･ 既知の問題 (P.392)
･ VMware の試験的サポートについて (P.393)

Direct3D 試験的サポートの使用対象者
VMware の Direct3D 試験的サポートは、上級ユーザーが実行中の 3D アクセ
ラレーションを探求する為のものです。

アクセラレートされた 3D のテクニカルサポートは、まだ VMware では提供
していませんが、アクセラレートされた 3D を使用中に発生した問題を評価
することはできるので、サポートリクエストを提出することをお勧めしま
す。サポートリクエストに関しては、「VMware の試験的サポートについて 
(P.393)」を参照してください。

Direct3D 試験的サポート の制限
Direct3D 機能の試験的サポートは、以下に示した構成に関してのみです。

ホストOS

ゲストOS

Windows 
9x/ME/NT

Windows 
2000/ XP Linux

Windows 2000/XP No Yes No

Linux No Yes No
www.vmware.com388
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試験的サポートには次の制限があります。

･ Workstation は DirectX 8 アプリケーションと DX8 のサブセットのみを
使用する DX9 アプリケーションをアクセラレートします。 

･ 3D アプリケーションのパフォーマンスとスピードはまだ最適化されて
いません。

･ OpenGL アプリケーションはソフトウェアのエミュレーションモード
で実行します。

3D アクセラレーションの機能の 1 部は有効ではありません。3D の次の機
能はまだアクセラレートされていません。

･ ピクセルとバーテックスシェーダー
･ 複数のバーテックスストリームはサポートされていません。
･ ハードウェアバンプマッピング ( 環境マッピング )
･ 投影テクスチャ
･ 1、3、または 4 次元テクスチャ

3D アクセラレーションの有効化
注意 : 試験的にサポートされている機能は、プロダクションシステムを対
象としたものではありません。

Direct3D テクノロジーは デフォルトでは無効になっています。ホスト、仮
想マシン、ゲスト OS の順に準備します。

･ ホストで 3D アクセラレーションを有効化
･ 仮想マシンで 3D アクセラレーションを有効化
･ ゲスト OS で 3D アクセラレーションを有効化

ホストで 3Dアクセラレーションを有効化
ホストでアクセラレートされた 3D を有効にするには、次の作業を行いま
す。

ハードウェア  NVIDIA TNT、GeForce、Quadro カード、または ATI FireGL、 
Radeon 8500 ( またはそれ以降 ) ビデオカードなどのアクセラレートされた
OpenGL のサポートと共にホストビデオカードを使用します。 不明な点があ
る場合は、ハードウェアメーカーに問い合わせてください。

ソフトウェア  ホスト用ビデオドライバを最新のものにアップデートしま
す。

･ NVIDI ドライバは、次のサイトからダウンロードできます。
www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp 
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･ ATI ドライバは、次のサイトからダウンロードできます。
www.ati.com/support/driver.html 

(Linux のみ )　NVIDIA GPU は、Direct3D アクセラレーションで使用さ
れる機能をサポートしています。 Linux オープンソース ドライバは使用
できませんが、 Radeon 8500 ( またはそれ以降 ) GPU を持つビデオカー
ドがあれば、ATI ドライバを使用して Direct3D アクセラレーションの
使用を試みることもできます。ATI ドライバは、次のサイトからダウン
ロードできます。

http://www.ati.com/support/drivers/linux/radeon-linux.html

Windows  次の手順に従って、Windows 2000 または Windows XP ホストの
準備をします。

ハードウェアアクセラレーションが画面のプロパティで上げられていること
を確認します。

1. [ デスクトップ ] を右クリックし、 [ プロパティ ] - [ 設定 ] - [ 詳細設定 ] -
[ トラブルシューティング ] を選択します。

2. ハードウェアアクセラレーションのスライダーを最大にします。

Linux  次の作業を行って、Linux ホストの互換性をテストします。

1. glxinfo | grep directを実行し、ダイレクト レンダリングがオン
になっているか確認します。

2. glxgearsを実行し、3D アプリケーションがホストで動作することを
確認します。

ホストでの構成後、仮想マシンでアクセラレートされた 3D を構成します。

仮想マシンで 3Dアクセラレーションを有効化
仮想マシンでアクセラレートされた 3D を有効にするには、次の作業を行い
ます。

1. Windows 2000 または XP ゲスト OS の仮想マシンを選択します。

注意 : パワーオンまたはサスペンド状態にある仮想マシンで
Direct3D の有効化は行わないでください。

2. 仮想マシンの .vmx構成ファイルに次の 3 行を付け加えます。

mks.enable3d = TRUE

( 必須 ) これにより、アクセラレートされた 3D がホストで有効にな
ります。ゲストでアクセラレートされた 3D をサポートすることは必
www.vmware.com390
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須です。また、mks.enable3dパラメータは、ホストがゲストディス
プレイの 2D の一部をアクセラレートできるようにもします。

svga.vramSize = 67108864

( オプション ) これにより、仮想ディスプレイカードの VRAM が
64MB に増量されます。さらに VRAM を追加することにより、ゲスト
でのスラッシングを防ぐことが可能です。最大量は、128MB です。

vmmouse.present = FALSE

( オプション ) これにより、ゲストの絶対ポインティング デバイスが
無効になります。直接入力相対モードを必要とするアプリケーショ
ンは、ゲストの絶対ポインティング デバイスをオフにする必要があ
ります。実際にこれが必要なのは、リアルタイムゲーム等のフルス
クリーン 3D アプリケーションの特定の種類です。

注意 :vmmouse.presentオプションを選択する場合は、 環境設定ダ
イアログの入力タブにあるバックグラウンド環境設定もオフにする
ことをお勧めします。

vmouse.presentのバックグラウンド環境設定をオフにするには、
次の手順に従ってください。

a. [ 編集 ] - [ 環境設定 ](Windows ホスト ) または [Edit] - [preferences]
（Linux ホスト ) を選択します。

b. [ 入力 ] または [Input] をクリックします。

c. [ カーソルがウィンドウから外れた時、バックグラウンドする ] また
は [Ungrab when cursor leaves window] のチェックボックスから
チェックを外します。

以下は 3D を有効にする構成のサンプルです。コピーし、.vmxファイルに
貼り付けをしてご使用ください。

# Experimental Support for Direct3D (option 1 of 3)

# (REQUIRED) The line below enables accelerated 3D on the host.

# It is required to support 3D in the guest

mks.enable3d = TRUE

# Experimental Support for Direct3D (option 2 of 3)

# (OPTIONAL) The line below increases the amount of VRAM on the

# virtual display card to 64 MB.  Adding more VRAM helps to reduce

# thrashing in the guest.  The maximum value is 128 MB.

# This option is expressed in bytes.

svga.vramSize = 67108864
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# Experimental Support for Direct3D (option 3 of 3)

# (OPTIONAL) Applications which required DirectInput relative

# mode need to turn off the absolute pointing device in the guest.

# In practice, this is only required for a certain class of fullscreen

# 3d applications (e.g. realtime games like first person shooters). 

# If you set this option, we recommend also turning off the preference

# for motion ungrabbing in the Input tab of the Preferences settings

# dialog.

vmmouse.present = FALSE

ゲストOSで 3Dアクセラレーションを有効化
ゲスト OS でアクセラレートされた 3D を有効にするには、次の作業を行い
ます。

1. 仮想マシンをパワーオンします。

2. VMware tools をインストールします。

注意 : 安定性のために、VMware Tools が使用の VMware Workstaion 
と一致していることが重要です。

3. DirectX 9.0c End User Runtime をインストールします。

DirectX 9.0c End User Runtime は、Microsoft の次のサイトからダウン
ロードできます。

www.microsoft.com/downloads/
search.aspx?displaylang=en&categoryid=2 

4. 3D アプリケーションをインストールして、実行します。

既知の問題
以下は、 Direct3D の試験的サポートにおいて頻繁に起こる問題です。 

･ 3D アプリケーションが実行していると、VMware Workstation コンソー
ルタブの切替が機能しない。 

･ 3D アプリケーションが実行していると、フルスクリーンとウィンドウ
スクリーンモードの切替が機能しない。 

･ 複数の 3D アプリケーションを同時に実行すると、Workstation アプリ
ケーションがクラッシュする。

･ 3D アプリケーションが実行していると、サスペンド、レジューム、及
びスナップショットの設定が機能しない。

･ 次のようなグラフィックが破損する。
･ スクリーンショットまたはムービーキャプチャ画面で、3D 領域のグ

ラフィックが破損する。
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･ ゲスト OS で、3D 領域上にカーソルを持っていくと、カーソルに円
光 ( 通常は白 ) が現れる。

VMware の試験的サポートについて
VMware Workstation では、Direct3D アクセラレーションを試験的にのみサ
ポートしています。Direct3D アクセラレーションに関する全てのサポート
リクエストに対して、個々にお応えすることは困難と思われます。

弊社に報告していただきたい事柄
･ ゲストのブルースクリーン、または VMware Workstation にクラッシュ

を引き起こす 3D アプリケーション等の突発的な故障
･ ATI 8500 ( またはそれ以降 ) ビデオカードのテストリポート ( 機能する

しないに関わらず )
･ Linux ホスト OS のテストリポート ( 機能するしないに関わらず )
･ 使用されている特定の DirectX8 及び DX9 アプリケーションのテストリ

ポート ( 機能するしないに関わらず )
･ 3D 実行に際して起こる特定の問題
･ VMware 3D テクノロジーの展開における、特定の方針に関する質問
具体的な詳細を含むリポートの収集が、 Direct3D の試験的サポートを完全な
サポートにする近道となります。構成、3D アプリケーション、及びハード
ウェアに関して、できるだけ多くの詳細を含んでサポートリクエストに提出
してください。
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サウンドの構成 
VMware Workstation は Sound Blaster Audio PCI 互換のサウンドデバイスを
提供し、Windows 95、Windows 98、Windows Me、Windows NT、
Windows 2000、Windows XP、Windows Server 2003 及び Linux のゲスト OS
でサウンドをサポートしています。VMware Workstation のサウンドデバイ
スはデフォルトでは有効になっています。

サウンドとして、PCM ( パルスコードモジュール ) 入出力がサポートされて
います。 例えば、.wavファイル、MP3 オーディオ、Real Media オーディオ
を使用することができます。Windows ゲストでの MIDI 出力は Windows ソ
フトウェアシンセサイザを使用してサポートされますが、MIDI 入力はサ
ポートされていません。Linux ゲストでは MIDI はサポートされません。

Windows 2000、Windows XP 及び最新の Linux ディストリビューションのほ
とんどが自動的にサウンドデバイスを検出し、 それに合ったドライバをイン
ストールします

Windows 9x及びWindows NTゲストOSにサウンドドライバを
インストール
Windows 95、Windows 98、Windows 98SE 及び Windows NT 4.0 には、
Sound Blaster AudioPCI アダプタ向けのドライバは搭載されていません。 こ
のようなゲスト OS でサウンドを使用するには、 Creative Labs 社の Web サ
イト (www.creative.com) からドライバをダウンロードしてゲスト OS にイン
ストールする必要があります。

Creative Labs 社は、世界中の様々な地域を対象として多くの Web サイトを
提供しています。地域によってアダプタ名は異なりますが、通常は名前に
AudioPCI が含まれています。
www.vmware.com394
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ここでは、各種デバイスの仮想マシンでの使用方法を説明します。

･ パラレルポートの使用 (P.397)
･ パラレルポート (P.397)
･ ゲスト OS へのインストール (P.397)
･ Linux ホストにパラレルポートを構成 (P.398)
･ Iomega Zip ドライブ に関する注記 (P.402)

･ シリアルポートの使用 (P.403)
･ ホスト上でシリアルポートを使用 (P.403)
･ ホストコンピュータ上のファイルを使用 (P.404)
･ ホスト上のアプリケーションを仮想マシンに接続 (P.406)
･ 2 台の仮想マシンを接続 (P.408)
･ 上級者用特殊構成オプション (P.412)
･ 使用例 : 仮想シリアルポートを使用したデバッグ (P.413)

･ Linux ホストでキーボードのマッピング (P.416)
･ 対処方法 (P.416)
･ サポート状況 (P.416)
･ V-Scan コード表 (P.420)

･ 仮想マシンで USB デバイスを使用 (P.425)
･ Version 5 における USB サポートに関する注記 (P.425)
･ USB コントローラの有効と無効 (P.425)
･ USB デバイスの接続 (P.425)
･ Windows ホストでの USB の使用 (P.426)
･ Windows 2000 ホストで USB 2.0 ドライバを交換 (P.427)
･ Linux ホストでの USB の使用 (P.427)
･ USB デバイスのコントロール (P.428)
･ 仮想マシンから USB デバイスを取外し (P.429)
･ ヒューマン インターフェースデバイス (P.429)

･ Generic SCSI デバイスに接続 (P.430)
･ Windows ホスト上の Generic SCSI (P.430)
･ Linux ホスト上の Generic SCSI (P.432)
www.vmware.com396
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パラレルポートの使用
VMware Workstation VMware Workstation は、 双方向 PS/2 スタイルポートの
部分的なエミュレーションをサポートしています。

Linux がホストの場合、VMware Workstation ではパラレルポートの「PC-
style hardware」オプション (CONFIG_PARPORT_PC) がカーネルモジュール
としてビルトされ、読み込まれる（m に設定される）必要があります。 
CONFIG_PARPORT_PC がカーネルに直接ビルト（コンパイル）された場合、
VMware Workstation は双方向のパラレルポートデバイスを使用できません。 
CONFIG_PARPORT_PC がシンボルを正しくエクスポートしないため、この
ような制約が生じます。

パラレルポート
パラレルポートはプリンタ、スキャナ、ドングル、ディスクドライブなど多
様なデバイスに利用されます。

現時点では、VMware Workstation は PS/2 ハードウェアの部分的なエミュ
レーションのみを提供しています。特に、物理ポートに接続されているデバ
イスからの割り込み要求は、仮想マシンには伝達されません。また、ゲスト
OS とポート間のデータの転送に DMA（Direct Memory Access）を使用する
こともできません。このため、パラレルポートに接続されるデバイスがすべ
て正常に動作するとは限りません。 

ゲスト OS へのインストール 
仮想マシンにパラレルポートが構成されている場合、ほとんどのゲスト OS
は、インストール時にパラレルポートを自動検出し、必要なドライバをイン
ストールします。 Linux、Windows NT、Windows 2000 といった一部の OS
は、ブート時にポートを自動検出しますが、Windows 95/98 のように自動
検出を行わない OS もあります。 

仮想マシン構成にパラレルポートを追加するには、仮想マシンをオフにした
状態で次の手順を実行してください。

1. 仮想マシン設定エディタ (Virtual Machine Settings editor) を開きます。

[VM] - [ 設定 ](Windows ホスト ) または [VM] - [Settings](Linux ホスト )

2. [ 追加 ] または [Add] をクリックして [ ハードウェア追加 ] または [New 
Hardware] ウィザードを開始します。

3. [ パラレルポート ] または [Parallel Port] を選択してから [ 次へ ] または
[Next] をクリックします。
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4. 物理パラレルポートを使用するか仮想パラレルポートをファイルに接
続するかを指定します。

5. [ 物理ポパラレルポートを使用 ] または [Use physical port] を選択した場
合、ドロップダウンリストから適切なポートを選択します。

[ 出力ファイルを使用 ] または [Use physical port] を選択した場合、パス
とファイル名を入力するか、あるいはファイルの場所を検索します。

[ デバイスのステータス ] または [Device status] のデフォルト設定は
[ 起動時に接続 ] または [Connect at power on] になっています。この設
定の選択を解除したい場合は、チェックボックス内からチェックマー
クを外します。

[ 完了 ] または [Finish] をクッリクします。

Windows 95/98 ゲストでは、新しくポートを追加した後に、ゲスト OS の新
しいハードウェアの追加ウィザード（[ スタート ] - [ 設定 ] - [ コントロールパ
ネル ] - [ 新しいハードウェアの追加 ]）を実行して、Windows に新しいデバ
イスを検出させます。

Linux ホストにパラレルポートを構成
双方向パラレルポートがゲストで正常に動作するには、まずホストに正しく
設定されていなければなりません。 パラレルポートの機能性に関する問題の
ほとんどは、ホストでの設定が原因です。Linux カーネルのバージョン、デ
バイスのアクセス権、必要なモジュールなどをもう一度確認してください。

･ パラレルポートと Linux 2.2.x カーネル (P.398)
･ パラレルポートと Linux 2.4.x カーネル (P.399)
･ パラレルポートと Linux 2.6.x カーネル (P.400)
･ デバイスの許可 (P.402)

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、 

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.397)」の最初でも述べたように、PC Style Hardware 
(CONFIG_PARPORT_PC) がモジュールとして読み込まれている必要がありま
す。さらに、仮想マシンがパラレルポートにユーザーレベルでアクセスでき
るように、VMware Workstation は vmppuserモジュールを提供していま
す。 

これらのモジュールがシステムにインストールされ、実行されているかを確
認するには、root で lsmodコマンドを実行します。実行中のモジュールの
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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

このコマンドで、パラレルポートに必要な 3 つのモジュールが挿入されま
す。

以上の作業を行っても問題が解消しない場合は、lpモジュールが実行され
ている可能性があります。このモジュールが実行されていると、仮想マシン
はパラレルポートを正常に使用できません。lpモジュールを削除するには、
root で次のコマンドを実行します。

rmmod lp

また /etc/modules.confファイルか /etc/conf.modulesファイルに
lpモジュールを参照先に使用しているラインがあれば、それも削除するか、
ラインの頭に井桁（#）を挿入してコメントアウトしてください。 構成ファ
イルの名前は、使用している Linux ディストリビューションによって異なり
ます。このラインを削除した後にホストをリブートすると、構成ファイルは
lpモジュールを開始しなくなります。

パラレルポートの適切なモジュールがブート時に確実に読み込まれるように
するには、次のラインを /etc/modules.confファイルか /etc/

conf.modules ファイルに追加します。

alias parport_lowlevel parport_pc

パラレルポートと Linux 2.4.x カーネル
「パラレルポートの使用 (P.397)」の最初でも述べたように、PC Style 
Hardware (CONFIG_PARPORT_PC) がモジュールとして読み込まれているか
確認してください。2.4.x カーネルを使用している場合、パラレルポートの
機能性を提供するモジュールは parport、parport_pc、ppdevです。

