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Windows 版 VMware Horizon View Client の使用

本『Windws 版 VMware Horizon View Client の使用』ガイドは、データ センターで View デスクトップに接続するた
めに Microsoft Windows クライアント システムに VMware® Horizon View™ ソフトウェアをインストールして使用す
る情報を提供します。

本ドキュメントの情報には、Windows 版 Horizon View Client のインストールおよび使用のためのシステム要件および
説明が含まれます。

この情報は、デスクトップやノート PC などの Windows クライアント システムを含む Horizon View 導入設定を行う
必要がある管理者向けです。これらの情報は、仮想マシン テクノロジーおよびデータ センターの運用に精通している経
験豊富なシステム管理者向けに記述されています。
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Windows ベースの View Client のシステム
要件とセットアップ 1

View クライアント コンポーネントが動作しているシステムは、一定のハードウェアおよびソフトウェア要件を満たす必
要があります。

View 接続サーバに接続している場合、Windows システムの View Client は Microsoft Internet Explorer のインター
ネット設定を使用します。Internet Explorer 設定が正確で、Internet Explorer を介して View 接続サーバの URL にア
クセスできることを確認してください。

この章では次のトピックについて説明します。

n Windows クライアントのシステム要件 (P. 7)

n リアルタイム オーディオ ビデオのシステム要件 (P. 9)

n マルチメディア リダイレクト (MMR) の使用の要件 (P. 9)

n Flash URL リダイレクトの使用の要件 (P. 11)

n Horizon View Client で Microsoft Lync を使用するための要件 (P. 12)

n スマート カード認証の要件 (P. 13)

n View Portal のクライアント ブラウザ要件 (P. 14)

n サポートされているデスクトップのオペレーティング システム (P. 14)

n Horizon View Client 向けの View 接続サーバの準備 (P. 14)

n VMware が収集する Horizon View Client のデータ (P. 15)

Windows クライアントのシステム要件
Windows 版 Horizon View Client を、Microsoft Windows 8、 Windows 7、Vista、または XP オペレーティング シ
ステムを使用する PC またはノート PC にインストールできます。

Horizon View Client をインストールする PC またはノート PC とその周辺機器は、一定のシステム要件を満たしている
必要があります。

モデル 標準の x86 または x86 64 ビット互換のデスクトップまたはノートブック コンピュー
タ

メモリ 1GB 以上の RAM

オペレーティング システム
OS バージョン SP

Windows 8 または 8.1 32 ビットまたは 64 ビット 該当なし

Windows 7 32 ビットまたは 64 ビット なし、または SP1
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OS バージョン SP

Windows XP 32 ビット SP3

Windows Vista 32 ビット SP1 または SP2

Windows 7 および Windows Vista では、以下のエディションがサポートされます。
Home、Enterprise、Professional、Ultimate。Windows XP では、Home および
Professional エディションがサポートされています。

Windows 8 および 8.1 では、以下のエディションがサポートされます。Windows 8
または 8.1 Pro - デスクトップおよび Windows 8 または 8.1 Enterprise - デスクトッ
プ。

View 接続サーバ、セキュリ
ティ サーバ、および View
Agent

VMware View 4.6.x 以降の最新メンテナンス リリース

企業のファイアウォールの外部からクライアント システムが接続する場合には、セキュ
リティ サーバを使用することを推奨します。セキュリティ サーバでは、クライアント
システムで VPN 接続が必要にはなりません。

Horizon View 用の表示プロ
トコル

PCoIP または RDP

PCoIP のハードウェア要件 n SSE2 拡張命令に対応する x86 ベースのプロセッサ。800MHz 以上のプロセッサ
処理速度。

n さまざまなモニタ セットアップをサポートするための、システム要件を超える
RAM 空き容量。一般的な目安として次の式を使用してください。

20MB + (24 * (# monitors) * (monitor width) * (monitor 
height))

大まかな目安として、次の計算が使用できます。

1 台のモニタの場合：1600 x 1200:64MB
2 台のモニタの場合：1600 x 1200:128MB
3 台のモニタの場合：1600 x 1200:256MB

RDP のハードウェア要件 n SSE2 拡張命令に対応する x86 ベースのプロセッサ。800MHz 以上のプロセッサ
処理速度。

n 128MB RAM。

RDP のソフトウェア要件 n Windows XP および Windows XP Embedded システムの場合、Microsoft RDC
6.1 を使用します。

n Windows Vista には RDC 6.1 が含まれていますが、推奨されているのは RDC 7.1
です。

n Windows 7 の場合は、RDP 7.1 または 8.0 を使用します。Windows 7 には RDC
7 が含まれます。Windows 7 SP1 には RDC 7.1 が含まれます。

n Windows 8 の場合は、RDP 8.0 を使用します。Windows 8.1 の場合は、RDP
8.1 を使用します。

n Windows XP デスクトップ仮想マシンの場合は、Microsoft サポート技術情報
（KB）の記事 323497 および 884020 で示されている RDP パッチをインストー
ルする必要があります。RDP パッチをインストールしないと、Windows ソケット

