
スリープ関連のトラブルを解決

Vista以降ではスリープが多用されており、それに伴うトラブルが起きる。
Windows 7/Vistaでは、一定時間PCを操作しないと自動的にスリープになる。

今回は、その解決法やより快適に運用する設定を紹介する。

　スリープから正常に復帰できない─
この原因はいろいろ考えられるが、自作
PCでありがちなのはBIOSの設定だ。
Vista以降、電源周りの仕様が変更され
ており、スリープ機能を使うためにBIOS
の設定が必要になるケースがあるのだ。
　大きな要因の一つに、Windows 7/
Vistaの「ハイブリッド スリープ」がある。
スリープ移行時にメモリーの内容をHDD
にも保存するため、スリープ時の停電な
どでメモリー内容が失われても、HDD
からデータを読み出すことで正常に復帰
できる。ただし正常に機能するためには、
BIOSが「ACPI 2.0」以上に対応してい
ることが必要だ。ACPI 2.0非対応のマ
ザーボードではスリープへ移行できない、
移行できたとしても正常に復帰できない、
といったトラブルが発生する。
　ACPI 2.0は2000年に策定された。
昨今のマザーボードなら、まず間違いなく
対応している。BIOSに「ACPI Func-
tion」といった項目があれば、「Enabled」
に設定しておけばよい。該当項目が無け

れば、初期設定で対応していると考えて
よい。ただし、ASUSTeK Computer
のマザーボードのように、ACPI 2.0特
有の機能のみをオン／オフできる仕様に
なっている製品がある。無効のまま、
Windows 7/Vistaをインストールして
しまうと、スリープ移行・復帰時のトラブ
ルに遭う。
　グラフィックスボードが原因でスリー
プから復帰できないこともある。上記の

BIOS設定をしても改善しないなら、
「Re  post Video on S3 Resume」や
「Re-call VGA BIOS from S3」を有
効にしてみよう。これはサスペンドの状
態（S3）から復帰する際にグラフィックス
ボードが備えるビデオBIOSを表示する
かどうかの設定だ。こう設定することで、
STR（Suspend To RAM）から復帰す
る際にグラフィックスボードを再認識す
る可能性がある。問題が解決しなかった
ら元に戻す。

マザーボード以外の機器の
ACPI対応状況を確認する

　ハイブリッド スリープが正常に機能す
るためには、マザーボード以外の機器も
ACPIに対応している必要がある。
ACPI非対応機器が1つでもあると、正
常に動作しないことがある。古い拡張ボ
ードを取り付けているなら、その機器の
ACPIへの対応状況を確認した方がよい。
その拡張ボードを外してみて正常に動作

Vista以降特有のスリープ関連トラブルが起こる

それぞれで異なる対処法を実行する

Windows Vista以降、「ハイブリッド スリープ」が使われるようになり、スリープから
復帰できないトラブルが目立ってきた。

ACPI

原因1
デバイスの省電力機能
原因2

USBマウス
原因3

スリープから復帰できない問題

ACPI 2.0関連のBIOS設定を確認する方法1

グラフィックスボードの「Repost」を有効にする方法2

ACPI非対応のデバイスを取り外す方法3

原因1の対処法

原因は
さまざま

CPUの省電力機能を無効にする方法4

USBルートハブの省電力機能を無効にする方法5

PCI Expressの省電力機能を無効にする方法6

原因2の対処法

デバイスマネージャーでUSBマウスの設定を変更する方法7原因3の対処法

文／松永 融
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ACPI関連が原因の
トラブルを解決する

方法

1～3

BIOSメニューの中に「ACPI Function」などの項目があ
れば、「Enabled」に設定する。ほとんどの製品は初期設定
で「Enabled」になっているため、ユーザーが明示的に設定
する必要は無い。画面は「P35 Platinum」（MSI）の例。