これらのモジュールがシステムにインストールされ、実行されているかを確
認するには、root で lsmodコマンドを実行します。実行中のモジュールの
リストに上記の 3 つのモジュールが含まれていなければなりません。
/proc/modulesファイルでも同じリストを参照できます。

適切なモジュールを読み込むには、次のコマンドを実行します。
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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 として次のコマンドを実行してください。

rmmod lp

また /etc/modules.confファイルか /etc/conf.modulesファイルに
lpモジュールを参照先に使用しているラインがあれば、それも削除するか、
ラインの頭に井桁（#）を挿入してコメントアウトしてください。 構成ファ
イルの名前は、使用している Linux ディストリビューションによって異なり
ます。このラインを削除した後にホストをリブートすると、構成ファイルは
lpモジュールを開始しなくなります。

パラレルポートの適切なモジュールがブート時に確実に読み込まれるように
するには、次のラインを /etc/modules.confファイルか /etc/

conf.modulesファイルに追加します。

alias parport_lowlevel parport_pc

また、2.4.x シリーズの Linux カーネルは。パラレルポートハードウェアへの
アクセスに特殊なアービトレイタを使用しています。パラレルポートをホス
トが使用している間、ゲストは使用することはできません。仮想マシンがパ
ラレルポートを使用している時は、ホストやホストにアクセスしているユー
ザーにはデバイスへのアクセスが許可されません。VMware Workstation が
デバイスをロックしアクセスを制限するため、仮想マシンだけがポートを使
用することができます。

[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 2.6.x カーネル
「パラレルポートの使用 (P.397)」の初めでも述べたように、PC Style 
Hardware (CONFIG_PARPORT_PC) がモジュールとして読み込まれているか
確認してください。2.6.x カーネルを使用している場合、パラレルポートの
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機能性を提供するモジュールは modprobe <modulename> と 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 では、parport_pcを読み込んでも、３つすべてのモジュールは読み
込まれません。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。

以上の作業を行っても問題が解消しない場合は、lpモジュールが実行され
ている可能性があります。このモジュールが実行されていると、仮想マシン
はパラレルポートを正常に使用できません。lpモジュールを削除するには、
root として次のコマンドを実行してください。

rmmod lp

また /etc/modules.confファイルか /etc/conf.modulesファイルに
lpモジュールを参照先に使用しているラインがあれば、それも削除するか、
ラインの頭に井桁（#）を挿入してコメントとして取り除いてください。 構
成ファイルの名前は、使用している Linux ディストリビューションによって
異なります。このラインを削除した後にホストをリブートすると、構成ファ
イルは lpモジュールを開始しなくなります。

パラレルポートの適切なモジュールがブート時に確実に読み込まれるように
するには、次のラインを /etc/modules.confファイルか /etc/

conf.modules ファイルに追加します。

alias parport_lowlevel parport_pc

また、2.6.x シリーズの Linux カーネルは。パラレルポートハードウェアへの
アクセスに特殊なアービトレイタを使用しています。パラレルポートをホス
トが使用している間、ゲストは使用することはできません。仮想マシンがパ
ラレルポートを使用している時は、ホストやホストにアクセスしているユー
ザーにはデバイスへのアクセスが許可されません。VMware Workstation が
デバイスをロックしアクセスを制限するため、仮想マシンだけがポートを使
用することができます。

[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。
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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。

デバイスグループにユーザーを追加するには、/etc/groupファイルを編
集します。lpで始まるライン（lpグループを定義するライン）に VMware 
Workstation ユーザーのユーザー名を追加します。このような変更は root の
権限で行ってください。次のラインは、userjというユーザー名を持つ
ユーザーの例です。

lp::7:daemon,lp,userj

ユーザーが次にホストにログインすると、変更が実施されます。

Iomega Zip ドライブ に関する注記 
Windows 95/98 で Iomega Zip ドライブの旧式のドライバを使用すると、
ブート時やインストール時に ゲスト OS が断続的にロックされる可能性があ
ります。最新の Iomega ドライバの信頼性は検証済です。最新のドライバ
は、次の URL からダウンロードできます。
www.iomega.com/software/index.html 
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シリアルポートの使用
VMware Workstation の仮想マシンは、最大 4 つの仮想シリアルポートを使
用することができます。このようなシリアルポートは、次のような方法で構
成することが可能です。

･ 仮想シリアルポートをホストコンピュータの物理シリアルポートに接
続

･ 仮想シリアルポートをホストコンピュータのファイルに接続
･ 2 台の仮想マシン間あるいは仮想マシンとホストコンピュータで稼動す

るアプリケーション間を直接接続
また仮想マシンをオンにした時にシリアルポートを接続するかどうかも指定
できます。

ホスト上でシリアルポートを使用
ホストコンピュータの物理シリアルポートを使用するように、仮想マシンの
仮想シリアルポートを設定することが可能です。このような設定は、例えば
外部のモデムや携帯用デバイスを仮想マシンで使用する必要がある場合に便
利です。

ホスト上の物理シリアルポートに接続する仮想シリアルポートは、次の手順
でインストールします。

1. [VM] - [ 設定 ] または [VM] - [Settings] を選択し、仮想マシン設定エディ
タ (Virtual Machine Settings editor) を開きます。

2. [ 追加 ] または [Add] をクリックして [ ハードウェア追加 ] または [Add 
Hardware] ウィザードを開始します。

3. [ シリアルポート ] または [Serial Port] を選択してから [ 次へ ] または
[Next] をクリックします。
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4. [ ホストの物理シリアルポートを使用 ] または [Use physical serial port 
on the host] を選択し、[ 次へ ] または [Next] をクリックします。

5. このシリアル接続に使用するホストコンピュータ上のポートを選択し
ます。デフォルトで、デバイスステータスは [ 起動時に接続 ] または
[Connect at power on] に設定されています。この設定は、必要に応じ
て解除することができます。

このシリアルポートをポーリングモードで使用するように設定する場
合は、[ 詳細 ] または [Advanced] をクリックします。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.412)」を
参照してください。

6. [ 完了 ] または [Finish] をクリックしてから [OK] をクリックし、仮想マ
シン設定エディタを終了します。 

7. 仮想マシンをオンにします。

ホストコンピュータ上のファイルを使用
ホストコンピュータ上のファイルに出力するように、仮想マシンの仮想シリ
アルポートを設定することが可能です。このような設定は、例えば仮想マシ
ンで起動中のプログラムが仮想シリアルポートに送信するデータを記録した
り、ゲストからホストに素早くファイルを転送したりする必要がある場合に
便利です。

1. 仮想マシン設定 エディタ ([VM] - [ 設定 ] または [VM] - [Settings]) を開き
ます。

2. [ 追加 ] または [Add] をクリックして [ ハードウェア追加 ] または [Add 
Hardware] ウィザードを開始します。

3. [ シリアルポート ] または [Serial Port] を選択してから [ 次へ ] または
[Next] をクリックします。
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4. [ ファイルに出力 ] または [Output to file] を選択し、[ 次へ ] または
[Next] をクリックします。

5. 仮想シリアルポートの出力を記録するのに使用するホストのファイル
を参照します。デフォルトで、デバイスステータスは [ 起動時に接続 ]
または [Connect at power on] に設定されています。この設定は、必要
に応じて解除することができます。

このシリアルポートをポーリングモードで使用するように設定する場
合は、[ 詳細 ] または [Advanced] をクリックします。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.412)」を
参照してください。

6. [ 完了 ] または [Finish] をクリックしてから [OK] をクリックし、仮想マ
シン設定エディタを終了します。 

7. 仮想マシンをオンにします。
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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、次の手順に従ってください。

Windows ホスト
1. 仮想マシン設定 エディタ ([VM] - [ 設定 ]) を開きます。

2. [ 追加 ] をクリックして [ ハードウェア追加 ] ウィザードを開始します。

3. [ シリアルポート ] を選択してから [ 次へ ] をクリックします。

4. [ 名前付きパイプに出力 ] を選択して [ 次へ ] をクリックします。 

5. デフォルトのパイプ名を使用するか、別のパイプ名を入力します。パ
イプ名は ￥￥.￥pipe￥<namedpipe>の形式を取らなければなりませ
ん。つまり、￥￥.￥pipe￥を頭に付けてください。
www.vmware.com406



第 1 4 章  デバイスの接続
6. [ 名前付きパイプはサーバです ] か [ 名前付きパイプはクライアントで
す ] を指定します。一般的に、仮想マシン側から最初に接続を開始する
予定であれば、[ 名前付きパイプはサーバです ] を選択します。

7. [ 接続先はアプリケーションです ] を選択します。

8. デフォルトで、デバイスステータスは [ 起動時に接続 ] に設定されてい
ます。この設定は、必要に応じて解除することができます。

このシリアルポートをポーリングモードで使用するように設定する場
合は、[ 詳細 ] をクリックします。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.412)」を参照してくださ
い。

9. [ 完了 ] をクリックしてから [OK] をクリックして仮想マシン設定エディ
タを終了します。 

10.ホストコンピュータ上で、仮想マシンと通信させるアプリケーション
が同じパイプ名を使うように構成します。

11.仮想マシンをオンにします。 

Linux ホスト
1. Virtual Machine Settings Editor([VM] - [Settings]) を開きます。

2. [Add] をクリックして [Add Hardware] ウィザードを開始します。 

3. [Serial Port] を選択してから [Next] をクリックします。

4. [Output to named pipe] を選択して [Next] をクリックします

5. [Path] フィールドに /tmp/<socket>または別の Unix ソケット名を入
力します。

6. [ This end is the serve] か [This end is the client] を指定します。一般的
に、仮想マシン側から最初に接続を開始する予定であれば、[This end is 
the server] を選択します。

7. [The other end is an application] を選択します。

8. デフォルトで、デバイスステータスは [Connect at power on] に設定さ
れています。この設定は、必要に応じて解除することができます。

このシリアルポートをポーリングモードで使用するように設定する場
合は、[Advanced] をクリックします。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.412)」を参照してくだ
さい。
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9. [Finish] をクリックします。 

10.[OK] をクリックして構成を保存し、Virtual Machine Settings Editor を終
了します。

11.ホストコンピュータ上で、仮想マシンと通信させるアプリケーション
が同じ Unix のソケット名を使うように構成します。

12.仮想マシンをオンにします。

2 台の仮想マシンを接続 
2 台の仮想マシンの仮想シリアルポート間が接続するように設定を行うこと
が可能です。このような設定は、例えば一方の仮想マシンのシリアルポート
から送信されるデバッグ情報を、もう 1 台の仮想マシンのアプリケーショ
ンを利用して記録したい場合に便利です。

2 台の仮想マシン（サーバとクライアント）をつなぐ直接シリアル接続をイ
ンストールするには、次の手順に従ってください。

Windows ホスト

仮想マシン ( サーバ )での操作
1. 仮想マシン設定エディタ ([VM] - [ 設定 ]) を開きます。

2. [ 追加 ] をクリックして [ ハードウェア追加 ] ウィザードを開始します。

3. [ シリアルポート ] を選択してから [ 次へ ] をクリックします。

4. [ 名前付きパイプに出力 ] を選択してから [ 次へ ] をクリックします。
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5. デフォルトのパイプ名を使用するか、別のパイプ名を指定します。パ
イプ名は ￥￥.￥pipe￥<namedpipe>の形式を取らなければなりませ
ん。つまり、￥￥.￥pipe￥を頭に付けてください。

6. [ 名前付きパイプはサーバです ] を選択します。

7. [ 接続先は仮想マシンです ] を選択します。

8. デフォルトで、デバイスステータスは [ 起動時に接続 ] に設定されてい
ます。この設定は、必要に応じて解除することができます。

このシリアルポートをポーリングモードで使用するように設定する場
合は、[ 詳細 ] をクリックします。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.412)」を参照してくださ
い。

9. [ 完了 ] をクリックしてから [OK] をクリックして仮想マシン設定エディ
タを終了します。

仮想マシン ( クライアント )での操作
1. 仮想マシン設定エディタ ([VM] - [ 設定 ]) を開きます。

2. [ 追加 ] をクリックして [ ハードウェア追加 ] ウィザードを開始します。

3. [ シリアルポート ] を選択してから [ 次へ ] をクリックします。
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4. [ 名前付きパイプに出力 ] を選択します。 

5. デフォルトのパイプ名を使用するか、別のパイプ名を指定します。パ
イプ名は ￥￥.￥pipe￥<namedpipe>の形式を取らなければなりませ
ん。つまり、￥￥.￥pipe￥を頭に付けてください。サーバとクライアン
トには同じパイプを使用します。

6. [ 名前付きパイプはクライアントです ] を選択します。

7. [ 接続先は仮想マシンです ] を選択します。

8. デフォルトで、デバイスステータスは [ 起動時に接続 ] に設定されてい
ます。この設定は、必要に応じて解除することができます。

このシリアルポートをポーリングモードで使用するように設定する場
合は、[ 詳細 ] をクリックします。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.412)」を参照してくださ
い。

9. [ 完了 ] をクリックしてから [OK] をクリックして仮想マシン設定エディ
タを終了します。

Linux ホスト

仮想マシン ( サーバ )での操作
1. Virtual Machine Settings Editor ([VM] - [Settings]) を開きます。

2. [Add] をクリックして [Add Hardware] ウィザードを開始します。

3. [Serial Port] を選択してから [Next] をクリックします。

4. [Output to named pipe] を選択してから [Next] をクリックします。

5. [Path] フィールドに /tmp/<socket>または別のパスと Unix ソケット
名を入力します。 

6. [This end is the server] を選択します。
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7. [The other end is a virtual machine] を選択します。 

8. デフォルトで、デバイスステータスは [Connect at power on] に設定さ
れています。この設定は、必要に応じて解除することができます。

このシリアルポートをポーリングモードで使用するように設定する場
合は、[Advanced] をクリックします。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.412)」を参照してくだ
さい。

9. [Finish] をクリックしてから [OK] をクリックして構成を保存し、Virtual 
Machine Settings を終了します。 

仮想マシン ( クライアント )での操作
1. Virtual Machine Settings Editor ([VM] - [Settings]) を開きます。

2. [Add] をクリックして [Add Hardware] ウィザードを開始します。

3. [Serial Port] を選択してから [Next] をクリックします。

4. [Output to named pipe] を選択してから [Next] をクリックします。

5. [Path] フィールドに /tmp/<socket>または別のパスと Unix ソケット
名を入力します。サーバとクライアントのパイプ名が一致するように
します。 

6. [This end is the server] を選択します。

7. [The other end is a virtual machine] を選択します。 

8. デフォルトで、デバイスステータスは [Connect at power on] に設定さ
れています。この設定は、必要に応じて解除することができます。

このシリアルポートをポーリングモードで使用するように設定する場
合は、[Advanced] をクリックします。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.412)」を参照してくだ
さい。

9. [Finish] をクリックしてから [OK] をクリックして構成を保存し、Virtual 
Machine Settings editor を終了します。 
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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、主にシリアル接続で通信するデバッグツールを使用する開発者に
利用していただくことができます。 

デバッグ中の CPUパフォーマンスの改善
この最初のオプションは、仮想マシン設定エディタ (Virtual Machine 
Settings editor) で設定します。 この設定は、ゲスト OS がシリアルポートを
割り込みモードではなくポーリングモードで実行している場合、効果的で
す。ポーリングモードでは仮想マシンが必要以上に CPU 時間を消費し、ホ
ストや他のゲストの実行速度が低下してしまいます。

ホスト上のアプリケーションのパフォーマンスを通常の状態に戻すには、仮
想マシン設定エディタで該当する仮想シリアルポートを選択し、[ ポーリン
グで CPU を放棄する (Yeild CPU on poll)] チェックボックスをチェックしま
す。この構成オプションは該当する仮想マシンに、仮想シリアルポートの
ポーリングしか行っていない場合に CPU 時間を放棄するように強制します。 

シリアル接続の入力スピードの変更
2 つ目のオプションを利用するには、仮想マシンをオフにして VMware 
Workstation ウィンドウを閉じてから、テキストエディタを使用して仮想マ
シンの構成ファイルに次の行を追加する必要があります。

serial<n>.pipe.charTimePercent = <x> 

このオプションは、パイプを使った仮想マシンへのシリアル接続で最大限の
スピードを引き出したい場合に有効です。原則として、仮想マシンが仮想シ
リアルポートを通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。
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<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 を使用して、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用したデバッグ
Windows 用デバッグツール (WinDbg) またはカーネルデバッガー (KD) を使
用すれば、仮想シリアルポートを使用して仮想マシンでカーネルコードをデ
バッグすることができます。Windows 用デバッグツールは、Windows DDK 
Web サイト (www.microsoft.com/whdc/devtools/debugging/default.mspx)
からダウンロード可能です。

次の 2 つの例は、どのように仮想シリアルポートを使用して仮想マシン内
でカーネルコードをデバッグするかを示したものです。

･ デバッグアプリケーションが VMware Workstation のホスト（Windows
ホストのみ）にインストールされている場合

･ デバッグアプリケーションが同じ VMware Workstation ホストに存在す
る別の仮想マシンにインストールされている場合（これは Linux がホス
トの場合に便利なオプションですが、Windows ホストでも実行できま
す）。

上記いずれの場合も、2 台の物理コンピュータやモデム、シリアルケーブル
を使わず、1 台のシステムでカーネルコードをデバッグすることができます。

Windows ホストから仮想マシン内のアプリケーションをデバッグ
ここでは、仮想マシン（ターゲット仮想マシン）にデバッグの対象となる
カーネルコードが存在し、WIndows ホスト上で WinDbgか KDを実行して
いる場合を考えます。
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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 (P.406)」の Windows ホ
ストの箇所にある手順に従って、ターゲット仮想マシンの準備を行います。
この際、仮想マシンの仮想シリアルポートは次のように構成します。