の失敗エラー メッセージがクライアントで発生する場合があります。

Windows 版 VMware Horizon View Client の使用
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n View Agent インストーラによって、ホスト OS の現在の RDP ポート（通常は
3389）に合わせて受信 RDP 接続のローカル ファイアウォール ルールが構成され
ます。この RDP ポート番号を変更する場合は、関連するファイアウォール ルー
ルも変更する必要があります。

リモート デスクトップ クライアントのバージョンは、Microsoft ダウンロード セン
ターからダウンロードできます。

リアルタイム オーディオ ビデオのシステム要件
リアルタイム オーディオ ビデオは、標準的な webcam、USB オーディオ、およびアナログ オーディオ デバイス、そし
て Skype、WebEx、および Google Hangouts などの標準的な会議アプリケーションで動作します。リアルタイム オー
ディオ ビデオをサポートするには、Horizon View の展開が特定のソフトウェアおよびハードウェア要件を満たす必要が
あります。

Horizon View リモート デス
クトップ

デスクトップには View Agent 5.2 以降をインストールする必要があります。デスク
トップには対応する Remote Experience Agent もインストールする必要がありま
す。たとえば、View Agent 5.3 がインストールされている場合は、Remote
Experience Agent を Horizon View 5.3 Feature Pack 1 からインストールする必要
があります。VMware Horizon View については、『VMware Horizon View
機能パック インストールおよび管理ガイド』を参照してください。

Horizon View Client ソフト
ウェア

Windows 版 Horizon View Client 2.2 または以降のリリース

Horizon View Client コン
ピュータまたはクライアント

アクセス デバイス

n リアルタイム オーディオ ビデオは、Windows 版 Horizon View Client を実行
するすべてのオペレーティング システムでサポートされます。詳細については、
「Windows クライアントのシステム要件 (P. 7)」を参照してください。

n webcam およびオーディオ デバイス ドライバをインストールする必要があり、
webcam およびオーディオ デバイスがクライアント コンピュータで操作可能で
ある必要があります。リアルタイム オーディオ ビデオをサポートするために、
View Agent がインストールされているデスクトップ オペレーティング システム
にデバイス ドライバをインストールする必要はありません。

Horizon View 用の表示プロ
トコル

PCoIP

リアルタイム オーディオ ビデオは、RDP デスクトップ セッションでサポートされま
せん。

マルチメディア リダイレクト (MMR) の使用の要件
マルチメディア リダイレクト (MMR) では、マルチメディア ストリームがクライアント コンピュータに直接配信されます。

MMR を使用すると、クライアント システムでマルチメディア ストリームが処理（デコード）されます。クライアント
システムはメディア コンテンツを再生し、それによって ESXi ホストの要求を開放します。

MMR はオペレーティング システムごとに実装が異なるため、Windows 7 オペレーティング システムでのシステム要件
は Windows Vista やそれよりも前のオペレーティング システムの要件とは異なります。

重要   Windows 8 の View デスクトップは MMR をサポートしていません。これらの View エージェントの場合は、RDP
7 以降に含まれている Windows メディア リダイレクト機能を使用してください。

第 1 章 Windows ベースの View Client のシステム要件とセットアップ
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Windows 7 オペレーティング システムの MMR サポートと要件
MMR を Windows 7 の View デスクトップと Windows 7 または Windows 8 のクライアントで使用するには、サー
バ、仮想デスクトップ、およびクライアント コンピュータが一定のシステム要件を満たしている必要があります。

VMware ソフトウェアの要件 n Horizon View サーバおよびデスクトップが VMware Horizon View 5.3 以降の
リリースである必要があります。

n 仮想デスクトップに最新の Remote Experience Agent もインストールする必要
があります。VMware Horizon View 5.3 Feature Pack 1 については、『
VMware Horizon View 機能パック インストールおよび管理ガイド』を参照して
ください。

n View Client に Windows 版 VMware Horizon View Client 2.2 以降をインス
トールする必要があります。

n これ以外の必要な設定については、VMware Horizon View 5.3 Feature Pack 1
の『VMware Horizon View 機能パック インストールおよび管理ガイド』を参照
してください。

Horizon View デスクトツプ n デスクトップは、64 ビットまたは 32 ビットの Windows 7 オペレーティング シ
ステムで実行する必要があります。

n [3D レンダリング] はデスクトップ プールで有効にする必要があります。

n デスクトップ仮想マシンは、仮想ハードウェア バージョン 8 以降でなければなり
ません。

n ユーザーは Windows Media Player 12 以降でビデオを再生する必要があります。

View Client コンピュータま
たはクライアント アクセス デ
バイス

n クライアントは、64 ビットまたは 32 ビットの Windows 7 または Windows 8
オペレーティング システムで実行する必要があります。

n クライアントは、選択したビデオをデコードできる DirectX Video Acceleration
(DXVA) 互換のビデオ カードが必要です。

n Windows Media Player 12 以降をクライアントにインストールして、ローカル
ハードウェアにリダイレクトできるようにする必要があります。

サポートされるメディア

フォーマット

メディア フォーマットは、H.264 ビデオ圧縮規格に準拠する必要があります。M4V、
MP4、および MOV ファイル フォーマットがサポートされます。仮想デスクトップは、
これらのファイル フォーマットのいずれかを使用する必要があり、これらのフォーマッ
トのローカル デコーダがクライアント システムに存在する必要があります。