それでも解決しないなら、「Repost Vid eo on 
S3 Resume」も「Yes」に設定してみる。「Yes」
で改善しなければ、「No」に戻しておこう。

デバイスの
省電力機能を無効にする

方法

4～6

P7P55D-Eでは、「Advanced」メニュー内で「C1E Sup-
port」を「Disabled」にする。

さらに「詳細な電源設
定の変更」をクリック。

デバイスの省電力機能を
無効にするには、まずコ
ントロールパネルの「シス
テムとセキュリティ」をク
リック。

USBハブの省電力機能を無効にするには、
「USB設定」の中にある「USBのセレクテ
ィブサスペンドの設定」を「無効」にする。

「システムとセキュリティ」
の画面。「コンピューターが
スリープ状態になる時間を
変更」をクリック。

PCI Expressの省電力
機能を無効にするには、
同じ 画 面 の「PCI Ex-
press」の中にある「リン
ク状態の電源設定」を「オ
フ」にする。

「P7P55D-E」（ASUSTeK Computer）のBIOS。
工場出荷状態では、Powerメニューの「ACPI 
2.0 Support」が「Disabled」に設定されている。
Windows 7/Vistaの「ハイブリッド スリープ」を
利用するには、この項目を「Enabled」に設定する必
要がある。

する場合は外してPCを使用するか、
ACPI対応の同等品に交換すればよい。
　ハードウエア自体はACPIに対応して
いても、ドライバーが対応していないこ
ともある。マザーボードも含めて、最新
ドライバーにアップデートしてから動作

をチェックしよう。また、BIOSが原因
のこともあるので、新しいBIOSがある
なら、アップデートしてから試そう。
　BIOSの設定や機器構成に問題が無け
れば、各種機器の省電力機能がスリープ
に悪影響を及ぼしているケースも考えら

れる。例えば、「C1E」や「Cool'n'Quiet」
に代表される、CPUの省電力機能を無効
にすることで解決する事例もある。これ
らは、BIOSで設定する。USBルートハ
ブやPCI Expressの省電力機能が関係
していることもあるので、正常にならない
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デバイスマネージャーで
USBマウスの設定を変更する

方法

7

「スタート」メニューか
ら「スリープ」を選ぶと、
フリーズすることがあ
る。

USBマウスの接続先
コントローラーを確認
するには、まず「コンピ
ューター」を右クリック
して「プロパティ」を選
ぶ。開いた画面で「デ
バイスマネージャー」
を選んで起動する。

画面は「P5K-E」（ASUSTeK Computer）の例。「ACPI x64-
based PC」→「Microsoft ACPI-Compliant Sys tem」→
「PCIバス」→各USBコントローラーの順に展開していくと、マ
ウスが見つかる。マウスを右クリックして「プロパティ」を選ぶ。

P7P55D-Eの例。こちらはマ
ウス操作による不具合は発生し
なかった。

「電源に管理」タブを選び「このデバイスで、～」
のチェックを外すと、マウス操作でスリープか
ら復帰できなくなるがスリープに関する不具合
が解消する可能性がある。

デバイスマネージャーの「表示」メニューから「デバイス（接続別）」を選ぶ。

右クリック

右クリック

チェックを外す
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場合は、これらの機能も無効にしてみよう。
こちらは、コントロールパネルにある電源
オプションの詳細設定画面で設定する。
　USBマウスに起因したトラブルもある。
例えば、USBマウスの操作でスリープ
から復帰するとフリーズする、といった
現象だ。マウス操作でスリープへ移行さ
せると、いったんスリープに入った後す
ぐに復帰してしまう、といった事例もある。

USBマウスでスタンバイを
解除できないようにする

　これを回避するには2つの方法が考え
られる。一つはUSBマウスからPS/2
マウスに交換することだ。もう一つの方
法はマウス操作でスリープから復帰でき
なくなるが、デバイスマネージャーのマウ
スのプロパティでUSBマウスのスリープ
解除機能を無効にする方法だ。「スタート」
メニューを開き、システムのプロパティを
開く。ここからデバイスマネージャーを起
動しよう。「表示」を「接続別」にして、左
の画面のように順に展開していくと、マウ
スが見つかる。これを右クリックしてプロ

