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(57)【要約】
【課題】ディスク資源の増大を招くことなく、仮想マシ
ンの管理を行うこと。
【解決手段】管理用仮想マシンＤ０において、計算機か
ら送信されたマスターイメージを受信モジュール２２１
が受信する。モジュール２２１が受信したマスターイメ
ージに基づいて、起動モジュール２２４がユーザ用仮想
マシンを起動する。固有情報登録モジュールは固有情報
２００をユーザ用仮想マシンに登録する。ユーザ用仮想
マシンは、ユーザデータのアクセス先として、共有フォ
ルダ用仮想マシンＤ２の共有フォルダを用いる。
【選択図】　　図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　仮想マシンモニタ上で複数の仮想マシンが同時に稼働する計算機であって、
　前記複数の仮想マシン中の一つの仮想マシンは、ユーザが利用するアプリケーションプ
ログラムおよびオペレーティングシステムが実行されるユーザ用仮想マシンであり、
　前記複数の仮想マシン中の一つの仮想マシンは前記ユーザ用仮想マシンに共有フォルダ
を提供し、
　前記ユーザ用仮想マシンは、前記ユーザ用仮想マシン内のシステムデータに含まれる固
有情報を前記前記複数の仮想マシン中の他の仮想マシンに格納する固有情報格納手段を具
備し、
　前記ユーザ用仮想マシンには、前記ユーザ用仮想マシン内に含まれるユーザデータの格
納場所として前記共有フォルダが設定される
ことを特徴とする計算機。
【請求項２】
　前記複数の仮想マシン中の一つの仮想マシンは、
　前記ユーザ用仮想マシンを実行するためのマスターイメージを取得するマスターイメー
ジ取得手段と、
　前記マスターイメージ取得手段が取得したマスターイメージを用いて前記ユーザ用仮想
マシンを起動し、前記ユーザ用仮想マシンに前記固有情報格納手段が格納する前記固有情
報を加える起動手段とを具備することを特徴とする請求項１に記載の計算機。
【請求項３】
　前記固有情報は、マシン名、およびネットワーク設定情報を含むことを特徴とする請求
項１に記載の計算機。
【請求項４】
　前記固有情報は、システムフォルダ内に格納されているレジストリファイルであること
を特徴とする請求項１に記載の計算機。
【請求項５】
　仮想マシンモニタ上で複数の仮想マシンが同時に稼働する計算機であって、
　前記複数の仮想マシン中の一つの仮想マシンは、ユーザが利用するオペレーティングシ
ステムが実行されるユーザ用仮想マシンであり、
　前記ユーザ用仮想マシンは、前記ユーザ用仮想マシン内のシステムデータに含まれる固
有情報およびユーザデータを含まない、前記ユーザ用仮想マシンを実行するためのマスタ
ーイメージを作成するマスターイメージ作成手段を具備し、
　前記複数の仮想マシン中の一つの仮想マシンは、前記マスターイメージ作成手段が作成
したマスターイメージを他の計算機に送信する手段を具備することを特徴とする計算機。
【請求項６】
　前記固有情報は、マシン名、およびネットワーク設定情報を含むことを特徴とする請求
項５に記載の計算機。
【請求項７】
　前記固有情報は、システムフォルダ内に格納されているレジストリファイルであること
を特徴とする請求項５に記載の計算機。
【請求項８】
　前記固有情報は、マシン名、およびネットワーク設定情報を含むことを特徴とする請求
項７に記載の計算機。
【請求項９】
　ユーザが利用するアプリケーションプログラムおよびオペレーティングシステムが実行
されるユーザ用仮想マシンを含む複数の仮想マシンが稼働する第１計算機において、前記
ユーザ用仮想マシンによって前記ユーザ用仮想マシン内のユーザデータ、およびシステム
データに含まれる固有情報を含まない前記ユーザ用仮想マシンを実行するためのマスター
イメージを作成し、
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　前記第１計算機から前記マスターイメージを、前記ユーザ用仮想マシンで利用される前
記ユーザデータの格納場所として用いられる共有フォルダを有する仮想マシン、および前
記ユーザ用仮想マシンが利用するシステムデータ中の固有情報を有する仮想マシンを含む
複数の仮想マシンが仮想マシンモニタ上で同時稼働する第２計算機に送信し、