Windows Vista および Windows XP オペレーティング システムの MMR サポートと要件
MMR を Windows Vista および Windows XP の View デスクトップとクライアントで使用するには、サーバ、仮想デス
クトップ、およびクライアント コンピュータが一定のシステム要件を満たしている必要があります。

VMware ソフトウェアの要件 n VMware View 4.6.1 以降のサーバとデスクトップが必要です。

n View Client に Windows 版 View Client 4.6.1 以降をインストールする必要が
あります。

Horizon View デスクトツプ n デスクトップで 32 ビット版の Windows Vista または Windows XP オペレー
ティング システムが実行中である必要があります。

n ユーザーは Windows Media Player 10 以降でビデオを再生する必要があります。

Windows 版 VMware Horizon View Client の使用

10  VMware, Inc.



View Client コンピュータま
たはクライアント アクセス デ
バイス

n クライアントで 32 ビット版の Windows Vista、Windows XP、または Windows
XP Embedded オペレーティング システムが実行中である必要があります。

n Windows Media Player 10 以降をクライアントにインストールして、ローカル
ハードウェアにリダイレクトできるようにする必要があります。

n MMR が正しく動作するには、View Client のビデオ再生ハードウェアがオーバー
レイをサポートしている必要があります。

サポートされるメディア

フォーマット

MMR 機能はクライアント システムがサポートするメディア ファイル形式をサポート
するので、クライアントにローカル デコーダが存在する必要があります。ファイル形
式としては、MPEG2-1/MPEG-2/MPEG-4 Part 2、WMV 7/8/9、WMA、AVI、
ACE、MP3、WAV などが該当します。

注意   MMR ポートをファイアウォール ソフトウェアに例外として追加する必要があります。MMR のデフォルトのポー
トは 9427 です。

Flash URL リダイレクトの使用の要件
Adobe Media Server からクライアント エンドポイントに Flash コンテンツを直接ストリーミングするとデータセンター
ESXi ホストへの負荷が軽減され、データセンターを経由する余分なルーティングが不要になり、複数のクライアント エ
ンドポイントにライブ ビデオ イベントを同時にストリームするために必要となる帯域幅が削減されます。

Flash URL リダイレクト機能は、Web ページの管理者によって Web ページ内に組み込まれた JavaScript を使用しま
す。仮想デスクトップ ユーザーが Web ページ内に指定された URL リンクをクリックすると、JavaScript は、 ShockWave
ファイル (SWF) をインターセプトし、仮想デスクトップ セッションからクライアント エンドポイントにリダイレクトし
ます。エンドポイントは次に仮想デスクトップ セクションの外のローカル VMware Flash Projector を開き、メディア
ストリームをローカルで再生します。

この機能は VMware Horizon View Feature Pack の正しいバージョンと一緒に使用する場合に利用可能です。

n マルチキャストのサポートには、以下が必要です。 VMware Horizon View 5.2 Feature Pack 2 以降。

n ユニキャストのサポートには、VMware Horizon View 5.3 Feature Pack 1 以降が必要です。

この機能を使用するには、Web ページおよびクライアント デバイスをセットアップする必要があります。クライアント
システムは、一定のソフトウェア要件を満たす必要があります。

n マルチキャストをサポートするには、クライアント システムで Horizon View Client 5.4 または 2.2 以降を使用す
る必要があります。ユニキャストをサポートするには、クライアント システムで Horizon View Client 2.2 以降を
使用する必要があります。

n クライアント システムは、マルチキャストまたはユニキャストのストリーミングを開始する ShockWave ファイル
(SWF) をホストする Adobe Web サーバに IP 接続する必要があります。必要に応じて、クライアント デバイスが
このサーバにアクセスすることを許可するために適切なポートを開くためにファイアウォールを構成します。

n クライアント システムには、Internet Explorer (ActiveX を使用している) 用の Adobe Flash Player 10.1 以降が必
要です。

Flash URL リダイレクトの View デスクトップ要件のリスト、およびマルチキャストまたはユニキャストのストリームを
提供するために Web ページを構成する方法については、『VMware Horizon View 機能パック インストールおよび管理
ガイド』を参照してください。

第 1 章 Windows ベースの View Client のシステム要件とセットアップ
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Horizon View Client で Microsoft Lync を使用するための要件
Microsoft Lync 2013 クライアントを View デスクトップで使用して、Unified Communications (UC) VoIP (voice
over IP) および Lync が承認した USB オーディオおよびビデオ デバイスでビデオ チャット電話に参加できます。専用の
IP 電話が不要になります。

このアーキテクチャでは、View デスクトップに Microsoft Lync 2013 クライアントをインストールし、クライアント エ
ンドポイントに Microsoft Lync VDI プラグインをインストールする必要があります。顧客は Microsoft Lync 2013 クラ
イアントを使用して、プレゼンス、インスタント メッセージ、Web 会議、および Microsoft Office 機能を使用できます。