パティの画面を開こう。「電源の管理」の
タブに「このデバイスで、～」という項目
がある。この項目にチェックが入っている
と、マウス操作でスリープから復帰するの
で、チェックを外すとスリープに関する不
具合が解決する可能性がある。

スリープから復帰する際の
パスワード入力を省略する

　スリープから復帰する際、初期設定で
はパスワードの入力が必要だ。セキュリ
ティー管理上必要な仕掛けだが、自宅な
どで自分だけが使うなら必要無い。復帰
時のパスワード入力は、コントロールパ
ネルで簡単に不要に設定できる。
　上記の設定をすることで迅速に復帰で
きるようになるが、そもそもスリープに
移行しなければ、そんなことを気にする
必要も無い。ところがWindows 7/
Vistaの初期設定では、パソコンを一定
時間操作しないと自動的にスリープへ移
行する。
　これも、コントロールパネルでスリー
プへ移行しないように設定できる。ただ、

スリープへの移行を完全に禁止してしま
うよりも、保険的な意味で3～5時間くら
いに設定しておいた方が現実的だ。そう
しておけば、うっかり電源を切り忘れて
帰ってしまっても、3～5時間後にはほと
んど電力を消費しない省電力状態となる。

スリープ状態から復帰しよう
とすると、このようにパスワ
ードの入力を求めてくる。こ
こで正しいパスワードを入力
しないと、復帰できない。

「スリープ解除時のパスワー
ド保護」セクションが灰色に
なっている場合は、「現在利用
可能ではない～」をクリック
すると設定可能になる。

初期設定では「パスワード
を必要とする（推奨）」にチ
ェックが入っている。パス
ワード入力を不要にするに
は「パスワードを必要とし
ない」を選ぶ。

「システムとセキュリティ」
で、「電源オプション」の「ス
リープ解除時のパスワード
の要求」をクリック。

復帰時のパスワード入力を
省略したい

パスワードの入力が面倒

スリープへの
自動移行を解除したい

「プラン設定の編集」の画面。「コンピューターをスリー
プ状態にする」をクリックして「なし」を選ぶ。3～5時
間程度に設定した方が現実的。

「なし」か「3時間」
～「5時間」程度の
長い時間を選ぶ

灰色になっている
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　Windowsではユーザー名（ログオン
アカウント名）がそのまま個人用のフォ
ルダー名になる。全角文字でアカウント
を作成すると個人用フォルダーも全角に
なってしまう。このため、全角のフォル
ダー名を考慮していないソフトではトラ
ブルが発生しやすい。
　事例1はソフトのインストール時にエ
ラーが発生。原因はインストール時に使
用する一時フォルダーのパス名に全角文
字が含まれていることにある。一時フォ
ルダーの初期設定は「C:¥Users¥［ユー
ザー名］¥AppData¥Local¥Temp（も
しくはTmp）」なので、全角ユーザー名
でログオンすると［ユーザー名］の部分
に全角文字が含まれ、エラーになる。こ
れは、一時フォルダーのパス名に全角文
字が含まれないようにすると解決する
（方法1）。
　事例2では、一時フォルダーを変更し
なくてもインストール自体は正常に終了
する。しかしDVDを作成しようとする
と、エラーが発生してしまう。このトラ
ブルは、データの出力先が個人用フォル
ダー内に設定されていることに起因して
いる。初期設定では「マイドキュメント」
フォルダー（C:¥Users¥［ユーザー名］
¥Documentsフォルダー）だからだ。
この場合は、出力先フォルダーの設定を
変更すればよい（方法2）。
　事例1と2は、セットアップ時に若干
手を加えるだけで、その後は普通に使え
る。しかし症状は、ソフトによってまち
まちだ。トラブルが発生するたびに原
因や対応策を個別に調査する必要があ

