
第 6章

共有フォ ルダの設定

この章ではホスト OS とゲスト OSの間でフォルダを共有するための設定

を行う手順を解説します。

6.1 仮想マシンへの共有フォ ルダ追加

VirtualBoxマネージャーを開きます。 Ubuntuが実行中の場合は、 終了し

てく ださい。

図 6.1 VirtualBox マネージャー

VirtualBox マネージャーで「 Ubuntu 16.04」 を選択し 、「 設定」 ボタンを

クリ ッ クします。
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図 6.2 フォルダ追加アイコンをクリ ッ ク

設定ダイアログで「 共有フォルダー」 セクショ ンを選択し 、 右端にある

フォルダ追加アイコンをクリ ッ クします。

図 6.3 フォルダのパスを選択

セレクト ボックス「 フォルダーのパス」 から 「 その他」 を選択します。
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図 6.4 shared フォルダを作成して選択

「 フォルダーの参照」 ダイアログが開きます。「 デスクト ップ」 を選択して

から「 新しいフォルダーの作成」 ボタンをクリ ッ クし 、「 shared」 と入力して

Enterキーを押します。 そして、「 shared」 フォルダを選択したう えで「 OK」

ボタンをクリ ッ クします。
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図 6.5 「 自動マウント 」 をチェックする

チェッ クボッ クス「 自動マウント 」 をチェッ クして、「 OK」 ボタンをク

リ ッ クします。

図 6.6 共有フォルダの追加完了

共有フォルダが正しく 追加されたことを確認し 、「 OK」 ボタンをクリ ッ ク

します。
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6.2共有フォ ルダのアクセス権設定

6.2 共有フォ ルダのアクセス権設定

VirtualBox マネージャーで「 Ubuntu 16.04」 を選択し 、「 起動」 ボタンを

クリ ッ クします。 パスワード を入力して Ubuntu にログインします。

端末を起動して、 以下のコマンド を順に実行してく ださい。

$ sudo usermod -a -G vboxsf kuroda
$ ln -s /media/sf_shared ~/shared

ただし 、 1 番目のコマンド の kuroda は、 Ubuntu インスト ール時に設定

したユーザー名で置き換えてく ださい。

システムメニューの「 ログアウト 」 を選択し 、 表示されるダイアログで「 ロ

グアウト 」 ボタンをクリ ッ クして Ubuntu からログアウト します。 そして、

もう一度、 パスワード を入力してログインしてく ださい。

6.3 共有フォ ルダへの書き込み試験

ゲスト OS（ Ubuntu） の端末で次のコマンド を実行します。

$ echo TEST > ~/shared/test.txt

ホスト OS（ Windows） のデスクト ップにある「 shared」 フォルダを開き、

そこに test.txt という 名前のファ イルができていること を確認してく だ

さい。

次に、 このファイルをメモ帳で開き、 その中身を「 TEST」 から「 OK」 に

変更して保存します。

ゲスト OS（ Ubuntu） の端末に戻り 、 次のコマンド を実行します。
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$ cat ~/shared/test.txt

端末に「 OK」 と表示されれば共有フォルダが正常に機能しています。

う ま く 行かない場合は、 まずこの節の最初に行ったコマンド の実行結果

を見なおしてく ださい。 エラーが出ている場合は、 コマンド の入力内容を

チェックしてく ださい。

次に、 Ubuntu を終了して VirtualBox マネージャーに戻り 、 仮想マシン

の設定を確認します。 設定ダイアログの「 共有フォルダー」 セクショ ンを開

き、 共有フォルダ「 shared」 の「 自動マウント 」 が「 はい」、 アクセス権が

「 完全」 になっているかどう か確認してく ださい。 そう でなければ、 ダイア

ログ右端に並んでいる 3個のボタンの 2番目をクリ ッ クし 、 設定を変更しま

す。「 読み込み専用」 のチェッ クを外し 、「 自動マウント 」 にチェッ クを入れ

て「 OK」 ボタンをクリ ッ クしてく ださい。
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