Lync VoIP またはビデオ チャットが行われると、Lync VDI プラグインはデータセンター サーバからクライアント エン
ドポイントにすべてのメディア処理をオフロードし、すべてのメディアを Lync で最適化されたオーディオおよびビデオ
codec にエンコードします。この最適化されたアーキテクチャは非常にスケーラブルで、低いネットワーク帯域幅を使用
し、非常に品質の高いリアルタイム VoIP およびビデオがサポートされたポイントツーポイントのメディア配信を提供し
ます。詳細については、

http://blogs.vmware.com/euc/2013/06/the-abcs-of-deploying-vmware-horizon-view-5-2-with-microsoft-
lync-2013.html のエンド ユーザー コンピューティング ブログのエントリを参照してください。

注意   オーディオ録音はサポートされません。この統合は、PCiIP 表示プロトコルでのみサポートされます。

この機能には次の要件があります。

オペレーティング システム n クライアント オペレーティング システム：32 または 64 ビットの Windows 7
SP1 または Windows 8

n 仮想マシン（エージェント）オペレーティング システム：32 または 64 ビットの
Windows 7 SP1

クライアント システム ソフト
ウェア

n Windows 7 クライアント システムの場合は Windows 版 Horizon View Client
5.3 以降、Windows 8 クライアント システムの場合は Horizon View Client 5.4
以降、または Windows 版 Horizon View Client 2.2 以降。

n Microsoft Lync VDI プラグインの 32 ビット バージョン

重要   Microsoft Office の 64 ビット バージョンは、クライアント マシンにイン
ストールする必要はありません。必要となる 32 ビット Microsoft Lync VDI プラ
グインは、64 ビット Microsoft Office 2013 と互換性はありません。

n Microsoft Lync Server 2013 展開中に生成されたセキュリティ証明書は、信頼さ
れたルート証明機関のディレクトリにインポートする必要があります。

View デスクトップ（エージェ
ント）ソフトウェア

n Horizon View Agent 5.2 以降

n Microsoft Lync 2013 クライアント

Horizon View 5.2 エージェントを使用する場合、Lync 2013 クライアントのビッ
ト レベルは、仮想マシン オペレーティング システムのビット レベルと一致する
必要があります。Horizon View 5.3 エージェントを使用する場合、Lync 2013
クライアントのビット レベルが仮想マシンのオペレーティング システムのビット
レベルと一致している必要はありません。

n Microsoft Lync Server 2013 展開中に生成されたセキュリティ証明書は、信頼さ
れたルート証明機関のディレクトリにインポートする必要があります

必要なサーバ n View 接続サーバ 5.2 以降を実行しているサーバ

n Microsoft Lync Server 2013 を実行しているサーバ

Windows 版 VMware Horizon View Client の使用
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n 仮想マシンをホストするための vSphere インフラストラクチャ

vCenter Server および ESXi ホストは、vSphere 5.0 以降を実行する必要があり
ます。

ハードウェア n 以前にリストした必要なソフトウェア コンポーネントのそれぞれをサポートする
ハードウェア

n クライアント エンドポイント：1.5GHz またはそれより高速の CPU および
Microsoft Lync 2013 プラグイン用に最小 2GB の RAM

スマート カード認証の要件
ユーザー認証にスマート カードを使用するクライアント システムは、特定の要件を満たす必要があります。

ユーザー認証にスマート カードを使用する各クライアント システムには、次のソフトウェアおよびハードウェアが必要
です。

n Horizon View Client

n Windows 互換のスマート カード リーダ

n スマート カード ミドルウェア

n 製品固有のアプリケーション ドライバ

また、製品固有のアプリケーション ドライバをリモート デスクトップにインストールする必要もあります。

Horizon View では、PKCS#11 または Microsoft CryptoAPI プロバイダを使用するスマート カードおよびスマート カー
ド リーダがサポートされています。必要に応じて、ActivIdentity ActivClient ソフトウェア スイートをインストールで
きます。このソフトウェアは、スマート カードと対話するためのツールを提供します。

スマート カードで認証を行うユーザーはスマート カードまたは USB スマート カード トークンを所有している必要があ
り、各スマート カードにはユーザー証明書が含まれる必要があります。

スマート カードに証明書をインストールするには、登録局として機能するようにコンピュータを設定する必要がありま
す。このコンピュータは、ユーザーにスマート カードを発行するための権限を持っている必要があり、証明書を発行する
ドメインのメンバーである必要があります。

重要   スマート カードを登録するときに、生成される証明書の鍵サイズを選択できます。ローカル デスクトップでスマー
ト カードを使用するには、スマートカードの登録時に 1024 ビットまたは 2048 ビットのキー サイズを選択する必要が
あります。512 ビットの鍵の証明書はサポートされていません。

Microsoft TechNet の Web サイトでは、Windows システム用にスマート カード認証を計画して実装する方法につい
ての詳細情報が提供されています。

Horizon View Client システムのこれらの要件を満たすことに加えて、他の Horizon View コンポーネントは、スマート
カードをサポートするための特定の構成要件を満たす必要があります。

n スマート カードの使用をサポートするための View server の構成についての詳細は、『VMware Horizon View 管理
ガイド』のトピック「スマート カード認証の構成」を参照してください。

n スマート カード認証のために Active Directory で実行する必要があるタスクについては、『VMware Horizon View
のインストール』マニュアルのスマート カード認証のための Active Directory の準備に関するトピックを参照して
ください。

第 1 章 Windows ベースの View Client のシステム要件とセットアップ
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View Portal のクライアント ブラウザ要件
クライアント システムから、ブラウザを開いて View 接続サーバ インスタンスをブラウズできます。表示される Web
ページは、Horizon View Client のインストーラ ファイルをダウンロードするリンクを含むポータルです。