　前記第２計算機において、マスターイメージを用いて前記ユーザ用仮想マシンを起動し
、起動した前記ユーザ用仮想マシンに前記固有情報を加え、
　前記第２計算機上で動作するユーザ用仮想マシンは前記共有フォルダ内に格納されてい
るユーザデータを参照する
ことを特徴とする計算機の制御方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数の仮想マシンが同時動作可能な計算機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　仮想マシン環境におけるセキュリティパッチやアプリケーションプログラムのバージョ
ンアップ等の作業の効率化を図ることが望まれている。
【０００３】
　特許文献１は、仮想マシン管理システムにおいて、ゲストＯＳのイメージファイルをマ
スタゲストＯＳイメージとしてホストＯＳで一元管理し、マスタゲストＯＳコピーして作
成したゲストＯＳ上でのデータの書き込み・読み込みを仮想ＡＰ（アプリケーション）イ
メージファイルにリダイレクトして、ゲストＯＳイメージと仮想ＡＰイメージとを分離す
ることを開示している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００８－８４０２９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上述した文献が開示するのは、アプリケーションプログラムの管理である。ネットワー
ク設定情報やマシン名は使用するユーザに応じてゲストＯＳイメージを用意する必要があ
る。その結果、複数のゲストＯＳイメージを用意しなければならないので、多くのディス
ク資源を必要とする。
【０００６】
　本発明の目的は、ディスク資源の増大を招くことなく、仮想マシンの管理を行うことが
可能な計算機を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の一例に係わる計算機は、仮想マシンモニタ上で複数の仮想マシンが同時に稼働
する計算機であって、前記複数の仮想マシン中の一つの仮想マシンは、ユーザが利用する
オペレーティングシステムおよびアプリケーションプログラムが実行されるユーザ用仮想
マシンであり、前記複数の仮想マシン中の一つの仮想マシンは前記ユーザ用仮想マシンに
共有フォルダを提供し、前記ユーザ用仮想マシンは、前記ユーザ用仮想マシン内のシステ
ムデータに含まれる固有情報を前記前記複数の仮想マシン中の他の仮想マシンに格納する
固有情報格納手段を具備し、前記ユーザ用仮想マシンには、前記ユーザ用仮想マシン内に
含まれるユーザデータの格納場所として前記共有フォルダが設定される。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、ディスク資源の増大を招くことなく、仮想マシンの管理を行うことが



(4) JP 2010-257429 A 2010.11.11

10

20

30

40

50

可能になる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明の一実施形態に係わる計算機のシステム構成の例を示す図。
【図２】本発明の一実施形態に係わる計算機のシステム構成を示すブロック図。
【図３】本発明の一実施例に係わる計算機によるマスターイメージを作成する動作の説明
に用いる図。
【図４】本発明の一実施例に係わる計算機のマスターイメージを受信する動作を説明する
ための図。
【図５】本発明の一実施形態に係わる計算機のシステムの変形例を示す図。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　本発明の実施の形態を以下に図面を参照して説明する。　
　図１は本発明の一実施形態に係わる計算機のシステム構成例を示す。ユーザが使用する
ユーザ用仮想マシンを実行するためのマスターイメージの作成およびイメージの配信を行
う計算機１０と、マスターイメージを受信する複数の計算機２１～２３等から構成されて
いる。
【００１１】
　計算機１０，２１～２３は、ノートブック型パーソナルコンピュータによって実現され
ている。　
　図２に本発明の一実施例に係わる計算機（１０，２１～２３）のシステム構成を示す。
　
　図２に示すように、本計算機内は、仮想マシンモニタ（ＶＭＭ）１００、仮想マシンＤ