･ [ 名前付きパイプはサーバです。] を選択します。
･ [I/O モード ] で、[ ポーリングで CPU を放棄する ] チェックボックスを

チェックします。これは、ターゲット仮想マシンのカーネルが、仮想
シリアルポートを割り込みモードではなく、ポーリングモードで使用
するためです。

ホストの準備を行う際、Windows 用デバッグツールがパイプを使ったデ
バッグをサポートするバージョン (Version 5.0.18.0 以上 ) であるかを確認し
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. シリアルポートが接続されている事を確認します。[VM] - [ 取外し可能
デバイス ] を選択します。メニューでは、[serial<n>] が [￥￥.￥pipe￥
<namedpipe>]（Windows ホスト）か [/tmp/<socket>](Linux ホスト）
として表示されているはずです。シリアルポートが接続されていない
場合は、該当する仮想シリアルポートを指定してから [ 接続 (Connect)]
を選択します。 

3. ホストでコマンドプロンプトを開き、次のいずれかを行います。

･ 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（デバッガー仮想マ
シン）で Windows 用デバッグツール（WinDbg)かカーネルデバッガー
(KD）を実行している場合を考えます。

これは、Linux ホストで VMware Workstation を実行している場合に便利な
オプションです。デバッガー仮想マシンでは、Windows ゲスト OS を使用
して Windows 用デバッグツール (WinDbg) またはカーネルデバッガー (KD) 
を実行する必要があります。
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「2 台の仮想マシンを接続 (P.408)」で該当するホスト向けのサーバ仮想マシ
ンの箇所にある手順に従って、ターゲット仮想マシンの下準備を行います。
ターゲット仮想マシンの仮想シリアルポートを構成する際、[ ポーリングで
CPU を放棄する (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。

デバッガー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.408)」
のクライアント仮想マシンの箇所にある手順に従ってください。

準備ができたら、次の作業を行ってください。

1. 仮想マシンをオンにします。

2. 各仮想マシンでシリアルポートが接続されている事を確認します。
[VM] - [ 取外し可能デバイス ] または [VM] - [Removable Devices] を選択
します。シリアルポートが接続されていない場合は、仮想シリアル
ポートを指定してから [ 接続 ] または [Connect] を選択します。

3. デバッガー仮想マシンで WinDbgか KDを使用し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、Linux ホストでのキーボードマッピングにおける次のような問題
点とその対処方法を説明します。

･ 特殊な言語に限定された、VMware Workstation でサポートされていな
いキーボードを使用している。

･  キーボードの一部のキーが仮想マシンで正しく動作しない。 
･ 仮想マシンをローカルマシンで実行すればキーボードは正常に動作す

るが、同じ仮想マシンをリモート X サーバで使用すると正常に動作し
なくなる。

対処方法
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
であれば、仮想マシンをオフにして VMware Workstation ウィンドウを閉じ、
仮想マシンの構成ファイルか、 ~/.vmware/configに次の行を追加しま
す。

 xkeymap.usekeycodeMapIfXFree86 = true

この変更は、リモート X サーバのマシンではなく、仮想マシンを実行して
いるホストマシンで行います。

VMware Workstation が XFree86 サーバとして認識しない XFree86 ベースの
サーバを使用している場合は、次の行を代わりに追加します。

xkeymap.usekeycodeMap = true 

ローカルマシンで XFree86 サーバを使用しており、キーボードが正常に動
作しない場合は、弊社のテクニカルサポートにお問合せください。

サポート状況
残念ながら、（仮想マシンであるかないかに関わらず）PC でのキーボードの
サポートは複雑な問題をかかえています。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が、ここでは簡潔に説明を
させて頂きます。

PC キーボードのキーを押すと、大まかなキーの位置に基づいたスキャン
コードが生成されます。例えば、ドイツ語キーボードの < Z> キーは、英語
キーボードの <Y> キーと同じ位置にあるため、同じコードを生成します。
ほとんどのキーには 1 バイトのスキャンコードが割り当てられており、残
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。
www.vmware.com416



第 1 4 章  デバイスの接続
VMware Workstation の内部では、単一の９ビットの数値からなる PC スキャ
ンコードを単純化した、 v-scan コードと呼ばれるコードを使用しています。
v-scan コードは、３桁の 16 進数として記述されます。最初の桁は 0 か 1 で
す。例えば、 左側の <Ctrl> キーには１バイトのスキャンコード (0x1d) が割
り当てられ、その v-scan コードは 0x01d です。右側の <Ctrl> キーのスキャ
ンコードは２バイト (0xe0, 0x1d) で、その v-scan コードは 0x11d です。

X サーバは、２段階のキーエンコードを使用しています。X キーコードは１
バイト値です。一方、キーへのキーコードの割り当ては、X サーバの実装と
物理キーボードによって異なります。このため一般的に、X アプリケーショ
ンはキーコードを直接使用することができません。代わりにキーコードは、
<Space><Escape><x><2> といった名前が設定された keysyms にマッピン
グされます。マッピングは、XChangeKeyboardMapping() という機能ま
たは xmodmapというプログラムを使用して X アプリケーションがコント
ロールしています。また xevは、そのウィンドウに入力されたキーのキー
コードと keysyms を表示する便利なツールです。

要するに、キーコードは物理キーに大まかに対応しており、keysyms はキー
の上に表示されている記号に対応したものです。例えば、PC 上で稼働する
XFree86 サーバを例に取ると、ドイツ語キーボードの <Z> キーは英語キー
ボードの <Y> キーと同じキーコードを持ちますが、ドイツ語の
<Z>keysyms は英語の <Y>keysyms ではなく、<Z>keysyms と同じです。

PC 上の XFree86 サーバでは、X キーコードから PC スキャンコード（実際
は、VMware Workstation が使用している v-scan コード）へのマッピングは
１対１で行われます。VMware Workstation はこの事実を利用しています。
ローカルホストで XFree86 サーバを使用する時は、X キーコードから v-scan
コードへのビルトインされたマッピングを利用します。このマッピングは
キーボードの種類には関係なく、全てとは言えないまでも、ほとんどの言語
に対して有効なはずです。XFree86 サーバやローカルサーバを使用しない
ケースでは、キーボートに特有の表を利用して v-scan コードに keysyms を
マッピングしなければなりません。

キーコードのマッピングは簡単で自動化されているため、誰にでもできます
（keysyms のマッピングはもっと複雑です。これに関しては後ほど解説しま
す）。ただし、リモートサーバを実行しているのが PC であるか異種のコン
ピュータであるかをプログラムが判別することができないため、無難にロー
カル X サーバでしかキーコードのマッピングを利用しません。 しかし、この
設定では不都合が生じることがよくあります。このようなキーコードのマッ
ピング関連の動作は、仮想マシンをオフにして VMware Workstation ウィン
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ドウを閉じてから、テキストエディタを使用して仮想マシンの構成ファイル
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.420)」 に記載されています。下記の keysyms マッピング表も活用
ください。

この機能を使用してマッピングを多少変更することができます。例えば、次
の行を使用して、左の <Ctrl> キーと <Caps Lock> キーを置換えることがで
きます。

xkeymap.keycode.64 = 0x01d # X Caps_Lock -> VM left ctrl
xkeymap.keycode.37 = 0x03a # X Control_L -> VM caps lock 

このような構成ラインは、各仮想マシン構成に追加することも、個々の
VMware Workstation 構成 (~/.vmware/config) やホスト全体 (/etc/
vmware/config) あるいはインストレーション全体（一般的に /usr/

local/lib/vmware/config）の構成にも追加することができます。 

キーコードマッピングを利用できない（またはその機能が無効になってい
る）場合、VMware Workstation は keysyms を v-scan コードにマッピングし
ます。これは VMware Workstation のインストレーション（一般的に /usr/

local/lib/vmware）の xkeymapディレクトリに存在する表の１つを使用
して実行されます。

使用する表は、キーボードのレイアウトによって決定されます。一般的な
ディストリビューションには、米国及びヨーロッパ諸国向けの PC キーボー
ドと言語の表が含まれています。ほとんどの場合、101 キー（または 102
キー）と 104 キー（または 105 キー）の両方の変数があります。 
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VMware Workstation は現在使用中の X キーマップをチェックして、使用す
る表を自動的に決定します。ただし、その決定プロセスは完全ではありませ
ん。さらに、各マッピングは固定されているので、すべてのキーボードや X
キーコードから keysyms へのマッピングで完全に正しいわけではありませ
ん。例えば、ユーザーが xmodmapのコマンドで <Cntrl> キーと <Caps 
Lock> キーを置き換えている場合、リモートサーバ（keysyms マッピング）
使用時には仮想マシンでキーは置き換えされますが、ローカルサーバ（キー
コードマッピング）使用時には置き換えされないことになります。

このため、keysyms マッピングは完全ではありません。この欠陥を補うに
は、次の構成設定を使用すれば、ほとんどの動作の規則を変更することがで
きます。 

･ xkeymap.language = <keyboard-type>

VMware Workstation が使用中のキーボードに合った xkeymap表が存
在するのにそれを検出できない場合、このコマンドを使用します。
<keyboard-type>は、xkeymapディレクトリに存在する表の１つで
なければなりません （格納場所は上記参照）。ただし、キーボードが検
出できない場合、恐らく完全に正しい表が存在しないと考えることが
できます。

･ xkeymap.keysym.<sym> = <v-scan code>

keysyms マッピングの使用時は、keysyms<sym>を <v-scan code>

にマッピング。 <sym>は Xkeysyms 名、<v-scan code>は C のシン
タックスの 16 進数（例えば 0x001）でなければなりません。
キーに割り当てられた keysyms 名の確認は、xevまたは
xmodmap -pkを実行するのが最も簡単な方法です。

X ヘッダーファイル /usr/X11R6/include/X11/keysymdef.hには
keysyms の完全なリストが含まれています（keysyms の名前は、その C
定数から最初の XK_ を除いたものと同じです）。「V-Scan コード表 
(P.420)」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。この機能を使用して、既存のマッピングの小
さなエラーを修正することができます。

･ xkeymap.fileName = <file-path>

<file-path>の keysyms マッピング表を使用。表は、この形式の構成
ラインのシーケンスです。
<sym> = <v-scan code>

<sym> は Xkeysyms 名、<v-scan code> は C のシンタックスの 16 進数
（例えば 0x001）です。（キーボードに合った keysyms と v-scan コード
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検索のヒントは、上記の xkeymap.keysymの説明を参照してくださ
い。）
完全な keysyms のマッピングをコンパイルするのは大変な作業です。
既存の表を利用して、小さな変更を行っていく方法をお勧めします。

V-Scan コード表
104 キー U.S. キーボード向けの v-scan コード表

シンボル  Shift 時のシン
ボル

 ロケー
ション 

 v-scan コー
ド 

 Esc      0x001    

 1    !     0x002    

 2    @     0x003    

 3    #     0x004    

 4    $     0x005    

 5    %     0x006    

 6    ^     0x007    

 7    &     0x008    

 8    *     0x009    

 9    (   0x00a    

 0    )   0x00b    

 -    _     0x00c    

 =    +     0x00d    

 Backspace      0x00e    

 Tab      0x00f    

 Q      0x010    

 W      0x011    

 E      0x012    

 R      0x013    

 T      0x014    

 Y      0x015    

 U      0x016    

 I      0x017    

 O      0x018    
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 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    

 X    0x02d    

 C    0x02e    

 V    0x02f    

 B    0x030    

 N    0x031    

 M    0x032    

 ,    <    0x033    

 .    >    0x034    

 /    ?    0x035    

 Shift   右  0x036    

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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 *   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    

 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    

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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 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    

 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    

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> キーが存在します。

U.S 以外のキーボードには、左の <Shift> キーの隣にもう１つキーがありま
す（多くの場合 < > か < > |）。 

 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 

 <    >    0x056  

シンボル  Shift 時のシン
ボル

 ロケー
ション 

 v-scan コー
ド 
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仮想マシンで USB デバイスを使用
VMware Workstation 5 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。

webcam、スピーカー、マイクロホン等のアイソクロナス USB デバイス　
は、試験的にサポートしています。

注意 : Windows NT や Linux カーネル 2.2.17 より前のものは 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 ドライバを交換 (P.427)」の項を参照
してください。

Version 5 における USB サポートに関する注記
今回のリリースにあたって、多様な USB デバイスを使用してテストを行い
ました。一般的に、ゲスト OS に適切なドライバがインストールされていれ
ば、PDA、プリンタ、記憶（ディスク）デバイス、スキャナ、MP3 プレー
ヤ、デジタルカメラ、メモリカードリーダなどを使用できるはずです。

モデムや特定のストリーミングデータデバイス（スピーカー、Web Cam）
は正常に動作しません。

USB コントローラの有効と無効
仮想マシンの USB ポートは、デフォルトでは有効になっています。仮想マ
シンで USB デバイスを使用しない場合は、仮想マシン設定エディタ (Virtual 
Machine Settings editor) で USB コントローラを無効にすることができます。

USB デバイスの接続
仮想マシンが実行中で、そのウィンドウがアクティブな時に USB デバイス
がホストコンピュータにプラグインされると、デバイスはホストではなくゲ
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ストに自動的に接続されます。この自動接続機能は、[VM] - [ 設定 (Settings)]
を選択し、仮想マシン設定エディタ の USB コントローラ パネルでオフにす
ることが可能です。自動接続時に仮想マシンの全 USB ポートが既に使用中
の場合は、 既存の USB デバイスの 1 つを切断してポートを利用可能な状態に
するか、新しいデバイスを無視して、それをホストに接続するかの選択画面
が表示されます。

特定の USB デバイスを仮想マシンに接続するには、[VM] - [ 取外し可能デバ
イス (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用してホストコン
ピュータに接続されている場合、仮想マシンは USB デバイスのみを認識し、
ハブは認識しません。

各 USB ポートにはメニュー項目が存在します。これらの 1 つにマウスを移
動すれば、ホストコンピュータに接続され使用可能なデバイスのカスケード
メニューを表示することができます。デバイスを仮想マシンに接続するに
は、デバイス名をクリックします。

既にそのポートにデバイスが接続されている場合、新しいデバイス名をク
リックすると最初のデバイスが切断され、新しいデバイスが接続されます。

接続されているデバイスを切断するには、そのデバイスが接続しているポー
トのカスケードメニューで [ デバイスの切断 (None)] をクリックします。

新しくデバイスをホストに物理的に接続した後に自動接続機能がこれを仮想
マシンに接続しないと、デバイスはまずホストに接続されます。新しく追加
したデバイスの名前を [VM] - [ 取外し可能デバイス (Removable Devices)] メ
ニューに追加すれば、手作業でこれを仮想マシンに接続することもできま
す。

Windows ホストでの USB の使用
Windows 2000、Windows XP、Windows Server 2003 ホスト　特定の USB
デバイスが最初に仮想マシンに接続されると、ホストはそれを VMware USB 
Device という名の新しいデバイスとして認識し、適切な VMware ドライバ
をインストールします。

Windows XP とWindows Server 2003 ホスト　[ 新しいハードウェアの検
出 ] ウィザードがユーザーに確認を求めてきます。デフォルトの [ ソフト
ウェアを自動的にインストールする ] を選択してください。 この作業が完了
すると、ゲスト OS が USB デバイスを検出し、適切なドライバを検索しま
す。

Palm ハンドヘルドや Handspring Visor といった PDA を最初に仮想マシンに
同期化させると、ホストで VMware USB デバイスドライバを読み込み、ゲス
www.vmware.com426



第 1 4 章  デバイスの接続
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 ドライバを交換
USB 2.0 ポートを持つ Windows 2000 ホストで VMware Workstation 5 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ー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 ] をクリックします。

2. [USB(Universal Serial Bus) コントローラ ] のリストを展開して表示します。

3. リストから該当するコントローラを右クリックして [ プロパティ ] を選
択します。

4. [ ドライバ ] タブをクリックします。ドライバのプロバイダーとして
Microsoft が表示されていれば、既に適切なドライバが設定されています。

ドライバのプロバイダーが Microsoft 社でない場合は、Microsoft 社の Web
サイトから使用中のホスト OS 向けの最新の USB ドライバをダウンロード
し、指示に従ってインストールしてください。詳しい情報は Microsoft 社知
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次の場所に格納していま
す。
/proc/bus/usb

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、仮想マシン構成 .vmxファイルで変更できます。次のラインを追加し
てデフォルト USB デバイスファイルシステムのパスを変更します。 

usb.generic.devfsPath = "<your_path_to_usbdevfs>"
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USB デバイスのコントロール
USB デバイスは、一度にホストとゲストのいずれか 1 台のコンピュータに
よってのみコントロールできます。

Windows ホストでのデバイスコントロール
デバイスを仮想マシンに接続すると、ホストまたはそのデバイスをコント
ロールしていた別の仮想マシンからデバイスが「アンプラグ（切断）」され
ます。仮想マシンからデバイスを切断すると、そのデバイスはホストに「プ
ラグイン」されます。

注意 : On Windows 2000、Windows XP 及び Windows Server 2003 ホストで
は、 USB ネットワークと記憶デバイスをホストから切断するには、特別な手
順で行う必要があります。 Windows 2000 では｢ハードウェアの取り出し」、
Windows XP と Windows Server 2003 では「ハードウェアの安全な取り出
し」をいうシステムトレイアイコンがあります。仮想マシンに接続する前
に、このアイコンを使用してホストからデバイスを切断してください。

注意 : Windows 2000 と Windows XP、Windows Server 2003 ホストでは、
仮想マシン内で USB ネットワークや記憶デバイスを接続する際、デバイス
を安全に取り外すことができるというメッセージがホストに表示されること
があります。これは正常な動作ですが、メッセージ画面は無視してくださ
い。物理コンピュータからデバイスを取り外さないでください。VMware 
Workstation がデバイスのコントロールを自動的に仮想マシンに渡します。
USB 記憶デバイスがホストで使用されている場合（例えば該当するデバイス
に格納されているファイルがホストで開かれている場合）、デバイスを接続
しようとすると仮想マシン内にエラーメッセージが表示されることがありま
す。この場合、ホストに操作を完了させるか、該当するデバイスに接続され
ているホスト上のアプリケーションを閉じるかしてから、そのデバイスを仮
想マシンに再び接続してください。