全角ユーザー名による不具合を解消

Windowsのユーザー名は、半角英数字で作成することが推奨されている。
全角文字では、さまざまなトラブルに遭遇しやすいからだ。
今回はこれらのトラブル事例と解消法を紹介する。

ユーザー名を全角で設定すると、
さまざまなトラブルが起こる

それぞれで異なる
対処法を実行する

一時フォルダーの
割り当てを変更する

方法

1

Administrator
などの半角英数字の
ユーザー名で
作業する

方法

3

アプリケーションの
設定フォルダーを変更する

方法

2

Administrator 半角英数文字で
ユーザー名を
作成してプロファイル
情報を移行

方法

4
「Windows 転送ツール」を起動

全角ユーザー名のデータを保存

全角ユーザー名のデータを転送

全角でユーザー名を設定するとユ
ーザー情報を保存するフォルダー
名も全角になり、アプリケーショ
ンの動作に影響する。

全角でユーザー名を
設定すると
フォルダー名も
全角になる

全角文字のユーザー名でログオンし、ソニーの「ウ
ォークマン」用の転送アプリケーション「Content 
Trans fer」をインストールしようとすると、「Visual 
C++ 2005 Redistributable」のランタイムをイン
ストールする段階でこのようなエラーが発生する。

事例1 インストールできない

事例2

DVDオーサリングソフト「DVD Flick」は
正常にインストールできるものの、DVDを
作成しようとすると、エラーが発生する。

実行中にエラー

Microsoftの「Of� ce 2010」もインストールは問題
無いが、全角文字のユーザー名でログオンすると、
オフラインヘルプが使えない（項目をクリックしても、
画面が切り替わらない）。

クリックしても
ヘルプが開かない

事例3 ヘルプが開かない
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一時フォルダーの
割り当てを変更する

方法

1
「ユーザー環境変数」の
「TEMP」を選択し、「編
集」をクリック。

「ユーザー変数の編
集」ウインドウが表
示されたら、「変数
値」に適当な半角英
数字で入力したフォ
ルダーを指定する。

同 様 の 手 順 で、
「TMP」にも半角英
数字のフォルダーを
指定する。画面は、
環境変数を変更し終
わったところ。

スタートメニューから「コンピューター」
を右クリックして「プロパティ」をクリ
ック。続いて「システムの詳細設定」→
「環境変数」の順に選択。

アプリケーションの
設定フォルダーを変更

方法

2

「DVD Flick」の出力先は簡単に変更
できる。下段の「Project destina-
tion folder」を適当な半角英数字の
フォルダーに変更するだけ。以降は
設定したフォルダーが既定値となる
ので、そのまま使える。

出力先を「C:¥DVD」に
変更してから再実行す
ると、問題無く完了。

Administratorなど
半角英数のユーザー名で作業

方法

3

「コンピューターの管理」画面が
表示されたら、「ローカルユーザ
ーとグループ」→「ユーザー」の
順にたどり、中央に表示される
「Administrator」をダブルクリ
ックする。

「Administrator」のユーザー名を有効にするには、スタートメニ
ューから「コンピューター」を右クリックして「管理」を選択。

「Administratorのプロパ
ティ」画面が表示されたら、
「アカウントを無効にする」
のチェックを外す。

「OK」をクリックしてからログオフすると、「Administrator」
のアイコンが表示される。後は「Administrator」でログオン
してから実行すれば、正常に終了する。
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「Windows 転送ツール」で
プロファイル情報を保存

方法

4-1

「ユーザー プロファイル」の
画面。XP/Vistaはこの画
面でプロファイル情報がコ
ピーできたが、Win dows 
7の場合は「コピー先」ボタ
ンがグレーアウトしており、
コピーできなくなった。