０～Ｄ２等が動作している。仮想マシンＤ０～Ｄ２は、仮想マシンモニタ１００上で同時
に動作することができる。また、各仮想マシンは、仮想マシンモニターを経由して他の仮
想マシンと互いにデータを遣り取りすることができる。仮想マシンモニタ１００は、プロ
セッサ、メモリ、ハードディスクドライブ等の計算資源を論理的に複数に分割し、分割さ
れた計算資源に各仮想マシンＤ０～Ｄ２を割り当てる。
【００１２】
　例えば、ユーザ用仮想マシンＤ１には、ワードプロセッサやスプレッドシート等のアプ
リケーションプログラムをユーザが利用するための例えばＷｉｎｄｏｗｓ（登録商標）の
ようなオペレーティングシステムがインストールされている。また、管理用仮想マシンＤ
０は、一般にＤＯＭＡＩＮ０と呼ばれる仮想マシンである。管理用仮想マシンＤ０にはオ
ペレーティングシステムとして例えばＬｉｎｕｘ（登録商標）がインストールされ、Ｌｉ
ｎｕｘ上では仮想マシンＤ１，Ｄ２の起動／停止等や仮想ハードディスクや仮想メモリの
割り当て、仮想ネットワークを構成するためのアプリケーションプログラムが動作する。
【００１３】
　なお、仮想マシンＤ０は、仮想マシンＤ１のコンピュータ名やネットワーク設定情報等
の仮想マシンＤ１を使用するユーザに応じたオペレーティングシステムおよびアプリケー
ションの設定を示す固有情報２００を格納するデータ保存領域を備えている。この固有情
報は、例えばレジストリファイルとして知られているファイルに記録されている。例えば
Ｗｉｎｄｏｗの場合、レジストリファイルは、%SystemRoot%¥System32¥Config内等のシス
テムフォルダ（%SystemRoot%¥System32）の下層のフォルダに格納されている。
【００１４】
　また、ユーザ用仮想マシンＤ１は、固有情報送信モジュール３０１を備えている。固有
情報送信モジュール３０１は、固有情報３００内の設定が変更された時や、ユーザ用仮想
マシンＤ１のユーザがログオフやシャットダウンした時に固有情報３００を仮想マシンＤ
０に送信し、管理用仮想マシンＤ０上にユーザ用仮想マシンＤ１の固有情報２００を格納
する機能を備えている。
【００１５】
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　さらに、仮想マシンＤ２は、仮想マシンＤ１に対して共有フォルダサービスを提供する
機能を備えている。共有フォルダサービスが用意する共有フォルダには、ユーザが作成・
編集するデータファイル（Ｗｉｎｄｏｗｓの場合、“マイドキュメント”に格納されるデ
ータファイル）３２１およびユーザプロファイル３２２が格納される。ユーザプロファイ
ル３２２は、ユーザ毎のシステム環境を示す情報を記録するファイル（フォルダ）である
。
【００１６】
　仮想マシンＤ１内で稼働するオペレーティングシステムは、マイドキュメントおよびユ
ーザプロファイル３２２のパスとして共有フォルダ内のマイドキュメントフォルダおよび
プロファイルフォルダが設定されている。ユーザ用仮想マシンＤ１内で稼働するオペレー
ティングシステムは、共有フォルダ用仮想マシンＤ２に格納された共有フォルダを参照し
、ユーザがログインした時に、共有フォルダから個人設定（ユーザプロファイル）を読み
込みこむ。Ｗｉｎｄｏｗｓの場合、ユーザプロファイル３２２のパスは、レジストリファ
イルに記録されている。従って、予め共有フォルダ用仮想マシンＤ２の共有フォルダ内の
ユーザプロファイル３２２を示すパスをレジストリファイルに登録しておくことで、ユー
ザ用仮想マシンのオペレーティングシステムが自動的にユーザプロファイル３２２を取得
することができる。
【００１７】
　なお、本実施形態では、マイドキュメント等に格納されるアプリケーションプログラム
を用いて編集するデータファイル３２１、およびユーザプロファイル３２２に格納されて
いるデータをユーザデータと称する。
【００１８】
　また、ユーザ用仮想マシンＤ１は、共有フォルダ用仮想マシンＤ２が提供する共有フォ
ルダを、仮想マシンＤ１のローカルディスクの特定のフォルダ（パーティションでも良い
）をマイドキュメントのターゲットフォルダとして予め設定することによって、ユーザが
データファイル４０１を読み書きする際、データファイル３２１が仮想マシンＤ１のロー
カルディスク内にあるかのようにみせる機能を備えている。
【００１９】