ポータルを使用して Horizon View Client インストーラをダウンロードするには、次のいずれかの Web ブラウザが必要
です。

n Internet Explorer 8

n Internet Explorer 9

n Internet Explorer 10 (デスクトップ モードで Windows 8 システムから)

n Firefox 6 以降のリリース

n Safari 5 (Mac 版)

n Chrome 14 以降

管理者がサーバに VMware Horizon View HTML Access をインストールしている場合は、クライアント ソフトウェア
はインストールされず、ブラウザを使用して仮想デスクトップに接続するためのアイコンが表示されます。この

HTML Access 機能を使用するには、以下のバージョンのブラウザが必要です。

n Chrome 28 以降

n Internet Explorer 9 以降

n Safari 6 以降

n iOS 6 以降が実行されている iOS デバイスの Mobile Safari

n Firefox 21 以降

サポートされているデスクトップのオペレーティング システム
管理者は、ゲスト オペレーティング システムを使用して仮想マシンを作成し、そのゲスト オペレーティング システムに
View Agent をインストールします。エンド ユーザーは、クライアント デバイスからこれらの仮想マシンにログインで
きます。

サポートされているオペレーティング システムのリストについては、『Horizon View 4.6.x または 5.x インストール ガイ
ド』の「View Agent でサポートされているオペレーティング システム」 のトピックを参照してください。

Horizon View Client 向けの View 接続サーバの準備
エンド ユーザーがリモート デスクトップに接続できるようにするには、管理者が特定のタスクを実行する必要があります。

エンド ユーザーが View 接続サーバまたはセキュリティ サーバに接続して、リモート デスクトップにアクセスできるよ
うになるには、特定のプールの設定およびセキュリティの設定を構成する必要があります。

n VMware が推奨するようにセキュリティ サーバを使用している場合は、View 接続サーバ 4.6.x の最新メンテナンス
リリースと View セキュリティ サーバ 4.6.x 以降のリリースを使用していることを確認します。『
VMware Horizon View インストール ガイド』を参照してください。

n クライアント デバイスに安全なトンネル接続を使用する予定で、その安全な接続が View 接続サーバまたはセキュリ
ティ サーバの DNS ホスト名を使用して構成される場合には、この DNS 名がクライアント デバイスによって解決で
きることを確認します。

安全なトンネルを有効または無効にするには、View Administrator で [View 接続サーバ設定の編集] ダイアログ
ボックスに移動して、[デスクトップへの安全なトンネル接続を使用する] チェックボックスを使用します。

Windows 版 VMware Horizon View Client の使用
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n デスクトップ プールが作成済みであること、および使用する予定のユーザー アカウントにリモート デスクトップへ
のアクセス権が付与されていることを確認します。『VMware Horizon View 管理ガイド』のデスクトップ プールの
作成についてのトピックを参照してください。

n Horizon View Client で、RSA SecurID または RADIUS 認証などの 2 要素認証を使用するには、View 接続サーバ
でこの機能を有効にする必要があります。RADIUS 認証は、View 5.1 以降の View 接続サーバで使用できます。詳
細については、『VMware Horizon View 管理ガイド』の 2 要素認証についてのトピックを参照してください。

VMware が収集する Horizon View Client のデータ
所属する企業がカスタマー エクスペリエンス向上プログラムに参加している場合、VMware は Horizon View Client の
特定フィールドのデータを収集します。機密情報が含まれるフィールドは、匿名扱いとなります。

注意   この機能は、現在の Horizon View の配置が View 接続サーバ 5.1 以降を実装している場合に限り使用できます。
View Client 2.0 以降のクライアントの場合、クライアント情報が送信されます。

VMware は、クライアント上で情報を収集し、ハードウェアとソフトウェアの互換性を優先度付けします。社内の管理者
がカスタマー エクスペリエンス向上プログラムへの参加を決めた場合、VMware はお客様のご要望に対する VMware の
対応を改善する目的で、現在ご使用の配置に関する匿名データを収集します。企業が特定できるような情報は収集されま

せん。Horizon View Client の情報は最初に View 接続サーバに送信されてから、Horizon View サーバ、デスクトップ
プール、およびリモート デスクトップのデータと共に VMware に送られます。

情報は View 接続サーバへ送信される途中で暗号化されますが、クライアント システムの情報は暗号化なしで、ユーザー
固有のディレクトリ内に記録されます。この記録には、個人情報は含まれません。

VMware カスタマー エクスペリエンス向上プログラムに参加するには、View 接続サーバ をインストールする管理者が
View 接続サーバ インストール ウィザードを実行しているときに選択するか、インストール後に View Administrator で
オプションを設定します。

表 1‑1.  カスタマー エクスペリエンス向上プログラムに関して Horizon View Client から収集されるデータ

説明

このフィールドは匿名

になりますか？ 値の例

Horizon View Client アプリケーショ
ンのメーカー

いいえ VMware

製品名 いいえ VMware Horizon View Client

クライアント製品のバージョン いいえ この形式は <x.x.x-yyyyyy> です（<x.x.x> はクライアントのバー
ジョン番号、<yyyyyy> はビルド番号）。