Linux ホストでのデバイスコントロール
Linux ホストでは、ホストが使用していないデバイス、つまりホスト OS の
ドライバが要求していないデバイスであれば、ゲスト OS が使用することが
できます。

ホストがデバイスを使用中に [VM] - [Removable Devices] メニューを使用し
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コマンドを使用して手作業で行
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
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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。

自動接続機能を使用し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、再び接続します。物理的にデバイスを
取外してからプラグインしても、[VM] - [Removable Devices] メニュー
でデバイスの切断 / 接続を行っても構いません。

2. デバイスが使用中であるとの警告が表示されたら、 /etc/hotplug
ディレクトリにある hotplug構成ファイルでデバイスを無効にしま
す。

仮想マシンから USB デバイスを取外し
USB デバイスを取外したり、[VM] - [ 取外し可能デバイス (Removable 
Devices)] メニューを使用し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外す際の手順に従っ
て、作業を行ってください。これは、デバイスを物理的に取り外す場合も、
ホストから仮想マシンに、仮想マシンからホストに、または仮想マシン間で
移動する場合も同じです。

データ記憶装置（例えば ZIP ドライブ）を扱う場合は、特に注意してくださ
い。ファイルを保存してすぐに、OS がデータをディスクに書き込む間もな
くデータ記憶デバイスを移動すると、データが失われる可能性があります。

ヒューマン インターフェースデバイス
キーボードやマウスなどの USB ヒューマン インターフェースデバイスは、
仮想マシンの USB コントローラで処理されません。これらのデバイスがホ
ストの USB ポートにプラグインされていても、仮想マシンでは代わりに標
準の PS/2 キーボード及びマウスとして認識されます。
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Generic SCSI デバイスに接続
Generic SCSI を使用すれば、ゲスト OS がサポートするあらゆる SCSI デバイ
スを仮想マシンで実行することができます。Generic SCSI を使用して、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
ブ等）に直接アクセスできるようになります。

Windows ホスト上の Generic SCSI 
Windows で SCSI Generic 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することができます。

注意 : Gereric SCSI デバイスとして、仮想マシン内でホスト SCSI デバイスに
アクセスするには、管理者アクセスを持つユーザーとして、VMware 
Workstation を実行しなくてはなりません。

デバイスのサポート
理論上 Generic SCSI はデバイスに一切依存しないはずですが、弊社の検証で
は、ゲスト OS、デバイスクラス及び特定の SCSI ハードウェアに影響を受け
ることが判明しています。必要な SCSI ハードウェアはまず使用してみて、
問題が生じた場合に弊社のテクニカルサポートに報告することをお勧めしま
す。

注意 : Generic SCSI デバイスを Windows 95、Windows 98、Windows Me ゲ
ストで使用中にデバイスに問題が生じた場合は、www.lsilogic.com から最新
の Mylex® (BusLogic) BT-958 互換のホストバスアダプタをダウンロードして
ください。 このドライバは Windows が最適なドライバとして検出したもの
に上書きしてしまいますが、これによって既知の問題を修正することができ
ます。

Windows XP またはWindows Server 2003 ゲストで SCSI デバイスを使用す
るための準備
Windows XP や Windows Server 2003 仮想マシンで SCSI デバイスを使用する
には、特別な SCSI ドライバが必要です。このドライバは弊社 Web サイトの
ダウンロードセクション（ 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 ゲストで SCSI デバイスを使用するための準備
Generic SCSI デバイスは、仮想マシンが提供する仮想の Mylex (BusLogic) BT-
958 互換のホストバスアダプタを使用します。一部のゲスト OS は、仮想マ
シンに最初に SCSI デバイスをインストールすると、ドライバのインストー
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ルを順を追って実行してくれます。ただし Windows NT4.0 では、仮想 SCSI
ディスクにドライバが既にインストールされていない場合は、手作業でドラ
イバをインストールする必要があります。この作業は、Generic SCSI デバイ
スを追加する前に行ってください。

Windows NT 4.0 ゲストに BusLogic ドライバをインストールするには、 
Windows NT インストール CD を用意して、次の手順に従ってください。

1. [SCSI アダプタ ] コントロールパネルを開きます。

[ スタート ] - [ 設定 ] - [ コントロールパネル ] - [SCSI アダプタ ] を選択し
ます。 

2. [ ドライバ ] タブをクリックします。

3. [ 追加 ] をクリックします。

4. 左側のベンダーのリストから [BusLogic] を選択します。

5. 右側のドライバのリストから [BusLogic MultiMaster PCI SCSI Host 
Adapters] を選択します。

6. [OK] をクリックします。

7. 画面の指示に従って Windows NT CD を挿入します。[OK] をクリックし
ます。

8. 画面の指示に従って再起動します。

仮想マシンにGeneric SCSI デバイスを追加
仮想マシンに Generic SCSI デバイスを追加するには、仮想マシン設定エディ
タ (Virtual Machine Settings editor) を使用します。Generic SCSI デバイスの
設定を行うときは、仮想マシンをオフにしておいてください。

1. VMware Workstation が既に実行されていない場合は、スタートします。

[ スタート ] - [ プログラム ] - [VMware] - [VMware Workstation] を選択し
ます。

2. Generic SCSI デバイスを使用する仮想マシンを開きます。仮想マシンは
オフの状態にしておきます。

3. VMware Workstation のメニューから [VM] - [ 設定 ] を選択して仮想マシ
ン設定エディタを開きます。

4. [ 追加 ] をクリックすると、[ ハードウェア追加 ] ウィザードが開始しま
す。[ 次へ ] をクリックします。

5. Generic SCSI Device を選んで [ 次へ ] をクリックします。

6. 使用したい物理デバイスの名前を指定します。
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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。

[ デバイスのステータス ] の下のチェックボックスでは、仮想マシンを
オンにするたびにデバイスを接続するかどうかを指定することができ
ます。

7. [ 完了 ] をクリックすると新しいデバイスがインストールされます。

8. [OK] をクリックして構成を保存し、仮想マシン設定を閉じます。

デバイスを削除するには、仮想マシン設定エディタを開始して、該当する
Generic SCSI デバイスを選択してから [ 削除 ] をクリックします。

Linux ホスト上の Generic SCSI 
Linux で Generic SCSI ドライバを使用すれば、ゲスト OS が Generic SCSI デ
バイスを仮想マシンで使用できるようになります。 SCSI Generic ドライバは
/dev内の各 SCSI デバイスに対してマッピングを設定します。各エントリは
sg（SCSI Generic ドライバの略）で始まり、後に任意の 1 文字が割り当てら
れます。 例えば、/dev/sgaは最初の Generic SCSI デバイスを指します。

各エントリは、特定の SCSI デバイスに対応しています。/proc/scsi/

scsi の指定に従って、ID 値が一番低いアダプタのデバイス ID が小さいもの
からデバイス ID が大きなものへ、ID 値とデバイス ID 値が最も高いアダプ
タまで順番に並べられています。/dev/st0または /dev/scd0は入力しな
いでください。

注意 : Virtual Machine Settings で Generic SCSI デバイスをセットアップする
際は、[Connection] フィールドに仮想マシンにインストールするデバイスの
/dev/sgエントリを入力する必要があります。また、デバイスを使用する
許可を持つユーザーとしてログインしなければなりません。

Generic SCSI の要件
Generic SCSI には、 SCSI Generic (sg.o) ドライバ v. 2.1.36 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、一部のデバイスに既に /devエントリが割り当てられてい
ます。特にテープドライブ、ディスクドライブ、CD-ROM ドライブには、
一般的に順に st、sd、scdというエントリが割り当てられています。SCSI 
Generic ドライバがインストールされている場合、Linux はこのようなデバ
イスを、既に割り当てられているエントリだけでなく、/devにある該当す
る sgエントリを使用しても認識します。 VMware Workstation では、複数の
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プログラムが同じ /dev/sgエントリを同時に使用できないようになってい
ますが、/dev/sgエントリと元の /devエントリであれば同時に使用され
る可能性があります。このため、同じデバイスをホストとゲストの両方で使
用しないようにしてください。デバイスが不正に動作したり、データが破
損、消失する原因になります。

Generic SCSI デバイスへのアクセス権限
デバイスを仮想マシンで使用するには、その Generic SCSI デバイスに対する
読み取り / 書き込みの権限が必要です。 CD-ROM ドライブのような読み取り
専用デバイスでも例外ではありません。通常このようなデバイスは、デフォ
ルトで root だけにアクセス権が設定されています。システム管理者は、こ
れらのデバイスに対して読み取り / 書き込み権限を持つグループを作成し、
そのグループに必要なユーザー名を登録してください。

デバイスのサポート
理論上 Generic SCSI はデバイスに一切依存しないはずですが、弊社の検証で
は、ゲスト OS、デバイスクラス及び特定の SCSI ハードウェアに影響を受け
ることが判明しています。必要な SCSI ハードウェアはまず使用してみて、
問題が生じた場合に弊社のテクニカルサポートに報告することをお勧めしま
す。

注意 : Generic SCSI デバイスを Windows 95、Windows 98、Windows Me ゲ
ストで使用中にデバイスに問題が生じた場合は、 www.lsilogic.com から最新
の Mylex (BusLogic) BT-958 互換のホストバスアダプタをダウンロードしてく
ださい。 このドライバは Windows が最適なドライバとして検出したものに
上書きしてしまいますが、これによって既知の問題を修正することができま
す。Windows XP や Windows Server 2003 の仮想マシンで SCSI デバイスを使
用するには、特別な SCSI ドライバが必要です。 これは、弊社 Web ページの
ダウンロードのセクション ( www.vmware.com/download.) で入手できま
す。 

仮想マシンにGeneric SCSI デバイスを追加
仮想マシンに Generic SCSI デバイスを追加するには、Virtual Machine 
Settings Editor を使用します。 Virtual Machine Settings Editor を使用すれば、
ホスト上の物理 Generic SCSI デバイスに仮想 SCSI デバイスをマッピングす
ることができます。

Generic SCSI デバイスの設定を行うときは、仮想マシンをオフにしておいて
ください。

1. VMware Workstation をスタートし、仮想マシンを選択します。仮想マ
シンはオフの状態にしておきます。
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2. [VM] - [Settings] を選択して Virtual Machine Settings Editor を開きます。

3. [Add] をクリックすると、[Add Hardware] ウィザードが開始します。
[Generic SCSI Device] を選択して [Next] をクリックします。

4. 使用したい物理デバイスの名前を指定します。

次に、このデバイスを認識させたい仮想マシンの仮想デバイスノード
を選択します。

[Device status] の下のチェックボックスでは、仮想マシンをオンにする
たびにデバイスを接続するかどうかを指定することができます。

5. [Finish] をクリックして、新しいデバイスをインストールします。

6. [OK] をクリックして構成を保存し、Virtual Machine Settings Editor を終
了します。

デバイスを削除するには、Virtual Machine Settings Editor を開始して、該当
する Generic SCSI デバイスを選択してから [Remove] をクリックします。
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本章は、VMware Workstation 及びその仮想マシンのパフォーマンスを最適
化するためのヒントを記載しています。

･ ホストコンピュータの構成と管理 (P.437)
･ VMware Workstation の構成 (P.439)

･ 一般的な VMware Workstation のオプション (P.439)
･ Windows ホスト上の VMware Workstation (P.442)
･ Linux ホスト上の VMware Workstation (P.444)

･ 仮想マシンパフォーマンスのモニタリング (P.445)
･ メモリ使用上の注意事項 (P.447)

･ 仮想マシンのメモリサイズ (P.447)
･ 全ての仮想マシンによって使用される RAM 容量の指定 (P.448)
･ Linux ホストで 1GB 以上のメモリを使用 (P.450)

･ ゲスト OS のパフォーマンスの改善 (P.453)
･ Windows 95/98 ゲストのパフォーマンス (P.453)
･ Windows XP /2000/Server 2003 ゲストのパフォーマンス (P.454)
･ Linux ゲストのパフォーマンス (P.456)
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ホストコンピュータの構成と管理
機能の向上を図るには、ホストコンピュータが明らかに最適の場所といえま
す。ここでは、次の項目について説明します。

･ ワーキングディレクトリの場所
･ ディスクドライブの最適化
･ 十分なフリーディスクスペース
･ NIC 割り込みコーリス機能

ワーキングディレクトリの場所
インストーラは、ホスト上で仮想ディスクファイルが存在するワーキング
ディレクトリの場所を検索します。仮想マシンの構成をカスタマイズして、
ワーキングディレクトリまたは仮想ディスクファイルを別の物理コンピュー
タに配置することができます。 このカスタマイズによってパフォーマンスを
向上することも可能です。

ディスクドライブの最適化
ホストディスク、仮想ディスク、及びゲストディスクは全て VMware 
Workstation のパフォーマンスに影響を与えます。

ホストハードドライブ
仮想マシンのワーキングディレクトリあるいは仮想ディスクファイルが格納
されている物理ディスクのフラグメント化が進むと、仮想マシンのパフォー
マンスが低下します。 ホストディスクのフラグメント化は、次のいずれか、
または全てに影響を与える可能性があります。

･ 仮想ディスクを格納しているファイル
･ スナップショットが設定されている時に新しく保存されたデータを記

録するファイル
･ 仮想マシンのサスペンドとレジュームに使用する情報を記録したファ

イル
仮想マシンのディスクパフォーマンスが低下した場合、あるいはサスペンド
とレジュームオペレーションをスピードアップしたい場合、仮想マシンの
ワーキングディレクトリや仮想ディスクファイルが存在するホストのディス
クでフラグメント化がひどくなっていないか確認してください。 フラグメン
ト化が進んでいる場合は、ディスクの最適化ユーティリティを実行してホス
トディスクのフラグメント化を改善すれば、パフォーマンスが向上します。
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仮想ドライブ
仮想ディスクの最適化は Workstation のアプリケーションを使用してくださ
い。詳細は、「仮想ディスクの最適化と圧縮 (P.198)」を参照してください。

ゲストOSドライブ
初めのスナップショットの設定 ( またはリンククローンの作成 ) を行う前
に、ゲスト OS 機構を使用して最適化を行うことを強くお勧めします。

･ スナップショットを設定した後にゲスト上で最適化プログラムを実行
すると、Workstation は全ての変更をオリジナルディスクではなく、
redo ログに行なうので、オリジナルディスク内の最適化を今後二度と
行えなくなります。

･ ディスクのフラグメント化がかなり進み、スナップショット設定の後
に最適化を行うと、移動するセクターはすべて redo ログにコピーさ
れ、仮想マシン redo ログは極度に大きくなってしまいます。

十分なフリーディスクスペース
より良いパフォーマンスを保つには、ホストディスクのフリースペースが少
なくなり過ぎるのを避けてください。ゲストスパースディスク、スナップ
ショット、チェックポイント、または redo ファイルの書き込みのために
VMware Workstation がほとんどすべてのホストハードディスクを使わなく
てはならなくなった場合、パフォーマンスはがかなり低下する可能性があり
ます。 

NIC 割り込みコーリス機能
ホストの NIC 割り込みコーリス機能を増加させると、大量のネットワーク
トラフィックがゲストに発生するワークロードのパフォーマンスを向上させ
ることができます。割り込みコーリス機能は、高性能 NIC 上のハードウェ
アでドライバのコントロールのもとに実行され、ネットワークフレーム 1
グループの受信を OS のカーネルに 1 度のハードウェア割り込みで通知する
ことができるようにする機能です。
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VMware Workstation の構成
このセクションでは、VMware Workstation 自体のパフォーマンスに影響を
与える要因に関するアドバイスと情報を提供しています。ゲスト OS やホス
ト OS のパフォーマンスは、ここでは扱っていません。

注意 : 下記の VMware Workstation 構成オプションに加えて、 VMware Tools
パッケージが存在するゲスト OS には常に VMware Tools をインストールし
てください。これによって、ビデオ及びマウスのパフォーマンスが向上し、
仮想マシンのユーザビリティが大幅に向上します。詳しくは、「VMware 
Tools のインストール (P.124)」を参照してください。

一般的な VMware Workstation のオプション

ゲストOSの指定
各仮想マシンのゲスト OS は正しく指定してください。ゲスト OS の設定は、
[VM] - [ 設定 ] - [ オプション ] - [ 全般 ]（ Windows ホスト）か [VM] -[Settings] 
- [Options] - [General]（Linux ホスト）で確認できます。

VMware Workstation はこの指定に基づいて特定の内部構成を最適化します。 
このため、ゲスト OS を必ず正しく設定してください。 最適化を行えば指定
された OS の性能はかなり向上しますが、仮想マシンで実際に実行されてい
る OS と異なる OS を指定した場合は、性能が大幅に低下します（誤った OS
を指定しても仮想マシンは正常に動作しますが、仮想マシンの性能は低下す
る可能性があります）。

メモリの設定
仮想マシンには適切なメモリ容量を割り当ててください。最近の OS の多く
はメモリを大量に消費するようになってきています。このため、適度に大き
なメモリを割り当てることをお勧めします。

これはホスト OS、特に Windows ホストにも言えることです。

新規仮想マシンウィザード (New Virtual Machine Wizard) は仮想マシンのメ
モリサイズとして適当な値を自動的に選択しますが、（[VM] - [ 設定
(Settings] - [ メモリ (Memory)] を選択し、仮想マシン設定エディタ (Virtual 
Machine Settings editor) で設定を調整すれば、パフォーマンスをさらに向上
できることがあります。

一度に 1 台の仮想マシンを単独で実行することがほとんどであれば、仮想
マシンに割り当てるメモリは、ホストで利用できるメモリの半分を目安とし
てください。
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予約メモリの設定を変更すれば効果的なこともあります。[ 編集 (Edit)] - [ 環
境設定 (Preferences)] - [ メモリ (Memory)] で変更を行います。

詳細は、「メモリ使用上の注意事項 (P.447)」を参照してください。 

デバッグモード
VMware Workstation は、一般モードかデバッギング情報を提供するモード
のいずれかで実行することができます。デバッグモードは一般モードよりパ
フォーマンスが遅くなります。