　以上説明したように本発明の一実施例による計算機は、３つの仮想マシンＤ０～Ｄ２が
同時に動作し、ユーザ用仮想マシンＤ１の固有情報３００を管理用仮想マシンＤ０に格納
し、ユーザ用仮想マシンＤ１のユーザデータを共有フォルダ用仮想マシンＤ２に格納でき
るように構成する点が特徴である。このようにすることで特定の計算機から仮想マシンＤ
１用のマスターイメージを作成し、このマスターイメージを別の計算機にコピーして展開
した時、個別情報やユーザデータを失わないようにできる。
【００２０】
　以下、マスターのイメージ作成から展開までの動作について説明する。　
　図３を参照して、本発明の一実施例に係わる計算機１０のイメージ作成の動作を説明す
る。　
　図３に示すように、マスターイメージ作成用計算機１０上で稼働するユーザ用仮想マシ
ンＤ１10はマスターイメージ作成モジュール３１１等を備えている。また、マスターイメ
ージ作成用計算機１０上で稼働する管理用仮想マシンＤ０10は、圧縮／暗号化モジュール
２１２、および送信モジュール２１３等を備えている。
【００２１】
　マスターイメージ作成モジュール３１１は、ユーザ用仮想マシンＤ１10は、ユーザ用仮
想マシンのＤ１10のユーザデータ、およびシステムデータ中の固有情報３００を削除した
マスターイメージ２１１を作成する機能（共通化）を備える。また、マスターイメージ作
成モジュール３１１は、マスターイメージの作成が終了すると、マスターイメージ２１１
を管理用仮想マシンＤ０10に送信する。そして、送信が終了するとマスターイメージ作成
モジュール３１１は、管理用仮想マシンＤ０10にユーザ用仮想マシンＤ１10をシャットダ
ウンすることを通知し、ユーザ用仮想マシンＤ１10をシャットダウンするための処理を行
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う。
【００２２】
　なお、ここでシステムデータとは、オペレーティングシステムおよびアプリケーション
を起動するために必要なデータファイル、ドライバ、および固有情報のことである。
【００２３】
　管理用仮想マシンＤ０10内で稼働する送信モジュール２１３は、仮想マシンＤから通知
を受けた後、ユーザ用仮想マシンＤ１10がシャットダウンしたことを検出すると、マスタ
ーイメージ２１１をネットワーク経由で他の計算機２１，２２，２３に送信する送信機能
を備える。なお、送信モジュール２１３がマスターイメージを送信する前に、圧縮／暗号
化モジュール２１２によってマスターイメージに対して圧縮や暗号化をしてもよい。
【００２４】
　送信が終わると、起動モジュール２１４は、マスターイメージを用いてユーザ用仮想マ
シンＤ１10を起動する。固有情報登録モジュール２１５は、ユーザ用仮想マシンＤ１10に
固有情報３００を登録する。固有情報の登録は、元々固有情報３００が格納されていたパ
スに固有情報２００を格納することで行われる。ユーザ用仮想マシンＤ１10内のオペレー
ティングシステムは固有情報３００を読み出す。その後、ユーザ用仮想マシンＤ１10内の
オペレーティングシステムは共有フォルダ用仮想マシンＤ２10が提供する共有フォルダの
マウント処理を行う。このようにすることで、送信後、イメージ作成前と同じ構成になり
、イメージ作成前と同じようにユーザが使えるようになる。
【００２５】
　次に、図４を参照して、本発明の一実施例に係わる計算機２１～２３のマスターイメー
ジ受信の動作を説明する。
【００２６】
　計算機２１～２３の管理用仮想マシンＤ０2Xは、受信モジュール２２１、伸張／復号化
モジュール２２２、仮想マシン起動モジュール２２４、固有情報登録モジュール２２５等
を備えている。
【００２７】
　受信モジュール２２１は、計算機１０が送信した暗号化および圧縮されたマスターイメ
ージのデータを受信する。伸張／復号化モジュール２２２は、受信モジュール２２１が受
信したデータｍに対して伸張および復号を行ってマスターイメージ２２３を生成する。仮
想マシン起動モジュール２２４は、マスターイメージ２２３を用いてユーザ用仮想マシン
Ｄ１2Xを起動する。固有情報登録モジュール２２５はユーザ用仮想マシンＤ１2Xに固有情
報２００を登録する。ユーザ用仮想マシンＤ１10内のオペレーティングシステムは固有情
報を読み出す。その後、ユーザ用仮想マシンＤ１10内のオペレーティングシステムは共有