「スタート」→「すべての
プログラム」→「アクセサ
リ」→「システムツール」→
「Windows 転送ツール」の
順にクリックして、「Win-
dows 転送ツール」を起動。

ウィザードが起動。
内容を確認して、「次
へ」をクリック。

第1段階では、「これは今までのコンピ
ューターです」を選択し、プロファイル
情報を書き出す。

書き出し対象である全角文字のアカウントだけ
にチェックを入れる。他のアカウントや「共通項
目」のチェックは外す。

ファイルには個人情報も含まれる
ので、万一流出した場合を考えて
パスワードを設定しておいた方が
無難だ。「保存」をクリック。

HDDやUSBメモリーなどの
外部記憶装置を指定し、適当
なファイル名を付ける。ここ
ではCドライブのルートに、
「全角アカウント.MIG」の名
前で書き出す。

しばらく待つと書き出しが
完了する。画面を進めて
「Windows転送ツール」を
終了する。

転送方法は「外付けハー
ド ディスク～」を選択。

り、面倒だ。トラブルが発生するのは一
時的なので、管理者権限のある半角英数
のユーザー名を別途用意して、解決する
手もある。あらかじめ用意されている
「Administrator」のアカウントを使っ
てもよい。ただし、Windows 7/Vista
の初期設定では、Administratorのア

カウントは無効になっている。方法3の
手順で有効にしておこう。

全角のユーザー名を
半角英数に変更する

　事例3のケースを方法3で対処するに
は、Of� ceアプリケーションを使うた

びに半角英数のユーザー名でログオンし
直す必要があり、面倒だ。これを根本的
に解決するには、全角ユーザー名を半角
英数に変更するしかない。ただし、単に
ユーザー名を変更するだけでは、個人用
フォルダーは全角のままで残るため、問
題は解決しない。
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保存したプロファイル情報を
転送する

方法

4-2

「はい」を選んで先に進
める。

方法4-1で設定したパ
スワードを入力する。

「転送」をクリックすると転送が始まる。

再び「Windows 転送ツール」を起動し、第2段
階の作業をする。ウィザード画面を進み、「現在
使用しているコンピューター」の画面で、今度は
「これは新しいコンピューターです」を選択。

「Windows 転送ツール」を終了後、ロ
グオフすると移行先の半角英数字のユ
ーザー名が表示する。以降は、半角英
数字のユーザー名でログオンして作業
すればよい。

方法4-1で書き出したMIGファイルを選び、「開く」をクリック。

今回は共通項目の情報を書き出
していないはずだが、なぜか画
面には項目が表示される。念の
ためチェックを外し、続いて「詳
細オプション」をクリック。

プルダウンメニューを
クリックして、「ユーザ
ーの作成」をクリック。

移行先のユーザー名を半角英
数字で入力し、必要に応じて
パスワードも設定する。ここ
では、「Matsunaga」という
アカウントを作成して、そこ
へ転送する。

　そこで半角英数のユーザー名でアカ
ウントを新規に作成し（方法4-1）、全
角ユーザー名のプロファイル情報を新
規アカウントにコピーする（方法4-2）。
ただし、XP/Vistaでは「ユーザープロ
ファイル」の画面で簡単にプロファイル
情報をコピーできたが、Windows 7

では「既定のプロファイル」以外はコピ
ーできない。そこで、「Windows転送
ツール」を利用してプロファイル情報を
転送する。「Windows転送ツール」は
本来、別のPCに設定情報やファイルを
転送するためのツールだが、今回のよ
うにユーザーアカウント間の転送にも

使える。
　転送完了後は、転送先の半角英数のユ
ーザー名でログオンして操作する。この
時点で以前の全角ユーザー名のアカウン
トは不要になるが、新しいユーザー名で
の動作が十分に確認できるまでは、削除
しない方がよいだろう。

転送先のユーザーアカウントがセットされたら、「保存」をクリック。
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パスワードを入力