一般的な使用目的では、仮想マシンをデバッグモードで実行しないでくださ
い。[VM] - [ 設定 (Settings)] - [ オプション (Options)] を選択してから、[ 詳細
(Advanced)] を選択します。詳細オプションの箇所にある [ デバッグイン
フォメーションの実行 (Run with debugging information)] チェックボックス
の選択が解除されていることを確認してください。

CD-ROMドライブのポーリング
Windows NT/98 など一部の OS は、CD-ROM ドライブに対するポーリング
を毎秒行って、ディスクが挿入されているか確認します（これで自動実行プ
ログラムを遂行することができるのです）。このポーリング中に VMware 
Workstation がホストの CD-ROM ドライブに接続され、CD-ROM ドライブが
回転する間、仮想マシンが動作を一時的に停止してしまうことがあります。

CD-ROM ドライブの始動に特に時間がかかる場合は、次の 2 通りの方法で
動作停止が起こるのを防ぐことができます。

･ ゲスト OS 内のポーリングを無効にします。無効にする方法は、OS に
よって異なります。最近の Microsoft Windows の OS では、PowerToys
ユーティリティから TweakUI を使用するのが最も簡単な方法です。
TweakUI の入手法とゲスト OS へのインストールに関する情報は、
Microsoft 社の Web サイト（www.microsoft.com）で「TweakUI」を
キーワードに検索を行ってください。使用する OS によって詳細が異な
ります。

･ 仮想 CD-ROM ドライブを切断された状態に設定することもできます。 
こうすれば、ドライブは仮想マシンに検出されますが、常にディスク
が挿入されていない状態で認識されます（また、VMware Workstation
がホストの CD-ROM ドライブに接続されません）。 
この変更を行うには、[VM] - [ 設定 (Settings)] を選択し、[ デバイス
(Devices)] リストの [DVD/CD-ROM] をクリックします。次に [ 起動時に
接続 (Connect at Power On)] チェックボックスの選択を解除してくださ
い。
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第 1 5 章  パフォーマンスの調整
仮想マシンで CD-ROM を使用したい時は、[VM] - [ 取外し可能デバイス
(Removable Devices)] メニューで CD-ROM ドライブを接続します。

ディスクのオプション
ディスクのオプション（SCSI または IDE）やタイプ（仮想または RAW）は、
様々な方法でパフォーマンスに影響を与えます。

仮想マシン内では、SCSI ディスクも DMA を使用する IDE ディスクもほぼ同
じパフォーマンスを示します。ただし、DMA を使用できない、あるいは使
用するように設定されていないゲスト OS での IDE ディスクのパフォーマン
スは、非常に遅くなることがあります。

Linux ゲストが DMA を使用して IDE ドライブへアクセスするように設定す
る最も簡単な方法は、[VM] - [VMware Tools のインストール (Install VMware 
Tools)] を選択して、VMware Tools をインストールする方法です。 VMware 
Tools をインストールすると、IDE 仮想ドライブが DMA を使用するように自
動設定されます。

Windows 2000 では、デフォルトで DMA アクセスが有効になっています。
他の Windows ゲスト OS では、設定を変更する方法はそれぞれ異なります。
詳細は次のテクニカルノートを参照してください。

･ マルチプロセッサホストでの Windows NT ディスクパフォーマンス 
(P.455)

･ Windows 95/98 ゲストのパフォーマンス (P.453)
多くの場合、スナップショットが存在する時、仮想ディスクは ランダムア
クセスあるいは非順次アクセスに対して非常に優れたパフォーマンスを示し
ます。しかし、このようなディスクは、パフォーマンスに影響を及ぼす程に
フラグメント化してしまう可能性があります。ディスクの最適化を行うに
は、[VM] - [ スナップショット (Snapshot)] - [ スナップショットマネージャ
(Snapshot Manager)] - [ 削除 (Delete)] を選択して、初めににスナップショッ
トを削除してください。

スナップショットが存在しない場合、RAW ディスクと最初から全スペース
が割り当てられた仮想ディスクには、共にベースとなるディスクの順次アク
セス及びランダムアクセスを模倣したフラットファイルが使用されます。ス
ナップショットが存在する仮想マシンをオンにした後で変更を行うと、変更
されたファイルへのアクセスはすべて、最初に全スペースを割り当てない仮
想ディスクのパフォーマンスと同様のレベルで実行されます。スナップ
ショットを削除すると、ベースとなるディスクと同等のレベルのパフォーマ
ンスに再び戻ります。
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全般的に、スナップショットが存在しない状態で RAW ディスクや最初から
全スペースが割り当てられた仮想ディスクを使用すれば、他の構成に比べて 
幾分優れたパフォーマンスを挙げることができます。

最初から全スペースを割り当てない仮想ディスクでは、ディスクへの書き込
みが遅くなる可能性があります。ただし、仮想マシン設定エディタ（Virtual 
Machine Settings Editor）を使用してディスクの最適化を行えば、このよう
なディスクのパフォーマンスを向上させることができます。[VM] - [ 設定
(Settings)] を選択してから最適化するディスクを指定し、[ ディスクの最適
化 (Defragment)] をクリックしてください。

リモートディスクアクセス
非常に高速なネットワークでない限り、リモートマシンのディスクを使い、
ネットワークを使用してアクセスすることはできるだけ避けてください。
ディスクをリーモートマシンで実行する必要がある場合は、[VM] - [ 設定
(Settings)] - [ オプション (Options)] で [ 全般 (General)] を選択してから、
[ ワーキングディレクトリ (Working Directory)] をローカルハードディスクの
ディレクトリに設定してください。 次にスナップショットを設定します。ス
ナップショットの設定後に行った変更は、ここで指定したローカルマシンの
ワーキングディレクトリに保存されます。

スナップショット
スナップショット機能を使用する必要がない場合は、仮想マシンにスナップ
ショットを設定しないことをお勧めします。これによってパフォーマンスが
最適化されます。仮想マシンにスナップショットが設定されていないのを確
認するには、[VM] - [ スナップショット (Snapshot)] - [ スナップショットマ
ネージャ (Snapshot Manager)] を選択します。必要のないスナップショット
が設定されている場合は、それを選択し、[ 削除 (Delete)] ボタンをクリック
します。

最適化
ディスクドライブを効率良く保つための詳細は、「ディスクドライブの最適
化 (P.437)」を参照してください。

Windows ホスト上の VMware Workstation
注意 : 次の項目は、Windows ホスト上での VMware Workstation のパフォー
マンスを説明したものです。Linux ホスト上の VMware Workstation の構成
に関するヒントは、「Linux ホスト上の VMware Workstation (P.444)] を参照し
てください。
･ プロセススケジューリング
･ Windows ホストディスクキャッシュ
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プロセススケジューリング
注意 : このセクションは、Windows NT でのスケジュールに関するトラブル
を説明したものです。Windows NT はホスト OS としてサポートされなくな
りましたが、現時点では Windows 2000/ XP/Server 2003 ホストに関する同
様の情報は準備されていません。
Windows NT のプロセススケジューラは必ずしも、その上で稼働する仮想マ
シンとアプリケーションの特定の組合せのパフォーマンスを最適化するよう
にプロセスのスケジューリングを行う訳ではありません。 Windows ホスト
の VMware Workstation は、ニーズに合わせてプライオリティのスケジュー
リングを調整できる構成オプションを提供しています。

このような構成オプションは、[ 編集 ] - [ 環境設定 ] - [ 優先順位 ] や [VM] -
[ 設定 ] - [ オプション ] - [ 詳細 ] メニューのオプションで設定することができ
ます。これらのメニュー項目では、仮想マシンがマウスやキーボードをグラ
ブしている（フォアグランド）場合のプライオリティ（「高」か「中」）と仮
想マシンがマウスやキーボードをグラブしていない（バックグランド）場合
のプライオリティ（「中」か「低」）を指定することができます。

グローバル優先順位は全仮想マシンにデフォルトとして設定されます。ロー
カル優先順位は、変更を行った特定の仮想マシンのグローバル設定だけを上
書きします。

[ フォアグランド : 高 - バックグランド : 中 ] 及び [ フォアグランド : 中 - バッ
クグランド : 低 ] 設定には特に注意が必要です。

バックグランドで多数のプロセスやアプリケーションを実行しており、
VMware Workstation が前画面表示されている間これらのプロセスが比較的
低いプライオリティで処理されても構わない場合、 [ フォアグランド : 高 - 
バックグランド : 中 ] の設定が便利です。別の仮想マシンやプロセッサ集中
型のタスク（コンパイルなど）をバックグランドで実行している時の
VMware Workstation 仮想マシンを使ったパフォーマンスが著しく改善され
ます。

[ フォアグランド : 中 - バックグランド : 低 ] 設定では、その逆のことが言え
ます。仮想マシンをバックグランドで実行するとホストのパフォーマンスが
遅くなりすぎる場合、仮想マシンがマウスとキーボードのコントロールを持
たない時にそのプライオリティを低くするように指定することができます。 
これによって、プライオリティの設定を高くした時と同様にプライオリティ
が極端に変更されるため、仮想マシン及びすべてのバックグランドアプリ
ケーションのスピードは大幅に低下します。
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Windows ホストディスクキャッシュ
Windows ホストでは、各ハードドライブに関連するディスクプロパティポ
リシーページに、ディスクの書き込みキャッシュを有効にするチェックボッ
クス、場合によってはディスクの高度なパフォーマンスを有効にするチェッ
クボックスがあります。これらのチェックボックスの 1 つまたは両方を
チェックことにより、全般的にホストのディスクパフォーマンスを向上する
ことが可能です。また、VMware 仮想ディスクファイルを含むホストディス
クでこれらのチェックボックスをチェックすると、特に VMware ディスク
パフォーマンス (VMware のディスク使用量が多い時は特に ) を向上をする
ことができます。 

注意 : このオプションを選択した状態で電源異常または装置の故障が起こ
ると、データの喪失または破損を生じる場合があります。

Linux ホスト上の VMware Workstation
注意 : 以下の項目は、Linux ホスト上での VMware Workstation のパフォー
マンスを説明したものです。Windows ホスト上の VMware Workstation の構
成に関するヒントは、「Windows ホスト上の VMware Workstation (P.442)」
を参照してください。 

フルスクリーンモードの使用
フルスクリーンモードではウィンドウモードに比べてスピードが改善されま
す。このため、仮想マシンとホストを同時に画面表示する必要がない時は、
フルスクリーンモードに切替えることをお勧めします。

注意 : VGA モードでは、特にこの傾向が顕著です。VGA モードとは、テキ
ストモード（DOS や Linux の仮想ターミナルなど）になっている画面や 16
色 640 x 480 ピクセルのグラフィックモード（例えば、Windows 9x の雲を
背景としたブート画面や VMware Tools の SVGA ドライバを使用せずに稼動
しているゲスト OS の画面）のことです。 
Linux ホストでは、フルスクリーンの VGA モードはベースとするビデオカー
ドを直接使用するため、グラフィックスのパフォーマンスがホストのパ
フォーマンスに非常に近くなります。対照的に、ウィンドウモードの VGA
は同モードの SVGA に比べてエミュレーションに多くのリソースを消費しま
す。このため、VGA モードで長時間作業を行う時は（例えばグラフィカル
なインストーラを使った OS のインストールなど）、フルスクリーンモード
で実行すれば、パフォーマンスが大幅に改善されることになります。
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仮想マシンパフォーマンスの
モニタリング
VMware Workstation は Microsoft の Performance コンソールと共に作動する
１組のパフォーマンスカウンタを搭載しており、それによって実行中の仮想
マシンからパフォーマンスデータを収集することが可能です。 

注意 : Performance コンソールは Windows ホスト上のみで利用可能です。 
Linux ホスト上では仮想マシンのパフォーマンスをモニターすることはでき
ません。しかし、Windows ホスト上では Linux ゲスト OS を含む実行中のい
かなる仮想マシンのパフォーマンスをもモニターできます。

VMware Workstation のパフォーマンスカウンタは、実行中の仮想マシンから
次のデータをモニターすることができます。

･ 仮想ディスクへの読み取りと書き込み
･ 仮想マシンで使用するメモリ
･ 仮想ネットワークトラフィック
仮想マシンのパフォーマンスのトラッキングは、仮想マシンが実行中の時の
み有効です。パフォーマンスカウンタは仮想マシンの状態を反映するもので
あり、ゲスト OS を反映するものではありません。例えば、仮想マシンが仮
想ディスクから読み込みを行った頻度は記録しますが、ゲスト OS 内で実行
しているプロセスの数は記録できません。各カウンタの解説はパフォーマン
スコンソールに表示されます。

仮想マシンのパフォーマンスのトラッキングを行うためにカウンタを追加す
るには、Windows パフォーマンスコンソールを使用します。次の手順に
従ってください。

1. [ 管理ツール ] コントロールパネルを開き、[パフォーマンス ]をダブルク
リックすると、パフォーマンスコンソールが表示されます。

2. ツールバーのプラス (+)をクリックすると、 [カウンタの追加]ダイアログ
ボックスが表示されます。
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3. [ パフォーマンス オブジェクト ] リストで [VMware] を選択します。

4. リストから全てのカウンタを追加するか、または特定のカウンタを追
加するかを決めます。

5. 実行中の全ての仮想マシンにこれらのカウンタを使用する場合は、[ す
べてのカウンタ ] を選択します。特定の仮想マシンに使用する場合は
[ 一覧からカウンタを選ぶ ] を選択し、仮想マシンを選択します。リス
トに表示される名前は、実行中の仮想マシンのディスプレイ名と一致
しています。

注意 : 各カウンタの簡単な説明を見る場合は、[ 説明 ] をクリックし
てください。リストからカウンタを選択すると、[ カウンタの追加 ] ダ
イアログボックスの下に解説が表示されます。

6. [ 追加 ] をクリックして、カウンタをパフォーマンスコンソールに追加
します。

パフォーマンスコンソール使用についての詳細は、パフォーマンスコンソー
ルの [ 操作 ] - [ ヘルプ ] を選択するか、Microsoft Web サイトで参照してくだ
さい。 
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メモリ使用上の注意事項
VMware Workstation では、次のメモリ関連設定を行うことができます。

･ 特定の仮想マシンのメモリサイズ
･ 仮想マシンに使用されるホストコンピュータの RAM の容量
･ ホスト OS のメモリマネージャを使用し、物理的な RAM から仮想マシ

ンメモリを移動 
これらの 3 つの設定を調節することにより、仮想マシンのパフォーマンス
とシステム全体のパフォーマンスを改善することができます。

ここでは、VMware Workstation がどのようにメモリ構成パラメータを使用
して、仮想マシンとシステムメモリを適切に管理するかを説明します。

仮想マシンのメモリサイズ
最初の構成パラメータとして、個々の仮想マシンのメモリサイズを設定でき
ます。仮想マシンへのこの構成パラメータの設定は、([VM] - [ 設定
(Settings)] - [ メモリ (Memory)] を選択して、仮想マシン設定エディタ
(Virtual Machine Settings editor) で行います。ゲストのメモリサイズは OS の
プロバイダの最小推奨値より低くならないようにします。 

新規仮想マシンウィザード (New Virtual Machine Wizard) は、ゲスト OS の種
類とホストコンピュータのメモリ容量に基づいて、各仮想マシンに適当と思
われるメモリサイズのデフォルト値を設定します。 この値は推奨するメモリ
値として仮想マシン設定エディタに表示されます。

さらに仮想マシン設定エディタには、最高の性能のためのメモリ最大量の値
も表示されます。仮想マシンのメモリをこの値に設定し、その仮想マシンの
みがホストで稼動している場合、その仮想マシン全体を RAM で実行するこ
とができます。仮想マシン全体を RAM で実行すると、ディスクにメモリを
いくらか移動した仮想マシンよりよく機能します。

実際に仮想マシンに割り当てられるメモリサイズは、次の要因によって決ま
ります。

･ 仮想マシンで実行されるアプリケーションの種類 
･ メモリリソースを共有する他の仮想マシン
･ 仮想マシンと同時に実行されるホストのアプリケーションの種類
注意 : 2GB 以上のファイルをサポートしない FAT32 なのどファイルシステ
ムに仮想マシンのファイルが格納されている場合、2GB 以上のメモリを仮
想マシンに割り当てることはできません。
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ひとつのホスト上での全ての仮想マシンに割り当てるメモリ容量の合計は
4GB を超えないようにしてください。

ホストのメモリ使用
ホスト OS は、空きメモリが不足した状態ではうまく動作しません。
Windows あるいは Linux ホスト OS に十分な RAM がない場合、スラッシン
グが起き、頻繁に RAM とディスク上のページファイル間の移動が発生しま
す。仮想マシンによりホストがスラッシングするのを防ぐために、VMware 
Workstation は仮想マシンが使用する RAM の合計容量の上限を設定してい
ます。

仮想マシンの実行中もホストが正常に動作できるように、メモリの一部をホ
ストに予約しておく必要があります。ホストに割り当てるメモリサイズは、
ホスト OS とホストコンピュータのメモリサイズによって決まります。 

メモリの共有
多くのワークロードで、いくつかの仮想マシンが同じゲスト OS のインスタ
ンスを実行していたり、同じアプリケーションまたはコンポーネントがロー
ドされていたり、共通のデータを含んでいたりと、仮想マシン間でのメモリ
共有が必要となるケースが多々あります。

VMware Workstation は独自の透過ページ共有技術を使用して、安全にメモ
リページの重複コピーを 除去します。メモリの共有によって、ワークロー
ドによるメモリの消費は、物理マシンで実行されている時よりも少なくなる
傾向にあります。 その結果、システムはさらに高いレベルの過剰使用効率を
サポートすることが可能です。メモリ共有によって節約されるメモリ量は
ワークロードの特性によって異なります。 多くの似かよった仮想マシンから
成っているワークロードは、30 パーセントを超えるメモリを節約すること
ができますが、多様性のあるワークロードの場合は 5 パーセント以下にな
る場合があります。