フォルダ用仮想マシンＤ２10が提供する共有フォルダのマウント処理を行う。このように
することで、送信後、イメージ作成前と同じ構成になり、イメージ作成前と同じようにユ
ーザが使えるようになる。
【００２８】
　本実施形態によれば、ユーザデータやマシンの固有情報が他の仮想マシンに格納されて
いるため、別の計算機で作成されたマスターイメージを受信後、マスターイメージに含ま
れるＯＳやアプリケーションを更新した後、ユーザデータと固有情報を再度接続し、更新
前のユーザデータや固有情報をもとに戻すことができるようになる。
【００２９】
　その結果、用意するマスターイメージは一つですむので、ディスク資源の増大を招くこ
とが無い。また、ＯＳやアプリケーションなどの計算機のシステム環境を部門や職種など
のワークグループ単位で一元管理、共有利用できる。これにより、従来、管理者またはユ
ーザが、個々のＰＣごとに行っていたセキュリティパッチの適用やアプリケーションのバ
ージョンアップなどの作業を、管理者が自席のＰＣに対して行うだけで、管理下のすべて
のＰＣが最新の利用環境に保たれる。ＰＣのライフサイクルを通して運用管理負担の削減
を図るとともに、セキュリティの脆弱なＰＣが脅かす企業リスクを低減する。
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【００３０】
　なお、上記実施形態では、イメージ作成用の計算機からターゲットとなる計算機に対し
て送信する例を示した。しかし、図５に示すように、イメージ作成用の複数の計算機５０
１Ａ，５０２Ｂと、マスターイメージ配信用の計算機５１０、マスターイメージを受信す
る複数の計算機５２１Ａ，５２１Ｂ，５２２Ａ，５２２Ｂとから構成してもよい。図５に
示す例の場合、計算機５０１Ａ、５２１Ａ、５２１Ｂが同じハードウェアを使用しており
、計算機５０１Ｂ、５２２Ａ、５２２Ｂが同じハードウェアを使用している。そして、計
算機５０１Ａは、計算機５２１Ａ、５２１Ｂ用のマスターイメージを作成する。また、計
算機５０１Ｂは、計算機５２２Ａ、５２２Ｂ用のマスターイメージを作成する。
【００３１】
　計算機５０１Ａ、５０１Ｂは作成したマスターイメージをネットワーク上に公開された
ハードディスクドライブ５１１に格納する。そして、計算機５１０は、計算機５０１Ａが
作詞したマスターイメージを計算機５２１Ａ、５２１Ｂに送信する。また、計算機５１０
は、計算機５０１Ｂが作詞したマスターイメージを計算機５２２Ａ、５２２Ｂに送信する
。
【００３２】
　なお、本発明は、上記実施形態そのままに限定されるものではなく、実施段階ではその
要旨を逸脱しない範囲で構成要素を変形して具体化できる。また、上記実施形態に開示さ
れている複数の構成要素の適宜な組み合せにより種々の発明を形成できる。例えば、実施
形態に示される全構成要素から幾つかの構成要素を削除してもよい。更に、異なる実施形
態に亘る構成要素を適宜組み合せてもよい。
【符号の説明】
【００３３】
　１０、２１～２３…計算機，Ｄ０…管理用仮想マシン，Ｄ１…ユーザ用仮想マシン，Ｄ
２…共有フォルダ用仮想マシン，１００…仮想マシンモニタ，２００、３００…固有情報
，２１１…マスターイメージ，２１２…暗号化モジュール，２１３…送信モジュール，２
１４…起動モジュール，２１５…固有情報登録モジュール，２２１…受信モジュール，２
２２…復号化モジュール，２２３…マスターイメージ，２２４…仮想マシン起動モジュー
ル，２２５…固有情報登録モジュール，３０１…固有情報送信モジュール，３１１…マス
ターイメージ作成モジュール，３２１…データファイル，３２２…ユーザプロファイル。
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【手続補正書】
【提出日】平成22年6月7日(2010.6.7)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　仮想マシンモニタ上で複数の仮想マシンが同時に稼働する計算機であって、
　前記複数の仮想マシンは、ユーザ用仮想マシン、第１仮想マシン、および第２仮想マシ
ンを含み、
　前記ユーザ用仮想マシンは、アプリケーションプログラムおよびオペレーティングシス
テムを実行し、
　前記第１仮想マシンは前記ユーザ用仮想マシンに共有フォルダを提供し、