クライアントのバイナリ アーキテクチャ いいえ 以下に例を挙げます。

n i386
n x86_64
n arm

クライアントのビルド名 いいえ 以下に例を挙げます。

n VMware-Horizon-View-Client-Win32-Windows
n VMware-Horizon-View-Client-Linux
n VMware-Horizon-View-Client-iOS
n VMware-Horizon-View-Client-Mac
n VMware-Horizon-View-Client-Android
n VMware-Horizon-View-Client-WinStore

ホスト OS いいえ 以下に例を挙げます。

n Windows 8.1
n Windows 7、64 ビット Service Pack 1 (Build 7601)
n iPhone OS 5.1.1 (9B206)
n Ubuntu 10.04.4 LTS
n Mac OS X 10.7.5 (11G63)

第 1 章 Windows ベースの View Client のシステム要件とセットアップ
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表 1‑1.  カスタマー エクスペリエンス向上プログラムに関して Horizon View Client から収集されるデータ (続き)

説明

このフィールドは匿名

になりますか？ 値の例

ホスト OS のカーネル いいえ 以下に例を挙げます。

n Windows 6.1.7601 SP1
n Darwin Kernel バージョン 11.0.0:Sun Apr 8 21:52:26 PDT

2012;root:xnu-1878.11.10~1/RELEASE_ARM_S5L8945X
n Darwin 11.4.2
n Linux 2.6.32-44-generic #98-Ubuntu SMP Mon Sep 24

17:27:10 UTC 2012
n 不明（Windows ストア版）

ホスト OS のアーキテクチャ いいえ 以下に例を挙げます。

n x86_64
n i386
n armv71
n ARM

ホスト システムのモデル いいえ 以下に例を挙げます。

n Dell Inc. OptiPlex 960
n iPad3,3
n MacBookPro8,2
n Dell Inc. Precision WorkStation T3400 (A04 03/21/2008)

ホスト システムの CPU いいえ 以下に例を挙げます。

n Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E8400 @ 3.00GH
n Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q6600 @ 2.40GH
n 不明 (iPad)

ホスト システムのプロセッサのコア数 いいえ 例： 4

ホスト システムのメモリ容量（MB） いいえ 以下に例を挙げます。

n 4096
n 不明（Windows ストア版）

Windows 版 VMware Horizon View Client の使用
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Windows 版 View Client のインストール 2
Windows ベースの View Client のインストーラは、VMware の Web サイトまたは View Portal から入手できます。
View Portal は、View 接続サーバによって提供される Web アクセス ページです。View Client をインストールした後、
エンド ユーザー用にさまざまな起動オプションを設定できます。

この章では次のトピックについて説明します。

n Windows 版 View Client のインストール (P. 17)

n View Portal で表示される View Client のダウンロード リンクの構成 (P. 18)

n View Client のサイレント インストール (P. 20)

Windows 版 View Client のインストール
エンド ユーザーは、View Client を開いてクライアント システムから仮想デスクトップに接続します。Windows ベース
のインストーラ ファイルを実行して、View Client のすべてのコンポーネントをインストールできます。

この手順では、対話型のインストール ウィザードを使用した View Client のインストールについて説明します。コマンド
ラインの Microsoft Windows Installer (MSI) のサイレント インストール機能を使用する場合は、「View Client をサイ
レント インストールする (P. 20)」を参照してください。

開始する前に

n クライアント システムがサポートされているオペレーティング システムを使用していることを確認します。「Windows
クライアントのシステム要件 (P. 7)」を参照してください。

n VMware Horizon View Client インストーラを含むダウンロード ページの URL を調べておきます。この URL は、
VMware Downloads ページ (http://www.vmware.com/go/viewclients)、または View 接続サーバ インスタン
スの URL である場合があります。

View 接続サーバの URL を参照すると、デフォルトでは、そのポータル ページのリンクは VMware Downloads
ページをポイントします。リンクを構成することで、異なる場所をポイントするようにできます。詳細については、

「View Portal で表示される View Client のダウンロード リンクの構成 (P. 18)」 を参照してください。ページの構
成方法によっては、VMware Horizon View HTML Access のリンクが表示されることもあります。HTML Access
では、クライアント ソフトウェアをインストールすることなく、ブラウザを使用して、仮想デスクトップに接続で
きます。VMware Horizon View Client は HTML Access クライアントよりも多くの機能を提供し、優れたパフォー
マンスを発揮するため、通常、このクライアント ソフトウェアをインストールすることを推奨します。

n クライアント システムに管理者としてログインできることを確認します。

n View Agent がインストールされていないことを確認します。
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n USB リダイレクトの前提条件：

n クライアント デバイスを使用するユーザーが仮想デスクトップからローカルに接続された USB デバイスにアク
セスできるようにするかどうかを決定します。アクセスできないようにする場合は、ウィザードで[USB リダイ
レクト]コンポーネントの選択をオフにするか、コンポーネントをインストールしてから GPO を使用して無効
にします。