VMware Workstation のメモリ共有は、共有機会を走査するバックグラウン
ドアクティビティとして稼動します。 時間が経つにつれて節約されるメモリ
量が変わる場合があります。ほとんど一定されたワークロードの場合、全て
の共有機会が活用されるまで、メモリ量は通常徐々に増加します。

全ての仮想マシンによって使用される RAM容量の指定
2 番目の構成パラメータとして設定できるのは、VMware Workstation が実
行中の全仮想マシンのために備えておくことのできる RAM の使用容量で
す。このパラメータは、[ 編集 (Edit)] - [ 環境設定 (Preferences)] - [ メモリ
(Memory)] で設定します。
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この予約設定は、VMware Workstation が使用可能のメモリ容量の上限を指
定します。ただし、ここで指定したメモリが前もって割り当てられる訳では
ありません。複数の仮想マシンが同時に稼動している場合でも、VMware 
Workstation はここで指定する RAM の一部しか使用しないこともあります。 
未使用の RAM は、他のアプリケーションが使用できます。仮想マシンがこ
こで指定した全ての RAM を使用している場合は、ホスト OS がこの RAM を
利用したり、他のアプリケーションが利用したりすることはできません。

VMware Workstation が使用する RAM には、ゲスト OS に割り当てられる
RAM と仮想マシンの実行に伴う少量のオーバーヘッドメモリが含まれます。 

特定の仮想マシンが実際に使用する RAM は、仮想マシンの実行によってダ
イナミックに変化します。複数の仮想マシンが並行稼動している場合は、相
互にメモリの管理をします。

実行中の全仮想マシン用に指定する RAM サイズの推奨値は、ホストコン
ピュータの物理メモリサイズに基づいて算出され、予約メモリコントロール
に表示されます。これは、[ 編集 (Edit)] - [ 環境設定 (Preferences)] - [ メモリ
(Memory)] で表示することができます。VMware Workstation の RAM 容量を
変更したい場合、このスライダーを使用して変更することができます。

設定した RAM のサイズが大きすぎると、ホストで別のアプリケーションが
実行されている場合、ホストがスラッシュする可能性があります。RAM の
サイズが小さすぎると、仮想マシンの性能が大幅に低下し、実行できる仮想
マシンの数も限られてきます。

付加メモリの使用
VMware Workstation はデフォルトで、同時に実行できる仮想マシン数の上
限を、指定されたメモリのサイズに基づいて設定します。 これは、仮想マシ
ンがお互いのパフォーマンスを低下させ合うのを防ぐための措置です。

より多く、または、より大きいの仮想マシンを実行するには、3 番目の設定
( ホスト OS がディスクに移動させた仮想マシンのメモリ容量 ) を調節して
ください。この設定を変えるには、[ 編集 (Edit)] - [ 環境設定 (Preferences)] - 
[ メモリ (Memory)] を選択して、メモリ設定を変更してください。次のラジ
オボタンを 1 つ選択してください。

･ 全ての仮想マシンのメモリをホストに保留されている RAMに適合する
（Fit all virtual machine memory into reserved host RAM)
パネルの上部で設定された予約メモリの制限を厳密に適用します。こ
の設定は、一定の時間内で稼動する仮想マシンの数とメモリサイズに
最も厳しい制限を課します。仮想マシン全体が RAM で実行しているの
で、最高の性能を発揮します。
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･ 一部の仮想マシンのメモリをスワップとして使用 (Allow some virtual 
machine memory to be swapped)
必要に応じて、適度な量の仮想マシンメモリをディスクにスワップし
ます。この設定で、一定の時間内にホストコンピュータで稼動するこ
とのできる仮想マシンの数あるいはメモリサイズを増やすことができ
ます。しかし、RAM とディスク間を仮想マシンのメモリが移動するこ
とによって、性能が低下する場合があります。

･ ほとんどの仮想マシンのメモリをスワップとして使用 (Allow most 
virtual machine memory to be swapped)
できる限りの仮想マシンメモリをディスクにスワップさせます。この
設定によって、より多くの仮想マシンを、標準設定より多いメモリで
実行することができます。しかし、この場合も、RAM とディスク間を
仮想マシンのメモリが移動することによって、性能が低下する場合が
あります。

Linux ホストで 1GB 以上のメモリを使用
2.2.x シリーズの Linux カーネルはデフォルトで、1GB の物理メモリをサポー
トします。 Linux で 1GB 以上のメモリを使用したい場合は、次のいずれかの
方法を取ってください。

･ より大容量の物理メモリに対応した 2.4.x シリーズのカーネルにアップ
グレード

･ CONFIG_2GB オプションを使用して、カーネルを 2GB カーネルとして
リコンパイル

･ CONFIG_BIGMEM オプションを有効にして、より多くの物理メモリを
マッピング（VMware 製品でこのアプローチを取る場合は、特別な作業
が必要です。詳細は下記の「対処方法」を参照してください）。

CONFIG_2GB オプションでは、カーネルを 2GB カーネルとしてリコンパイ
ルします。 その結果、アドレススペースを 2GB のユーザーセクションと 2GB
のカーネルセクションに分割する（通常は 3GB のユーザーセクションと
1GB のカーネルセクションに分割されます ) ことにより、Linux が約 2GB の
物理的メモリをサポートできるようになります。

3 番目のアプローチは、Linux で CONFIG_BIGMEM オプションを使用するも
のです。CONFIG_BIGMEM オプションを有効にすると、カーネルは全物理メ
モリに直接アクセスする代わりに、一度に 1GB （または 2GB）の物理メモ
リをアドレススペースにマッピングすることができます。これによって、
カーネルが仮想アドレスを物理アドレスにマッピングするために使用するセ
マンティクスが変更されてしまいますが、すべての物理メモリを使用できる
ようになります。ただし、VMware 製品は物理メモリが直接カーネルのアド
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レススペースにマッピングされると想定しているため、CONFIG_BIGMEM オ
プションを有効にすると正常に動作しなくなります。 

対処方法
CONFIG_BIGMEM オプションを有効にして、960MB ～ 1983MB のメモリを
持つ 1GB のカーネルを使用する場合、VMware Workstation は動作しませ
ん。この問題に対処するには、次のいずれかの方法を取ってください。

･ CONFIG_2GB オプションを有効にし、カーネルを 2GB のカーネルとし
てリコンパイルします。これで、物理メモリをすべて使用できるよう
になります。

･ LILO のプロンプトでブート時に表示されるスイッチ mem=959Mを受け
入れるか、これを lilo.confに追加して CONFIG_BIGMEM を無効に
し、VMware Workstation が実行できるようにします。これは次の作業
を行います。
･ LILO のプロンプトに linux-2.2.16xxx mem=959Mと入力します。 

･  または、lilo.confを編集します。カーネルのセクションに次のラ
インを追加します。 
append mem="959M" 

CONFIG_BIGMEM オプションが有効になっている 1GB のカーネルに 1983MB
以上のメモリが設定されている場合、次のいずれかを行ってください。 

･ CONFIG_2GB オプションを有効にし、カーネルを 2GB のカーネルとし
てリコンパイルします。次に、LILO のプロンプトでブート時に表示さ
れるスイッチ mem=1983M を受け入れるか、これを lilo.confに追加
します。スイッチを使用するには、次の作業を行います。
･ LILO のプロンプトに linux-2.2.16xxx mem=1983Mと入力しま

す。 
･  または、lilo.confを編集します。カーネルのセクションに次のラ

インを追加します。 
append mem="1983M" 

･ LILO のプロンプトでブート時に表示されるスイッチ mem=959Mを受け
入れるか、これを lilo.confに追加して CONFIG_BIGMEM を無効に
します。スイッチを使用するには、次の作業を行います。
･ LILO のプロンプトに linux-2.2.16xxx mem=959Mと入力します。

･ または lilo.confを編集します。カーネルのセクションに次のラ
インを追加します。
append mem="959M" 
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CONFIG_BIGMEM オプションを有効にして、1984MB 以上のメモリを持つ
2GB のカーネルを使用する場合、VMware Workstation は動作しません。こ
の場合、LILO のプロンプトでブート時に表示されるスイッチ mem=1983M

を受け入れるか、これを lilo.confに追加して CONFIG_BIGMEM を無効
にすれば、VMware Workstation を実行することができます。スイッチは次
の手順で使用します。

･ LILO のプロンプトに linux-2.2.16xxx mem=1983Mと入力します。

･ または lilo.confを編集します。カーネルのセクションに次のライ
ンを追加します。
append mem="1983M" 
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ゲスト OS のパフォーマンスの改善
ここでは、仮想マシン内で稼動す特定のゲスト OS のパフォーマンスを向上
させるためのヒントを記載しています。

･ Windows 95/98 ゲストのパフォーマンス (P.453)
･ Windows XP /2000/Server 2003 ゲストのパフォーマンス (P.454)
･ マルチプロセッサホストでの Windows NT ディスクパフォーマンス 

(P.455)
･ Linux ゲストのパフォーマンス (P.456)
全てのゲスト OS のディスクドライブを効率良く保つには、「ディスクドラ
イブの最適化 (P.437)」を参照してください。

Windows 95/98 ゲストのパフォーマンス
VMware Workstation の仮想マシンでパフォーマンスが向上するように、
Windows 95/ 98 を構成する際のヒントを記載しています。

注意 : ここに記載されている内容は、VMware Workstation の仮想マシン内
で稼動するゲスト OS を対象にしています。ホスト上での処置は扱っていま
せん。

ゲストOSの指定
各仮想マシンのゲスト OS を仮想マシン設定エディタで正しく指定してくだ
さい。これは、[VM] - [ 設定 (Settings)] -[ オプション (Options)] で選択できま
す。

VMware Tools
VMware Tools は必ずインストールしてください。 VMware Tools は最適化さ
れた SVGA ドライバを提供し、システムの起動時に自動的に VMware Tools 
のサービスを実行します。中でも、VMware Tools のサービスは仮想マシン
の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] - [VMware Tools のインストール ]
を選択してインストールできます。

IDE ディスクに対するDMAモード
Windows 95 OSR2 以降（Windows 98 を含む）では、DMA を使用して IDE
ハードディスクへのアクセスを高速化することができます。ただし、この機
能はデフォルトでは有効になっていないことがあります。

DMA は、ゲスト OS のデバイスマネージャを使用してオンにすることがで
きます。
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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
仮想マシンはフルスクリーンモードで実行することをお勧めします。
VMware Workstation のツールバーにある [ フルスクリーン ] 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

視覚効果
Windows 98 には、見栄えをよくするために数々の視覚効果が設定されてい
ます。これは、VMware Workstation のグラフィックエミュレーションに不
必要な負担をかけます。 このような特殊効果をオフにすると、パフォーマン
スが向上する場合があります。

これらの設定を変更するには、仮想マシンのデスクトップ上でマウスの右ボ
タンをクリックし、ポップアップメニューから [ プロパティ ] を選択しま
す。[ 効果 ] タブをクリックして、[ ウィンドウ、メニュー及び一覧をアニ
メーション化する ] チェックボックスの選択を解除してください。 

[ ドラッグ中にウィンドウの内容を表示する ] が選択されている場合は、こ
れも解除します。

Windows XP /2000/Server 2003 ゲストのパフォーマンス
VMware Workstation の仮想マシンでパフォーマンスが向上するように、
Windows XP/2000/Server 2003 を構成する際のヒントを記載しています。

注意 : ここに記載されている内容は、VMware Workstation の仮想マシン内
で稼動するゲスト OS を対象にしています。ホスト上での Windows XP/
Windows 2000/Server 2003 に対する処置は扱っていません。
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ゲストOSの指定
各仮想マシンのゲスト OS を仮想マシン設定エディタで正しく指定してくださ
い。これは、[VM] - [ 設定 (Settings)] -[ オプション (Options)] で選択できます。

VMware Tools
VMware Tools は必ずインストールしてください。 VMware Tools は最適化さ
れた SVGA ドライバを提供し、システムの起動時に自動的に VMware Tools 
のサービスを実行します。中でも、VMware Tools のサービスは仮想マシン
の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] - [VMware Tools のインストール ]
を選択してインストールできます。

視覚効果
メニュー使用時に Windows Server 2003 や Windows XP、Windows 2000 が
使用するフェード効果は処理に多少時間がかかるため、仮想マシンの反応を
遅らせることがあります。

これらの設定を無効にするには、ゲスト OS のデスクトップ上でマウスの右
ボタンをクリックし、[ プロパティ ] - [ デザイン ] - [ 効果 ]（Windows XP と
Windows Server 2003 の場合）か [ プロパティ ] - [ 効果 ] （Windows 2000 の
場合） を選択します。次に [ メニューとヒントをアニメーション化する ] の
指定を解除してください。 

フルスクリーンモード
仮想マシンはフルスクリーンモードで実行することをお勧めします。
VMware Workstation のツールバーにある [ フルスクリーン ] ボタンをクリッ
クしてください。

マルチプロセッサホストでのWindows NTディスクパフォーマ
ンス 
一部のユーザーの間で、マルチプロセッサホストコンピュータ上で IDE 仮想
ディスクを使用する VMware Workstation 仮想マシンに問題が起きています。
仮想マシン起動時の入出力の問題が特に目立っています。

注意 : Windows NT ゲスト OS のパフォーマンスは、ホストコンピュータで
のディスクのフラグメント化に影響されているようです。詳細は、「ホスト
コンピュータの構成と管理 (P.437)」を参照してください。

パフォーマンスの向上
仮想マシン内の 仮想ハードディスクの IDE チャンネルの DMA (direct 
memory access) を有効化することにより、パフォーマンスを向上すること
が可能です。
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主要 IDE コントローラ ( チャンネル 0) に仮想ディスクと DVD/CD-ROM をマ
スターとスレーブとして接続していて、DMA を有効にしたい場合は、仮想
マシンをパワーオフして、[VM] - [ 設定 (Settings)] を選択し、仮想マシン設
定エディタ使用して DVD/CD-ROM ドライブを IDE 1:0 の２次 IDE コント
ローラ ( チャンネル１ ) に移動します。

Windows NT をインストールした後に DMA 機能を有効化することができま
す。その場合サービスパック 6a をインストールする必要があります。 
Microsoft Web サイト (support.microsoft.com/support/kb/articles/Q191/7/
74.ASP) から DMACHECK.EXEをダウンロードして実行してください。

仮想マシンに構成した IDE コントローラとチャンネルの有効オプションをク
リックします。これは、仮想マシンを複数の仮想ディスクで構成しており、
仮想 DVD/CD-ROM がない場合を除き、通常チャンネル０のみです。

上に示したように、DVD/CD-ROM ドライブが接続された状態で、DMA を
IDE チャンネルで有効にしないでください。

Linux ゲストのパフォーマンス
VMware Workstation の仮想マシンでパフォーマンスが向上するように、
Linux を構成する際のヒントを記載しています。

注意 : ここに記載されている内容は、VMware Workstation の仮想マシン内
で稼動するゲスト OS を対象にしています。ホスト上での Linux に対する処
置は扱っていません。 

ゲストOSの指定
各仮想マシンのゲスト OS を仮想マシン設定エディタ (Virtual Machine Settings 
editor) で正しく指定してください。これは、[VM] - [Settings] -[Options] で選択
できます。

VMware Tools
VMware Tools は必ずインストールしてください。 VMware Tools は最適化さ
れた SVGA ドライバを提供し、システムの起動時に自動的に VMware Tools 
のサービスを実行します。中でも、VMware Tools のサービスは仮想マシン
の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 の取外し
CD-ROM ドライブを使用する必要がない場合は、[VM] - [Removable Devices]
メニューでドライブを取り外すことができます。これらのデバイスを取り外
すと、CPU 使用率が減少します。
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注意 : VMware Tools の時刻同期機能は、/dev/rtcに依存しません。 

テキストモードでのインストール
Linux ゲストをインストールする際は、できればグラフィカルインストーラ
ではなく、テキストモードのインストーラを使用してください。 インストー
ルプロセスがスピードアップします。 

Linux ホストでグラフィカルインストーラを使用する場合は、VMware 
Workstation をフルスクリーンモードにしてインストールを実行してくださ
い。 

フルスクリーンモード
仮想マシンはフルスクリーンモードで実行することをお勧めします。
VMware Workstation のツールバーにある [Full Screen] ボタンをクリックし
てください。
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特殊構成オプション
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ここでは、特殊構成のオプションの利用方法を解説します。

･ ロックアウトインターフェース機能 (P.461)
･ ユーザーインターフェースの制限 (P.463)

･ ユーザーインターフェイスを制限した状態で自動的にスナップ
ショットに復元 (P.464)

･ フルスクリーン切り替えモード (P.466)
･ ゲスト ACPI S1 スリープ (P.474)
ユーザーが仮想マシンを再構成する権限を制限したり、操作に不慣れなユー
ザー向けにユーザーインターフェイスを単純化したりした方が便利な場合が
あります。例えば、授業で毎回使用する仮想マシの構成は常に同じ状態が好
ましいのと同じです。

Windows で利用可能な特殊構成オプションはこのようなニーズにを満たし
ます。

ロックアウト機能は VMware Workstation のグローバルな設定で、すべての
仮想マシンに影響します。一方でユーザーインターフェイスの制限機能は、
設定を行った特定の仮想マシンだけに影響を与えます。フルスクリーン切替
モードは VMware Workstation 自体の作動に影響を与え、その結果、全ての
仮想マシンに影響します。

これらの機能は、Windows ホストのみで利用することができます。
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ロックアウトインターフェース機能
ロックアウト機能は、ホストコンピュータ上の全仮想マシンとそれを使用す
る全ユーザーに適用されるグローバルな設定です。これによって、下記の制
約を組み合せて実施することができます。

･ パスワードを知っているユーザーのみが新しい仮想マシンを作成可能
･ パスワードを知っているユーザーのみが仮想マシン構成を編集可能
･ パスワードを知っているユーザーのみがネットワーク設定を編集可能
注意 : ロックアウトの設定がまだ行われていない場合は、どのユーザーで
あってもその設定を行い、ロックアウト機能にアクセスするためのパスワー
ドの設定を行うことが可能です。すでに特定のユーザーがロックアウトを設
定している場合、その設定を変更するにはパスワードが必要になります。 
ロックアウト機能は次の手順で設定します。