　前記ユーザ用仮想マシンは、前記ユーザ用仮想マシン内のシステムデータに含まれる固
有情報を前記第２仮想マシンに格納する固有情報格納手段を具備し、
　前記ユーザ用仮想マシンは、前記ユーザ用仮想マシン内に含まれるユーザデータの格納
場所として前記共有フォルダを設定するための設定データを含む
ことを特徴とする計算機。
【請求項２】
　前記複数の仮想マシンは、第３仮想マシンを含み、
　前記第３仮想マシンは、
　前記ユーザ用仮想マシンを実行するためのマスターイメージを取得するマスターイメー
ジ取得手段と、
　前記マスターイメージ取得手段が取得したマスターイメージを用いて前記ユーザ用仮想
マシンを起動し、前記ユーザ用仮想マシン内の前記固有情報格納手段内に前記固有情報を
格納する起動手段とを具備することを特徴とする請求項１に記載の計算機。
【請求項３】
　前記固有情報は、マシン名、およびネットワーク設定情報を含むことを特徴とする請求
項１に記載の計算機。
【請求項４】
　前記固有情報は、システムフォルダ内に格納されているレジストリファイルであること
を特徴とする請求項１に記載の計算機。
【請求項５】
　仮想マシンモニタ上で複数の仮想マシンが同時に稼働する計算機であって、
　前記複数の仮想マシンは、ユーザ用仮想マシン、第１仮想マシンを含み、
　前記ユーザ用仮想マシンは、オペレーティングシステムを実行し、
　前記ユーザ用仮想マシンは、前記ユーザ用仮想マシン内のシステムデータに含まれる固
有情報およびユーザデータを含まない、前記ユーザ用仮想マシンを実行するためのマスタ
ーイメージを作成するマスターイメージ作成手段を具備し、
　前記第１仮想マシンは、前記マスターイメージ作成手段が作成したマスターイメージを
他の計算機に送信する手段を具備することを特徴とする計算機。
【請求項６】
　前記固有情報は、マシン名、およびネットワーク設定情報を含むことを特徴とする請求
項５に記載の計算機。
【請求項７】
　前記固有情報は、システムフォルダ内に格納されているレジストリファイルであること
を特徴とする請求項５に記載の計算機。
【請求項８】



(10) JP 2010-257429 A 2010.11.11

　前記固有情報は、マシン名、およびネットワーク設定情報を含むことを特徴とする請求
項７に記載の計算機。
【請求項９】
　アプリケーションプログラムおよびオペレーティングシステムが実行されるユーザ用仮
想マシンを含む複数の仮想マシンが稼働する第１計算機によって、前記ユーザ用仮想マシ
ン内のユーザデータ、およびシステムデータに含まれる固有情報を含まない前記ユーザ用
仮想マシンを実行するためのマスターイメージを作成し、
　前記第１計算機から前記マスターイメージを、前記ユーザ用仮想マシンで利用される前
記ユーザデータの格納場所として用いられる共有フォルダを有する第１仮想マシン、およ
び前記ユーザ用仮想マシンが利用するシステムデータ中の固有情報を有する第２仮想マシ
ンを含む複数の第３仮想マシンが仮想マシンモニタ上で同時稼働する第２計算機に送信し
、
　前記第２計算機において、マスターイメージを用いて前記ユーザ用仮想マシンを起動し
、
　起動した前記ユーザ用仮想マシン内に前記固有情報を格納し、
　前記第２計算機上で動作するユーザ用仮想マシンは前記共有フォルダ内に格納されてい
る前記ユーザデータを参照する
ことを特徴とする計算機の制御方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００７】
　本発明の一例に係わる計算機は、仮想マシンモニタ上で複数の仮想マシンが同時に稼働
する計算機であって、前記複数の仮想マシンは、ユーザ用仮想マシン、第１仮想マシン、
および第２仮想マシンを含み、前記ユーザ用仮想マシンは、アプリケーションプログラム
およびオペレーティングシステムを実行し、前記第１仮想マシンは前記ユーザ用仮想マシ
ンに共有フォルダを提供し、前記ユーザ用仮想マシンは、前記ユーザ用仮想マシン内のシ
ステムデータに含まれる固有情報を前記第２仮想マシンに格納する固有情報格納手段を具
備し、前記ユーザ用仮想マシンは、前記ユーザ用仮想マシン内に含まれるユーザデータの
格納場所として前記共有フォルダを設定するための設定データを含む。
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