[USB リダイレクト]コンポーネントを常にインストールし、GPO を使用して USB アクセスを制御することを
推奨します。この方法では、クライアントの USB リダイレクトを後で有効にすることになった場合にも、View
Client を再インストールする必要はありません。詳細については、『VMware Horizon View 管理者ガイド』の
構成ポリシーについての章の「View Client 構成 ADM テンプレート設定」を参照してください。

n インストールの前に、以下の点を確認します。 [USB リダイレクト] コンポーネントをインストールする場合は、
クライアント コンピュータで Windows の自動更新機能が無効になっていないことを確認します。

n エンド ユーザーが現在ログインしているユーザーとして View Client および仮想デスクトップにログインできる機
能を使用するかどうかを決定します。ユーザーがクライアント システムにログインするときに入力した認証情報が、
View 接続サーバ インスタンスに、そして最終的には仮想デスクトップに渡されます。一部のクライアント OS はこ
の機能をサポートしていません。

n View 接続サーバ インスタンスの完全修飾ドメイン名 (FQDN) をエンド ユーザーが入力する必要がないようにする
場合は、インストールの間に指定できるように FQDN を決定します。

手順

1 管理者権限を持つユーザーとしてクライアント システムにログインします。

2 クライアント システムで、インストーラ ファイルをダウンロードするための URL を参照します。

適切なインストーラ ファイルを選択します。<xxxxxx> はビルド番号、<y.y.y> はバージョン番号です。

オプション 操作

View Client を 64 ビット OS に VMware-Horizon-View-Client-x86_64-<y.y.y>-
<xxxxxx>.exe。<y.y.y> はバージョン番号で、<xxxxxx> はビルド番号です。

View Client を 32 ビット OS に VMware-Horizon-View-Client-x86-<y.y.y>-<xxxxxx>.exe。
<y.y.y> はバージョン番号で、<xxxxxx> はビルド番号です。

 

3 View Client のインストール プログラムを開始するには、インストーラ ファイルをダブルクリックします。

4 プロンプトに従って、必要なコンポーネントをインストールします。

VMware View Client サービスが Windows クライアント コンピュータにインストールされます。

View Client のプロセス名は vmware-view です。USB コンポーネントのサービス名は、VMware USB Arbitration
Service (VMUSBArbService) および VMware View USB (vmware-view-usbd) です。

次に進む前に

View Client を起動し、正しい仮想デスクトップにログインできることを確認します。「View デスクトップへのログイ
ン (P. 49)」を参照してください。

View Portal で表示される View Client のダウンロード リンクの構成
デフォルトでは、ブラウザを開いて View 接続サーバ インスタンスの URL を入力すると、Horizon View Client をダウ
ンロードするための VMware Download サイトへのリンクを含むポータル ページが表示されます。このデフォルトは変
更できます。

ポータル ページのデフォルトの Horizon View Client リンクを使用すれば、互換性のある最新の Horizon View Client
インストーラを確実にダウンロードできます。ただし、社内の Web サーバへのリンクを表示したり、特定のクライアン
ト バージョンを View 接続サーバで使用できるようにしたりしたい場合もあるでしょう。異なる URL をポイントするた
めにページを再構成できます。

Windows 版 VMware Horizon View Client の使用
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Mac OS X、Linux、および Windows のクライアント システムのリンクを作成すると、そのオペレーティング システム
の正しいリンクがポータル ページに表示されます。たとえば、Windows システムからポータル ページを参照すると、
Windows インストーラのリンクだけが表示されます。32 ビット版インストーラと 64 ビット版インストーラ用のリンク
は、個別に作成することができます。iOS や Android のシステムのリンクも作成できますが、これらのオペレーティン
グ システムは自動的には検出されないため、たとえば、iPad からポータル ページを参照すると、iOS と Android の両
方のリンクを作成した場合は、両方のリンクが表示されます。

重要   本トピックで説明したようにポータル ページのリンクをカスタマイズし、後でサーバに
VMware Horizon View HTML Access をインストールすると、カスタマイズしたポータル ページは、HTML Access
ページに置き換わります。そのページのカスタマイズの詳細については、VMware Horizon View HTML Accessの使用
を参照してください。

開始する前に

n ご使用の環境に適する Horizon View Client のタイプのインストーラ ファイルをダウンロードします。クライアン
ト ダウンロード ページの URL は https://www.vmware.com/go/viewclients です。

n どの HTTP サーバがインストーラ ファイルをホストするかを決定します。View 接続サーバ インスタンスまたは他
の HTTP サーバにファイルを置くことができます。

手順

1 インストーラ ファイルが置かれている HTTP サーバにインストーラ ファイル用のフォルダを作成します。

たとえば、デフォルト インストール ディレクトリで View 接続サーバ ホストの downloads フォルダにファイルを
配置するには、以下のパスを使用します。

C:\Program Files\VMware\VMware View\Server\broker\webapps\downloads

ファイルへのリンクは、以下のフォーマットの URL を使用します。https://<server-
name>/downloads/<client-installer-file-name>。たとえば、view.mycompany.com という名前の
サーバは、Windows 版 View Client で以下の URL を使用します。
https://view.mycompany.com/downloads/VMware-Horizon-View-Client.exe。この例では、

downloads という名前のフォルダは、ルート フォルダの webapps に置かれます。

2 インストーラ ファイルをこのフォルダにコピーします。

フォルダが View 接続サーバに置かれている場合、VMware View 接続サーバ サービスを再起動することなく、こ
のフォルダのファイルを置き換えることができます。