1. [ 編集 ] - [ 環境設定 ] を選択して、アプリケーションの設定画面を表示
します。

2. [ ロックアウト ] タブをクリックします。すでにロックアウト機能向け
にパスワードが設定されている場合は、パスワードの入力を求める画
面が表示されますので、パスワードを入力します。

3. [ ロックアウト機能を有効にする ] が選択されていることを確認してか
ら、制限するアクションを選択します。ロックアウト機能を初めて設
定する場合は、パスワードを [ パスワード ] に入力してから [ パスワー
ドの確認 ] に再度入力します。

4. [OK] をクリックして設定を保存します。
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忘れてしまったパスワードの削除方法
忘れてしまったパスワードを削除したい場合、 VMware Workstation をアンイ
ンストールする必要があります。アンインストール中にロックアウトの設定
を解除するかどうかを確認されますので、[ はい ] をクリックしてください。
VMware Workstation を再度インストールすれば、ロックアウト機能を再び
有効にして新しいパスワードを設定できるようになります。
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ユーザーインターフェースの制限
ユーザーインターフェイスの制限は、設定を行った特定の仮想マシンにのみ
適用されます。ユーザーインターフェイスの制限機能を有効にすると、次の
ような変更が行われます。

･ ツールバーが一切表示されません。
･ [ パワー ] メニューの全機能が無効になります。
･ [ スナップショット ] メニューの全機能とツールバーのスナップショッ

ト機能が無効になります。
･ VMware Workstation のウィンドウからは仮想マシン設定エディタにア

クセスできなくなります。
･ ユーザーが仮想ネットワークの設定を変更できなくなります。
･ ユーザーは、構成ファイル (.vmx ファイル ) か、デスクトップ上のそ

のファイルへのショートカットをダブルクリックして仮想マシンを起
動します。 仮想マシンは自動的にオンになります。セッション終了時
は、仮想マシンを終了して（[ ファイル ] - [ 終了 ]）シャットダウンを
行います。
VMware Workstation を起動して、仮想マシンリストか [ ファイル ] メ
ニューからインターフェイスが制限された仮想マシンを開くことも可
能です。

ユーザーインターフェイスの制限機能を有効にするには、仮想マシンの構成
ファイルを編集し、ファイルへのアクセス権を設定するのに充分な権限が必
要です。

ユーザーインターフェイスの制限機能は、次の手順で有効にします。

1. 仮想マシンをオフにして VMware Workstation ウィンドウを閉じ、仮想
マシンの構成ファイル（.vmxファイル）をメモ帳などのテキストエ
ディタで開きます。ファイルの好きな個所に次の行を追加します。
gui.restricted = "true"

2. 一般のユーザーが構成ファイルに読み取り専用のアクセスしか持たな
いように構成ファイルへのアクセス権を設定し、構成を手作業で変更
できないようにすることもできます。

3. デスクトップに構成ファイルへのショートカットを作成して、分かり
易い名前を付けると便利です。

注意 : ユーザーインターフェイスを制限すると、メニューやツールバーか
らスナップショットのコントロールにアクセスすることができなくなりま
す。ただし、ユーザーが限られた範囲内でスナップショットをコントロール
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できるようにすることは可能です。インターフェイスが制限された仮想マシ
ンにスナップショットを設定する場合、[ パワーオフをした時 ] のオプショ
ンを [ 選択画面を表示 ] に設定すると、仮想マシンのシャットダウン時に標
準の選択画面が表示され、ユーザーに [ パワーオフします ]、[ スナップ
ショットを保存する ]、[ スナップショットまで戻る ] のいずれかを選択する
機会が与えられます。

ユーザーインターフェイスを制限した状態で自動的にスナッ
プショットに復元
ユーザーインターフェイスの制限機能をスナップショットと組合わせて使用
すれば、ユーザーの仮想マシンを常に同じ状態からスタートすることができ
ます。一般的に、制限されたユーザーインターフェイスで仮想マシンを実行
しているユーザーは、仮想マシンのオンとオフのみを実行でき、オンにする
と仮想マシンは自動的に起動します。仮想マシンにスナップショットが設定
されており、仮想マシンをオフにする度にスナップショットに戻るように設
定されている場合、ユーザーは仮想マシンをスタートさせることとオフにす
ることしかできません。仮想マシンは、常に設定したスナップショットから
開始されます。

ユーザーインターフェイスは Windows ホストでのみ制限することができる
ため、このような機能の組合せも Windows ホストで稼動している仮想マシ
ンでのみ実行可能です。

上記のように仮想マシンにスナップショットを設定し、同時にユーザーイン
ターフェイスも制限するには、次の手順に従ってください。

1. 仮想マシンをオンにし、希望通りの状態に設定してからスナップ
ショットを設定します。

2. 仮想マシンをオフにする度にスナップショットに戻るように設定しま
す。[VM] - [ 設定 ] - [ オプション ] - [ スナップショット ] を選択してから
[ オフ時にスナップショットに戻る ] を選択します。

3.仮想マシンをオフにして、ユーザーインターフェイスの制限を行いま
す。VMware Workstation ウィンドウを閉じて、仮想マシンの構成ファ
イル（.vmxファイル）を メモ帳などのテキストエディタで開きます。
ファイルの好きな個所に次のラインを追加します。
gui.restricted = "true"

4. システムの一般ユーザーが構成ファイルに読み取り専用のアクセスし
か持たず、構成を手作業で変更することがないように、そのファイル
へのアクセス権を設定することも可能です。
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5. デスクトップに構成ファイルへのショートカットを作成して、分かり
易い名前を付けると便利です。

構成ファイルへのショートカットをダブルクリックして仮想マシンを実行し
ます。仮想マシンはユーザーインターフェイスが制限された状態で、あらか
じめ設定しておいたスナップショットからスタートします。ツツールバーは
表示されず、[ パワー ] メニューや仮想マシン設定エディタへアクセスする
こともできません。

この仮想マシンでの作業が終わったら、ユーザーは [ ファイル ] - [ 終了 ] を
選択して仮想マシンを閉じます。これで仮想マシンはオフになり、次にその
仮想マシンをオンにすると、スナップショットの状態に戻ります。

インターフェイスの制限は、次の手順で解除することができます。

1. 仮想マシンをオフにして、VMware Workstation ウィンドウを閉じます。

2. 構成ファイル（.vmx）を開き、次のいずれかを行います。

･ gui.restricted = "false"と設定します。 

･ gui.restricted = "true"というラインを削除するかコメント
アウトします。

構成ファイルへの変更を保存し、ファイルを閉じます。

3. ショートカットをダブルクリックして仮想マシンをスタートします。
インターフェイスが制限されない状態で、仮想マシンがスナップ
ショットからスタートします。
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フルスクリーン切り替えモード
フルスクリーン切替モードは、Windows ホスト上の VMware Workstation プ
ログラムのランタイムオプションです。VMware Workstation がフルスク
リーン切替モードで稼動している場合、VMware Workstation ユーザーイン
ターフェイスにアクセスすることはできません。また、仮想マシンを作成、
再構成、および開くこともできません。システム管理者がこれらの機能を使
用します。

VMware Workstation がフルスクリーン切替モードで稼動しており、1 台以
上の仮想マシンが稼動している場合、ホットキーを使用することにより、仮
想マシン間の移動やホスト OS へのアクセスが可能です。

注意 : フルスクリーン切り替えモードは Windows ホストのみで使用可能で
す。Linux ホストでは使用できません。

スクリーン切替モード使用の仮想マシンの作成
新しい仮想マシンを作成するには、スタンダードモードで VMware 
Workstation を実行します。このセクションのインストラクションはユー
ザーが個別の管理コンピュータに仮想マシンを作成していると判断します
が、直接ユーザーのコンピュータに仮想マシンを作成することもできます。

新規の仮想マシン作成は、｢仮想マシンの新規作成 (P.103)」 に従って行って
ください。その際、次の選択を必ず行ってください。

･ ステップ 5 では、[ カスタム ] を選択して、カスタムインストールを行
います。

･ ステップ 8 では、仮想マシンを作成した箇所のフォルダーを書き留め
ます。仮想マシンの作成および構成を終了した後、ユーザーのコン
ピュータにこのフォルダ中のファイルを全てコピーします。

･ ステップ 15 では、仮想ディスクの希望のサイズを指定し、[ 事前に割
り当てる］を選択します。この選択は必ずしも必要ではありませんが、
強くお勧めします。この選択を行わず、ホストコンピュータのハード
ディスクが増大している仮想ディスクファイルのためのスペースを使
い果たした場合、警告メッセージは出ず、何が仮想マシンに問題を引
き起こしているかが分かりません。

コンピュータが起動時に、WMware Workstaion を立ち上げるためにユー
ザーのコンピュータを構成する前に、必要な設定を全て行います。WMware 
Workstaion がフルスクリーン切替モードで稼動している時は、仮想マシン
設定エディタを使用して仮想マシンの設定を変更することはできません。仮
想マシンをユーザーのコンピュータに移す前に仮想マシンの構成を行い、ゲ
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スト OS とアプリケーションソフトウェアをインストールするのが最も便利
です。

仮想マシンをユーザーのコンピュータに移動
ユーザーのコンピュータに仮想マシンを移動させる最も容易な方法は、ネッ
トワーク接続を利用して、ユーザーのコンピュータ上のディレクトリに直接
仮想マシンディレクトリ中のファイルを全てコピーすることです。さらに、
DVD あるいはファイルを格納するための容量が十分な他のリムーバブルメ
ディアを使用して移動させることもできます。

各仮想マシンは、それぞれ独自のディレクトリに格納します。

ユーザーのコンピュータに構成オプションを設定

グローバル構成設定
グローバル構成設定は、VMware Workstation グローバル構成ファイルの中
で作成され、デフォルトにより次の場所に作成されます。

･ Windows ホスト
C:\Documents and Settings\All Users\Application 

Data\VMware\VMware Workstation\config.ini

･ Linux ホスト
/etc/vmware/config

注意 : フルスクリーン切り替えモードは Windows ホストのみで使用
可能です。この Linux 構成ファイルパスは、明りょうさと完全性のため
のものです。

テキストエディタでこのファイルを構成することができます。ユーザーが変
更を行えないようにするには、このファイルにアクセス権を設定します。

ローカル構成設定
ローカル構成設定は、特定の仮想マシンのために構成ファイルで作成されま
す。ローカル構成ファイルは仮想マシンのディレクトリにあります。ファイ
ル名には拡張子 .vmx がついています。

いずれの構成ファイルでも、エントリは次のようなフォーマットになってい
ます。

option = "value"

構成ファイル中のエントリは任意の順序で表示できます。

このセクションに記述されたホットキーエントリは、オプションの値の一部
として仮想キーコードを入力することを必要とします。仮想キーコードは
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0x が先行した 16 進法の数として 16 進フォーマットに入力されます。例え
ば、値として 5A の仮想キーコードを使用するためには、0x5Aをタイプし
ます。

マイクロソフトの MSDN ウェブサイトで、仮想キーコードの参考文献一覧
表を参照してください。(msdn.microsoft.com/library/en-us/winui/WinUI/
WindowsUserInterface/UserInput/VirtualKeyCodes.asp) 

さらに修飾キーがホットキーエントリにあります。修飾キーは、<Ctrl>、
<Alt>、そして <shift>、あるいはそれらのキーのコンビネーションから成り
立っています。

特定のキーと修飾キーをリストする場合は、特定のキーの仮想キーコード、
コンマ、修飾キーの値の順にタイプしてください。例えば、<Ctrl>-<Shift>-
<F1> の値エントリは 0x70,0x6. です。

注意 : サイクルキーと切替キーを定義する時は、次のことを注意してくだ
さい。

･ <Pause> と <Ctrl> キーを一緒に使用しないでください。<Pause>
キーと他の修飾キーは一緒に使用しても構いません。

･ <F12> を使用する時は 1 つ以上の修飾キーを使用してください。
<F12> だけ使用することはできません。

･ <Shift>、<Ctrl>、<Alt> キーだけを含むコンビネーションは使用で
きません。これらのキーは修飾キーとしてのみ、他のキーとコンビ
ネーションで使用できます。

仮想マシン及びホストコンピュータをサイクル表示するためのホットキー
ホストコンピュータ上の複数の稼動中仮想マシンをサイクル表示するために
ホットキーまたはホットキーコンビネーションを指定することができます。

修飾キー 値

No modifier 0x0

Alt 0x1

Ctrl 0x2

Shift 0x4

Ctrl-Alt 0x3

Alt-Shift 0x5

Ctrl-Shift 0x6

Ctrl-Alt-Shift 0x7
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指定したホットキーを押すごとに、スクリーンは順番に次の仮想マシンを表
示します。さらに、サイクルにホスト OS を含むこともできます。

特定の仮想マシンが稼動してない場合、そのマシンはとばされます。

1 台の仮想マシンだけが稼動しており、ホスト OS がサイクルに含まれてい
ない場合、ホットキーを押しても効果はありません。

仮想マシンをサイクル表示するためのホットキーはグローバル構成ファイル
(config.ini) に定義されています。

2 つのオプションがサイクルをコントロールしています。
FullScreenSwitch.cycleKey

このオプションの値はホットキーを定義し、 <key>、<modifier>として指
定されます。デフォルトはありません。

例えば、複数の仮想マシンをサイクルするのに、修飾のない <Pause> キー
を使用するためには、config.iniファイルに次のラインを加えます。あ
るいは、オプションがすでにリストされている場合は、その値を修正してく
ださい。

FullScreenSwitch.cycleKey = "0x13,0x0"

FullScreenSwitch.cycleHost

このオプションの値は、ホスト OS をサイクルに入れるかを決めます。可能
は値は TRUEと FALSEです。デフォルトの値は FALSEです。

例えば、サイクルにホスト OS を入れるには、config.iniファイルに次の
ラインを加えます。あるいは、オプションがすでにリストされている場合
は、その値を修正してください。

FullScreenSwitch.cycleHost = "TRUE"

仮想マシンとホストコンピュータに直接切り替えるホットキー
ホストコンピュータ上で稼動中の特定の仮想マシンに直接切り替えるため
に、ホットキーまたはホットキーのコンビネーションを指定することができ
ます。指定したホットキーを押すごとに、画面は指定された仮想マシンに替
わります。さらに、ホスト OS に直接替わるためのホットキーも指定できま
す。

いずれかの特定の仮想マシンが稼動していない場合、その仮想マシン表示の
ためのホットキーを押しても効果はありません。

目的の仮想マシン構成 (.vmx) ファイルにラインを加えることにより、仮想
マシンに切り替えるために使用されるホットキーを定義します。このオプ
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ションの値はホットキーを定義し、<key>、<modifier>として指定され
ます。デフォルトはありません。

例えば、特定の仮想マシンに切り替えるために <Ctrl>-<Shift>-<F1> を使用
するためには、その仮想マシンの .vmxファイルに次のラインを加えます。
あるいは、オプションが既にリストされている場合は、その値を修正してく
ださい。

FullScreenSwitch.directKey = "0x70,0x6"

グローバル構成ファイル (config.ini) にラインを加えることにより、ホ
スト OS に切り替えるために使用されるホットキーを定義します。このオプ
ションの値はホットキーを定義します。それは <key>、<modifier>とし
て指定されます。デフォルトはありません。

例えば、ホスト OS に切り替えるために <Ctrl>-<Shift>-<F9> を使用するた
めには、config.iniファイルに次のラインを加えます。あるいは、オプ
ションがすでにリストされている場合は、その値を修正してください。

FullScreenSwitch.hostDirectKey = "0x78,0x6"

グローバル構成ファイルの他のエントリ
グローバル構成ファイル (config.ini) 中の次のエントリはオプションで
す。仮想マシンをお互い、またはホストコンピュータから隔離する必要があ
る作業環境に重要な、仮想マシンの特定の機能をコントロールすることがで
きます。
Isolation.tools.copy.enable

このオプションの値は、1 台の仮想マシンあるいはホスト OS 中のデータ
が、別の仮想マシンあるいはホスト OS に転送されることを可能にするよう
にコピーすることができるかどうかを判断します。可能な値は TRUE( その
複写は許可されます ) か FALSE( その複写は許可されません ) です。デフォ
ルトの値は TRUEです。このオプションの設定は、
Isolation.tools.paste.enable( 下記 ) の設定と同じです。

Isolation.tools.paste.enable

このオプションの値は、1 台仮想マシンあるいはホスト OS 中のデータが、
別の仮想マシンあるいはホスト OS に貼り付けできるかを判断します。可能
な値は TRUE( その貼り付けは許可されます ) か FALSE( その貼り付けは許可
されません ) です。デフォルトの値は TRUEです。このオプションの設定
は、Isolation.tools.copy.enable( 上記 ) の設定と同じです。

Isolation.tools.HGFS.disable

このオプションの値は、仮想マシン間、およびホストコンピュータとフォル
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ダでを共有できるように、共有フォルダで複数の仮想マシンが構成できるか
を判断します。可能な値は TRUE( 共有フォルダは無効です ) か FALSE( 共有
フォルダは可能です ) です。デフォルトの値は FALSEです。

次のエントリはグローバル構成ファイル (config.ini) で必要ですので、
変更しないでください。

mks.ctlAltDel.ignore = "TRUE"

mks.fullscreen.allowScreenSaver = "TRUE"

fullScreenSwitch.onSeparateDesktop = "TRUE"

msg.autoAnswer = "TRUE"

ユーザーコンピュータ上の仮想マシンの起動と終了
vmware-fullscreenコマンドを使用して、フルスクリーン切替モードで
VMware Workstation を起動でき、また仮想マシンが起動する時に、コマン
ドは特定の情報を仮想マシンへ回送することができます。

ユーザーはコマンドを出す方法を決めなくてはなりません。例えば、ホスト
OS で起動しているカスタムアプリケーションやスクリプトを使用して、ひ
とつ以上の vmware-fullscreenコマンドを出せます。あるいは、ユー
ザーがホストコンピュータにログインした時に、仮想マシンが自動的にス
タートするように、ホスト OS のスタートアップグループ中のショートカッ
トに、仮想マシンを起動するコマンドを入れることもできます。