①保存した項目以外の
チェックを外す

②

半角英数字で
ユーザー名を入力

新しいユーザー名を設定できた



Win7にUbuntuを追加インストール

Windowsに加えてUbuntuをインストールしておくと、
トラブル時のファイル救出がスムーズになる。今回はWindows 7に

Ubuntuを追加インストールする2つの方法を紹介する。

　Windows 7が動作している環境に
Ubuntuを追加インストールするには、
未割り当て領域を作成してインストール
する方法と、既存のパーティションへイ
ンストールする方法がある。順に手順を
紹介しよう。
　作業を始める前に、Ubuntuの最新
版をダウンロードしておく。ダウンロ
ードしたファイルは「ISO」形式なので、
700MBタイプのCD-Rなどに書き
込めば、セットアップCDが完成する。
650MBタイプのCD-Rには収まらな
いので注意しよう。

Ubuntu用の未割り当て
領域を作り出す

　最初にUbuntuをインストールする
ための領域を確保しよう。「方法1-2」の
図のように、未割り当て領域が無いパー
ティション構成を前提に説明する。デー
タパーティションを別に作成していなく
ても基本的な手順は同じだ。
　今回はWindows 7のパーティショ
ンを縮小し、未割り当て領域を作り出す。
Win dows 7から「ディスクの管理」を
開いて作業する。未割り当て領域の作成

はUbuntu上でも可能だが、無用のト
ラブルを回避するため、Windowsで
パーティションを作成しておくとよい。
　次にUbuntuのセットアップCDで
起動する。「Ubuntuをインストール」を
選び、「ディスク領域の割り当て」画面で

は「手動でパーティションを設定する」を
選択する。「他のOSと共存させて～」を
選びたくなるが、この項目は最大容量の
パーティションを縮小してUbuntuの
インストール先を作り出すものだ。今回
は未割り当て領域を作成してあるので、
「手動～」を選択して、既に作成した「空
き領域」（未割り当て領域）を選ぶ。
　Ubuntu用のパーティションを手動で
構成する場合、「パーティションを作成」画
面でUbuntu本体をインストールする領
域のほかに、スワップ専用のパーティシ
ョンを用意する必要がある。インストー
ル用の領域では「利用方法」に初期設定の
「ext4ジャーナリングファイルシステム」、

未割り当て領域を
作成してインストール

方法

1
Windowsの
システム領域にインストール

方法

2

①UbuntuのセットアップCDを作成

②未割り当て領域を作成

③UbuntuのCDで起動してインストール

①UbuntuのセットアップCDを
作成

②Windows上でUbuntuを
インストール

①UbuntuのセットアップCDを作成

Ubuntuを通常の方法でインストールするには、未割り当て領域が必要だ。Windows 7/Vistaの場
合、ストレージに空き容量があれば未割り当て領域を作成してインストールできる。パーティション
操作が面倒な場合は、Windows上で使うインストーラー「Wubi」を使って、未割り当て領域を作成
せずにインストールできる。

※ GRUB…GRand Uni� ed Bootloader

通常の追加インストール Wubiによる追加インストール
パーティション操作 必要 不要
マウント操作 必要 不要
Ubuntuの削除 面倒 簡単
性能 通常の性能 通常よりやや落ちる
起動時のOS選択メニュー GRUB＊ Windowsのブートマネージャー
データパーティションの指定 可 不可

Windowsのシステム領域に
インストールできる

Ubuntuがあると、
緊急時のファイル救出やシステム復旧に便利

方法

1
方法

2

Windows 7/Vistaなら
未割り当て領域を作れる

Ubuntuの通常インストールには、未割り当て領域が必要

文／松永 融
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セットアップCDの作成

ボリュームを縮小して空き領域を作る

方法
1-1

マウントポイントに「/」を選ぶ。スワップ
領域の容量は、搭載メモリーの1～2倍だ。
今回のマシンは2GBのメモリーを搭載し
ているので、4GBを設定した。
　後は、Ubuntu本体のインストール先
パーティションを選び「インストール」を
クリックすると、CDからファイルの転送
が始まる。その途中でロケールやキーボ
ードレイアウト、マシン名／ユーザー名
などの情報を入力する。メッセージに従
って再起動すると、OS選択の画面が現れ、
UbuntuかWindows 7を起動できる。