起動または終了したい仮想マシン 1 台につき、vmware-fullscreenコマ
ンドを 1 度出さなければなりません。
vmware-fullscreen -poweron [-s variable=value] 

[-name=<alias>] [-directkey=<keyspec>] [-fullscreen] 

"<config-file>"
ここに示されたオプションのスイッチを使用する時は、vmware-

fullscreenコマンドのすぐ後に -poweronスイッチが必要であり、また、
コマンドラインの最後に、仮想マシン構成 (.vmx) ファイルへの完全なパス
が必要です。完全なコマンドを 1 行に入力してください。

仮想マシンを構成するのに使用される変数名および値を回すために、-s ス
イッチを使用してください。コマンドに variable=valueのペアを多数含
んでも構いません。-sがそれぞれの variable=valueのペアに先行しな
ければなりません。

-name=<alias>を使用して仮想マシンに名前をつけてください。その別名
は -switchtoや -poweroffコマンドで使用できます。
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-directkey=<keyspec>を使用して、仮想マシンの直接切替キーを指定し
てください。直接切替キーが仮想マシンの構成ファイルの中で指定されてい
る場合、コマンドラインで指定されたものが優先し、構成ファイル中のもの
は無効となります。

例えば、仮想マシンを起動し、その直接切替キーコンビネーションが
<Ctrl>-<Shift>-<F1> であることを指定するためには、下記コマンドを使用
してください。

vmware-fullscreen -poweron -directkey=0x70,0x6 "<config-
file>"

完全なコマンドは必ず 1 行に入力してください。

-fullscreenを使用して仮想マシンを起動すると、直接フルスクリーン切
替モードになります。仮想マシンは直ちに画面表示されるので、ユーザーが
後で切り替えるまで見えない状態で稼動する必要がありません。

仮想マシンの起動
vmware-fullscreen -poweron "<config-file>"

このコマンドを使用すると、仮想マシンに余計な情報は送られず、仮想マシ
ンを起動することができます。仮想マシン構成 (.vmx) ファイルへの完全な
パスを入力してください。

起動された仮想マシンは直ぐには表示されません。しかし、直接切替キー、
あるいはサイクルキーで仮想マシンを表示することができます。

仮想マシンの終了
vmware-fullscreen -poweroff "<config-file>"

vmware-fullscreen -poweroff <alias> 

このコマンドを使用して指定した仮想マシンを終了してください。構成
(.vmx) ファイルへのパスを指定するか、仮想マシンを起動した時に
-name=を使用した場合、別名を指定することもできます。

全ての仮想マシンの終了
vmware-fullscreen -exit

このコマンドを使用して、全ての仮想マシンを完全に終了してください。全
ての仮想マシンを終了次第、VMwafre Workstaton も終了します。

仮想マシンとホスト間の切り替え
vmware-fullscreen -switchto "<config-file>"

vmware-fullscreen -switchto <alias> 

vmware-fullscreen -switchto host 

vmware-fullscreen -switchto next 
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このコマンドを使用して、特定の仮想マシン、ホスト OS、 あるいはサイク
ルに設定した次のマシン ( 仮想マシンあるいはホスト ) に切り替えてくださ
い。切り替える前に、仮想マシンが既に稼動していなければなりません。仮
想マシンを指定する場合、構成 (.vmx) ファイルへのパスを指定することが
できます。あるいは、仮想マシンを起動したときに -name= を使用した場
合、別名を指定することができます。

VMware Workstation の状態の確認
vmware-fullscreen -query

このコマンドによって、VMware Workstation が既にフルスクリーン切替
モードで稼動しているかどうかが分かります。フルスクリーン切替モードで
稼動している場合、このコマンドに対する応答がさらにそのプロセス ID お
よびウィンドウハンドルを報告します。

vmware-fullscreen ログファイル
vmware-fullscreenプログラムはログファイルに書き込まれます。この
ファイルは、稼動、終了、あるいは他のコマンドを VMware Workstation へ
送るだび、vmware-fullscreen自体によって報告されたエラーを記録し
ます。それは、稼動中の仮想マシンの情報を格納する vmware.logファイ
ルとは別です。

vmware-fullscreenログファイルの名前は vmware-<username>-

<pid>.logです。デフォルトによって、vmware-fullscreenログファイ
ルは、ホストコンピュータにログオンされたユーザーのテンポラリディレク
トリにあります。この格納場所は TEMP 環境変数の中に指定される場合があ
ります。デフォルトの格納場所は c:￥Documents and Settings￥
<username>￥Local Settings￥Temp です。

ユーザーは、VMware Workstation グローバル構成ファイル (config.ini)
に次のラインを加えることにより、このログファイルに、異なる格納場所を
指定することができます。

fullScreenSwitch.log.filename="<path>"

絶対パスを使用することが理想的です。もしユーザーが相対パスを使用すれ
ば、格納場所は vmware-fullscreenコマンドがホストコンピュータの再
起動の後に初めて出された時にアクティブであったディレクトリに相対しま
す。
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ゲスト ACPI S1 スリープ
Workstation 5 では、ゲスト OS ACPI S1 スリープの試験的サポートを提供し
ています。すべてのゲスト OS がこの機能をサポートしているわけではな
く、スタンバイ機能を持つ一般的なゲスト OS のインターフェースがサポー
トされています。

デフォルトで ACPI S1 スリープはサスペンド時に Workstation 内で実行され
ます。Workstation のレジュームボタンを使用してゲストを再開できます。

仮想マシンの構成 (.vmx) ファイルの次のエントリでは、ACPI S1 スリープ
はパワーオン状態のサスペンドとして実行されます。

 chipset.onlineStandby = TRUE

ゲスト OS は完全にパワーダウンされません。次の作業を行って仮想マシン
を再開することができます。

･ キーボード入力の使用
･ マウス入力の使用
･ CMOS 外部タイマーのプログラミング
この機能は、テスト及び開発シナリオにおいて有用です。
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Bridge ネットワーク  「ブリッジネットワーク」を参照

Clone  ｢クローン」を参照

Clone Virtual Machine Wiazrd  「仮想マシンのクローン作成ウィザード」
を参照

Custom ネットワーク  「カスタムネットワークを参照

Favorites list  「お気に入りリスト」を参照

Full clone  「完全クローン」を参照

Go to Snapshot  「スナップショットへ移動」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

LAN セグメント  同じチーム内の仮想マシンのみに構築できるプライベー
ト仮想ネットワーク

「仮想ネットワーク」と「チーム」も参照 

Link clone  「リンククローン」を参照

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使用します。NAT に設定された仮想マ
シンは、外部ネットワークに独自の IP アドレスを持ちません。代わりに、
ホストコンピュータに設定される独立したプライベートネットワーク上のア
ドレスを、VMware 仮想 DHCP サーバから与えられます。仮想マシンと外部
ネットワーク間のネットワークデータのやり取りは、VMware NAT デバイス
を通じて行われます。 VMware NAT デバイスは、各仮想マシンに送信される
データパケットを的確に識別し、該当する仮想マシンに転送します。

New Virtual Machine Wizard  「新規仮想マシンウィザード」を参照

RAW ディスク  ホストマシンの物理ディスクドライブまたはドライブの
パーティションに割り当てられる、仮想マシンのハードディスクです。仮想
マシンのディスクは、ホストファイルシステム上のファイルとして （「仮想
ディスク」を参照）あるいはローカルハードディスク上にファイルとして格
納されます。RAW ディスクを使用するように仮想マシンを構成すると、
VMware Workstation は、（ファイルシステム上のファイルとしてではなく）
RAW デバイスとしてローカルディスク / パーティションに直接アクセスし
ます。 仮想マシンの環境から、既存のパーティションに既にインストールさ
れている OS をブートすることも可能です。ただし、このためには既存の
パーティションがローカル IDE または SCSI ドライブ上に存在していなくて
はなりません。 

「仮想ディスク」も参照
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Revert to Snapshot  「スナップショットまで戻る」を参照

Snapshot Manager  「スナップショットマネージャ」を参照

Virtual Machine Settings editor  「仮想マシン設定エディタ」を参照

VMware Tools  ゲスト OS のパフォーマンスと機能性を向上させるユー
ティリティ及びドライバのパッケージです。VMware Tools には、ゲスト OS
の種類によって、SVGA ドライバ、マウスドライバ、VMware Tools コント
ロールパネル 等が含まれ、フォルダの共有、Windows ゲストでのドラッグ 
アンド ドロップ、仮想ディスクの圧縮、ホストとの時刻同期、VMware スク
リプト及び仮想マシンの実行中のデバイスの接続 / 切断といった機能をサ
ポートします。 

You Are Here ( アイコン )  「現在点 ( アイコン )」を参照

お気に入りリスト  VMware Workstation メイン画面の左側のパネルに表示
されるリストで、リストに追加した仮想マシン名が表示されます。お気に入
りリストを使えば、簡単に仮想マシンを起動したり、あるいは仮想マシンの
設定を変更するためにその仮想マシンの構成ファイルに接続したりすること
ができます。 

親仮想マシン  スナップショットまたはクローンを作成するソース ( オリジ
ナル ) 仮想マシンです。完全クローンは親から独立していますが、リンクク
ローンとスナップショットは継続的に親と繋がっています。親仮想マシンを
削除すると、リンククローンとスナップショットは永久に使用できなくなり
ます。テンプレート仮想マシンを作成することによって、親仮想マシンの不
注意による削除を防ぐこができます。

「完全クローン」、「リンククローン」、「スナップショット」、「テンプレート」
も参照

カスタムネットワーク  デフォルトのブリッジ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用してホストと接続したり、ホストなしで相互に接続
したりすることが可能です。 どのようなネットワークトポロジも可能です。
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仮想ディスク  仮想ディスクは通常ホストファイルシステム上に存在する
ファイルのセットですが、ゲスト OS には実際の物理ディスクドライブとし
て認識されます。これらのファイルは、ホストマシンだけでなく、リモート
ファイルシステム上にも作成できます。仮想マシンの構成時に仮想ディスク
も作成すれば、実際のディスクの再パーティションやホストの再起動を行わ
なくても、新しい OS をディスクファイルにインストールすることができま
す。 

「RAW ディスク」も参照 

仮想ネットワーク  実際のハードウェア接続に依存しない仮想マシン間の
ネットワークです。例えば、仮想マシンと外部とのネットワーク接続がない
ホスト間に仮想ネットワークを構築することができます。チーム内の仮想マ
シン間の通信に LAN セグメントを構築することもできます。

「LAN セグメント」と「チーム」も参照

仮想ネットワークエディタ  VMware Workstation で作成した仮想ネット
ワーク向けの設定を表示、変更できるポイント アンド クリックのエディタ
です。[ 編集 (Edit)] メニューから起動できます。

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
マシン上で同時に実行できます。 

仮想マシン構成  仮想マシン内にどのような仮想デバイス（ディスク、メモ
リサイズなど）が存在し、ホストのファイルやデバイスにどのようにマップ
されているかという仕様です。 

仮想マシン構成ファイル  仮想マシン構成を記録したファイルです。新規
仮想マシンウィザード (New Virtual Machine Wizard) で作成できます。
VMware Workstation は、仮想マシン構成ファイルを使用して特定の仮想マ
シンを認識し、実行します。

仮想マシン設定エディタ  仮想マシンの設定を表示し、変更できるポイン
ト アンド クリックのエディタです。仮想マシンメニューから起動できます。

「新規仮想マシンウィザード」も参照 

仮想マシンのクローン作成ウィザード  VMware Workstation 内の、仮想マ
シンの複製を容易に作成できるポイント アンド クリックイ ンターフェース
です。
｢完全クローン」と「リンククローン」も参照

完全クローン  関連した仮想ディスクも含む 100% 完全な仮想マシンのコ
ピーです。 

「リンククローン」も参照
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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。 

「RAW ディスク」も参照 

共有フォルダ  共有フォルダは、ホストと 1 台以上の仮想マシンが共に利用
することのできるホストコンピュータ上の、あるいはホストコンピュータか
らアクセス可能なネットワークドライブ上のフォルダです。 共有フォルダを
利用すれば、ホストとゲスト間、あるいは仮想マシン間で簡単にファイルを
共有することができます。共有フォルダは、Windows 仮想マシンでは指定
したドライブに存在するフォルダとして、Linux 仮想マシンでは特定のマウ
ントポイントで認識されます。 

クイックスイッチモード  仮想マシンがほぼ画面いっぱいに表示される
ディスプレイモードです。このモードを選択すると画面上部にタブが表示さ
れ、実行中の仮想マシン間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

クローン  仮想マシンのコピーです。
｢完全クローン」と「リンククローン」も参照

ゲスト OS  仮想マシン内で実行される OS です。
「ホスト OS」も参照

現在点 ( アイコン )  スナップショットマネージャに表示される特別なアイ
コンで、アクティブ仮想マシンの状態を示します。これはスナップショット
に「復元 (Revert)」と「移動 (Go to)」を使い分ける時に役立ちます。

「スナップショットマネージャ」、「スナップショットまで戻る」、「スナップ
ショットへ移動」も参照

構成  「仮想マシン構成ファイル」を参照

サスペンド  実行中の仮想マシンの現在の状態を保存する操作です。サスペ
ンドした仮想マシンを回復するには、レジューム機能を使用します。

「レジューム」も参照

新規仮想マシンウィザード  仮想マシンをポイント アンド クリックで簡単
に作成できる便利なインターフェイスです。[ ファイル (File)] - [ 新しい仮想
マシン (New Virtual Machine)] を選択して起動します。このウィザードは多
くの場合、デフォルト値を提示してユーザーに情報の入力を求めます。仮想
マシン構成ファイル、またはオプションで仮想ディスクか RAW ディスク
ファイル を含む仮想マシンを定義するファイルを作成します。 

「仮想マシン設定エディタ」も参照 

スナップショット  スナップショットを設定すると、その時点の仮想マシン
の状態をそのまま記録します。 その仮想マシンの全ディスク上のデータの状
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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）も
記録します。 VMware Workstation では、必要に応じて仮想マシンにスナップ
ショットを設定し、いつでもそのスナップショットまで戻ることが可能で
す。 スナップショットは、仮想マシンがオン、オフ、サスペンドのいずれの
状態でも設定することができます。スナップショットからディスクを排除す
るように構成することもできます。

スナップショットへ移動  [ スナップショットへ移動 (Go to Snapshot)] で、
現行の仮想マシンのどのスナップショットの状態にも戻ることができます。
[ スナップショットへ移動 (Go to Snapshot)] はスナップショットメニューに
あるコマンド、またスナップショットマネージャにあるボタンです。このコ
マンドを使用するには、[VM] - [ スナップショット (Snapshot)] - [ スナップ
ショットへ移動 (Go to Snapshot)] を選択します。 

「スナップショットまで戻る」も参照

スナップショットまで戻る  [ スナップショットまで戻る (Revert to 
Snapshot)] により、現在使用の仮想マシンの状態をその親スナップショット
に復元します。この親スナップショットは、スナップショットマネージャの
[ 現在点 (You Are Here)] アイコン左に表示されているスナップショットで
す。[VM] - [ スナップショット (Snapshot)] - [ スナップショットまで戻る
(Revert to Snapshot)] を選択してこのコマンドを使用します。 

「スナップショットへ移動」、｢スナップショットマネージャ」 、「現在点 ( ア
イコン )」も参照

スナップショットマネージャ  スナップショットマネージャ (Snapthot 
Manager) は、現行の仮想マシンに関連するどのスナップショットにも操作
が行えるウィンドウです。[VM] - [ スナップショット (Snapshot)] - [ スナップ
ショットマネージャ (Snapshot Manager)] を選択してこのウィンドウを開き
ます。

「スナップショット」も参照

チーム  チームとは、１つのまとまりとして操作できるように構成された仮
想マシンのグループです。チームのパワーオン、パワーオフ、クローン作
成、及びサスペンド は、１つのコマンドで行うことができます。LAN セグ
メントを構築して、外部の仮想または実際のネットワークから独立したチー
ムのプライベートネットワークを構成することができます。

「LAN セグメント」と「仮想ネットワーク」も参照

テンプレート 削除やチームに追加することのできない仮想マシンです。仮
想マシンをテンプレートとして設定すると、不注意による削除を防ぎ、親仮
想マシンに依存しているリンククローンやスナップショットが無効になるこ
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とをも防ぎます。
「リンククローン」、「親仮想マシン」、「スナップショット」も参照

ドラッグ アンド ドロップ  VMware Workstation のドラッグ アンド ドロッ
プ機能によって、Windows ホストと Windows 仮想マシン間で容易にファイ
ルを移動することができます。 個別のファイルもディレクトリ全体であって
もドラッグ アンド ドロップすることが可能です。

ブリッジネットワーク  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
ストと同じ物理イーサネットネットワーク上に存在するコンピュータとして
認識されます。 

「ホストオンリーネットワーク」も参照

フルスクリーンモード  仮想マシンが画面いっぱいに表示されるディスプ
レイモードです。

「クイックスイッチモード」も参照

ホスト OS  ホストマシン上で実行される OS です。
「ゲスト OS」も参照

ホストオンリーネットワーク  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」、「NAT( ネットワークア
ドレス変換 )」も参照

ホストマシン  VMware Workstation をインストールする物理コンピュータ
です。VMware Workstation の仮想マシンは、ホスト上で実行されます。 

リンククローン  仮想マシンのコピーで、オリジナル仮想マシンと仮想ディ
スクを共有します。

「完全クローン」も参照

レガシー仮想マシン  Workstation 4.x、GSX Server 3.x、または ESX Server 2.x
で使用するために作成された仮想マシンです。 Workstation 5 内でレガシー仮
想マシンを使用、または作成することができますが、クローン、マルチス
ナップショット、チーム等の Workstation 5 の新しい機能は使用できません。 

レジューム  サスペンド状態の仮想マシンを稼動状態に戻します。仮想マシ
ンをレジュームすると、 アプリケーションはすべてサスペンドされた時と同
じ状態に回復します。

「サスペンド」も参照
481
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