未割り当て領域無しで
Ubuntuを追加インストール

　ここまで紹介した方法では、パーテ
ィション操作が必要なため作業が煩雑
だ。ファイルシステムやマウントポイン
トなど、見慣れない用語も多い。また、
OS選択メニューにはWindowsの「ブ
ートマネージャー」ではなく、Linuxの
「GRUB」が組み込まれ、Windowsユ
ーザーは違和感があるかもしれない。
　そのようなときは、Ubuntu 8.04
以降に付属する「Wubi」（Windows-
based Ubuntu Installer)と呼ぶ特殊
なインストーラーを使うとよい。Wubi
を使えば、UbuntuをWindows用な
ど既存のパーティションにインストール
できる。Windowsのシングルブート
に戻すときも、Windows上でアンイ
ンストールするだけで済む。
　インストールするには、Windows
が起動している状態でUbuntuのセッ

トアップCDを挿入する。「wubi.exe
の実行」を選び、「Windows内にインス
トール」をクリックする。ユーザー名や
パスワードを入力して「インストール」を
選べばインストール作業が始まる。
　画面の指示に従い再起動すると、ブ
ートマネージャーが起動する。ここで
「Ubuntu」を選ぶと、更新ファイルやフ

リーソフトなどが自動的にダウンロード
され、Ubuntu本体もインストールされ
る。セットアップが完了したら、もう一
度再起動する。ブートマネージャーが表
示されるので、Windows 7を起動する
場合は、通常通り「Windows 7」を選ぶ。
Ubuntuを起動する場合は「Ubuntu」、
次のGRUBのメニューで

Cドライブを縮小して、Ubuntuのインスト
ール領域を作り出す。まずは、Cドライブを右
クリックして、「ボリュームの縮小」を選ぶ。

2-1

方法

1-2

Webブラウザーで日
本語版Ubuntuのダウ
ンロードサイト（http://
www.ubuntulinux.
jp/products/JA-
Localized/down
load）にアクセスして、
最新版ISOイメージを
ダウンロードする。

Windows 7の領域が縮小され、指定したサイズの未
割り当て領域ができた。

次の画面では、作り出す未割り当て領域のサイズ
を「縮小する領域領域サイズ」にMB単位で指定
する。ここでは20GBを指定する。

Ubuntuを追加インストールするマシンの
HDD構成。ここでは、Windows 7の領域を
縮小して、Ubuntu用の領域を作り出す。

右クリック

Windows 7 データ

システム予約領域

プライマリーパーティション

右クリック

①容量を指定

②クリック

20GBの容量が
空いた

ダウンロードしたら、700MBタイプのCD-Rに書き込む。Windows 7/
Vistaなら、ISOファイルを右クリックして「ディスクイメージの書き込み」
を選ぶ。Windows XPでは別途、書き込みソフトウエアを用意する必要
がある。
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Ubuntuを追加インストール
方法

1-3

UbuntuのCDか
ら起動すると、最初
のうちはこのような
画面が続くので、し
ばらく待つ。

Ubuntu本体用パーテ
ィションのサイズを入
力。「利用方法」は、初
期設定の「ext4ジャー
ナリングファイルシステ
ム」を、「マウントポイン
ト」には「/」を指定する。この画面が出たら、「Ubuntuの

インストール」をクリック。

「インストール中に～」と「このサードパーティ
ー～」のオプションは必須ではないが、チェッ
クしておいた方がよい。「進む」をクリック。

「手動で～」にチェックを入れ、先
に進める。

①チェックを付ける

③「ext4ジャーナリング
ファイルシステム」のまま

②容量を指定

④「/」を指定

作成した未割り当て領域を
選び、「追加」をクリック。

①クリック

②クリック

Ubuntu格納用のパーティション
が出来上がった。続いて、スワップ
用のパーティションを作成する。「空
き領域」を選び、「追加」をクリック。

セットアップが完了するとこの画面が出る。「今
すぐ再起動する」をクリックする。

この画面が表示されたら、CDを取り
出して［Enter］キーを押す。

起動時にはUbuntu用のOS選択メニューが
出る。一番上の「Ubuntu, with～」を選び、
［Enter］キーを押せばUbuntuが起動する。

パスワードを設定してい
る場合はログオン画面が
表示されるので、アカウ
ントをクリックしてパス
ワードを入力する。

未割り当て領域全域を指定し、「利用方法」には「ス
ワップ領域」を指定する。

ユーザー名とマシン名を入力する。必要に
応じてパスワードも入力する。同じパスワ
ードを「パスワードの入力」と「Con� rm 
your password」に入れる。

Ubuntuが起動し、
デスクトップ画面が
表示された。

スワップ用のパーティションもできた。先
に作ったUbuntu本体格納用パーティシ
ョンを選び、「インストール」をクリック。

①クリック
Ubuntu本体格納用

スワップ用

①クリック

②クリック
②クリック

ロケールとキーボー
ドレイアウトを指定
する。通常は初期設
定のままでOK。

①［↑］［↓］キーで選択

①クリック

③クリック

②［Enter］キーを押す

②パスワード
を入力

CDを取り出して［Enter］キーを押す
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メニューの表示時間を短縮する

「アプリケーション」
→「アクセサリ」→「端
末」→の順に選ぶ。

update-grubコマンドを入力して、左記の変更を反映させる。

「端末」が起動したら、「sudo gedit /etc/default/grub」と入力。パ
スワードを聞かれたら、現在のアカウントのパスワードを入力する。

「GRUB＿TIMEOUT」
に、メニューを表示した
い秒数を入力する。「1」
～「3」程度がよい。

「Ubuntu, Linux～」と順に選ぶ。
　この方式では、Ubuntuを起動する
際、起動メニューが2段階になる。そこで、
GRUBの表示時間を短く設定するとよ
い。1～3秒程度にしておけば、若干の

遅延だけで自動的にUbuntuが起動する。
必要があれば、ほかのメニュー項目も選
べる。具体的にはまずUbuntuから、「端
末」を起動する。画面の通りコマンドを
入力して設定ファイルの内容を表示させ、

7行目の「GRUB_TIMEOUT=10」の
「10」の部分を1～3程度に設定すればよ
い。ファイルを保存して終了したら、端
末の画面で「sudo update -grub」と
入力する。

「sudo gedit /etc/default/grub」と
入力して［Enter］キーを押す

「sudo update-grub」と
入力して［Enter］キーを押す

②クリック

③クリック

①メニューを表示したい秒数を入力

「Wubi」でWindowsのシステムドライブにインストール
方法

2-2

UbuntuのセットアップCDを挿
入すると、この画面が出る。「wubi.
exeの実行」をクリックする。

「すぐに再起動」を選
び、「完了」をクリック
して再起動する。

続いて「Windows
内にインストール」
をクリックする。

再起動後ブートマネー
ジャーが表示された
ら、「Ubuntu」を選ぶ。

ブートマネージャーで「Ubuntu」を選ぶと、このメニ
ューが表示される。さらに一番上の「Ubuntu, Linux 
2.6.35-22-generic」を選ぶとUbuntuが起動する。

インストール先を指
定し、必要な項目を
入力。「インストー
ル」を選ぶとインス
トールが始まる。

インストール
先を指定

ユーザー名と
パスワード
を入力
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