3 View 接続サーバ マシンでは、<install-path>\Server\Extras\PortalExamples に置かれている portal-
links.properties ファイルおよび portal.properties ファイルをコピーします。

4 portal フォルダを C:\ProgramData\VMware\VDM ディレクトリに作成し、portal-links.properties お
よび portal.properties ファイルを portal フォルダにコピーします。

5 C:\ProgramData\VMware\VDM\portal\portal-links.properties ファイルを編集して、インストーラ
ファイルの新しい場所をポイントします。

このファイルの行を編集して、さらにリンクを作成する必要がある場合はリンクを追加できます。行を削除すること

もできます。

以下の例は、Windows 版 View Client に 2 つのリンク、そして Linux 版 View Client に 2 つのリンクを作成する
ためのプロパティを示しています。

link.win=https://<varname id="VARNAME_B2B27F517DB04754B1CCF5F1411BA59E">server-
name</varname>/downloads/VMware-Horizon-View-Client-x86_64-<varname 
id="VARNAME_7CD50CBABC614BCD976B2575FEDEF1F2">y.y.y-XXXX</varname>.exe#win
link.win.1=https://<varname id="VARNAME_8243922EA8B44DC3A2E9A360C4DDC304">server-
name</varname>/downloads/VMware-Horizon-View-Client-<varname 
id="VARNAME_9D2A6519E01D4ADA9B701FDB8785B141">y.y.y-XXXX</varname>.exe#win
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link.linux=https://<varname id="VARNAME_C62EA29FFF1047D1A350C57AD8006223">server-
name</varname>/downloads/VMware-Horizon-View-Client-x86_64-<varname 
id="VARNAME_B664011E02154BBD9479411042551944">y.y.y-XXXX</varname>.rpm#linux
link.linux.1=https://<varname id="VARNAME_C498001B66334F39A59E2610D499EAA8">server-
name</varname>/downloads/VMware-Horizon-View-Client-<varname 
id="VARNAME_D5652EFD7B75490F873921D2AFF8D9B0">y.y.y-XXXX</varname>.tar.gz#linux

この例では、<y.y.y-XXXX> はバージョンとビルド番号を示します。行の最後の win テキストは、クライアントが
Windows オペレーティング システムを持つ場合にこのリンクがブラウザに表示される必要があることを示します。
Windows には win、Linux には linux、そして Mac OS X には mac を使用します。その他のオペレーティング
システムには unknown を使用します。

6 C:\ProgramData\VMware\VDM\portal\portal.properties ファイルを編集して、リンクで表示するテキ
ストを指定します。

これらの行は、# keys based on key names in portal-links.properties キーと呼ばれるファイルの
セクションに表示されます。

以下の例は、link.win および link.win.1 に指定されたリンクに対応するテキストを示します。

text.win=View Client for Windows 32 bit Client users
text.win.1=View Client for Windows 64 bit Client users

7 VMware View 接続サーバ サービスを再起動します。

View 接続サーバの URL をエンド ユーザーが入力すると、指定したテキストでリンクが表示されます。リンクは指定した
場所をポイントします。

View Client のサイレント インストール
コマンド ラインでインストーラのファイル名とインストール オプションを入力することにより、View Client のサイレン
ト インストールを実行できます。サイレント インストールを使うと、大規模なエンタープライズに View のコンポーネ
ントを効率よく展開できます。

View Client をサイレント インストールする
Microsoft Windows インストーラ（MSI）のサイレント インストール機能を使用して、複数の Windows コンピュータ
に View Client をインストールできます。サイレント インストールではコマンド ラインを使用するので、ウィザードの
プロンプトに応答する必要はありません。

開始する前に

n クライアント システムがサポートされているオペレーティング システムを使用していることを確認します。「Windows
クライアントのシステム要件 (P. 7)」を参照してください。

n クライアント システムに管理者としてログインできることを確認します。

n View Agent がインストールされていないことを確認します。

n エンド ユーザーが現在ログインしているユーザーとして View Client および仮想デスクトップにログインできる機
能を使用するかどうかを決定します。ユーザーがクライアント システムにログインするときに入力した認証情報が、
View 接続サーバ インスタンスに、そして最終的には仮想デスクトップに渡されます。一部のクライアント OS はこ
の機能をサポートしていません。

n MSI インストーラのコマンド ライン オプションを理解します。「Microsoft Windows インストーラ コマンド ライ
ン オプション (P. 22)」を参照してください。

n View Client で使用できるサイレント インストール（MSI）のプロパティについて理解します。「View Client のサ
イレント インストール プロパティ (P. 21)」を参照してください。
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n エンド ユーザーが仮想デスクトップからローカルに接続された USB デバイスにアクセスできるようにするかどうか
を決定します。許可しない場合は、MSI のプロパティ ADDLOCAL に許可する機能のリストを設定し、USB 機能は除
外します。詳細については、「View Client のサイレント インストール プロパティ (P. 21)」を参照してください。

n View 接続サーバ インスタンスの完全修飾ドメイン名 (FQDN) をエンド ユーザーが入力する必要がないようにする
場合は、インストールの間に指定できるように FQDN を決定します。

手順

1 クライアント システムでは、http://www.vmware.com/go/viewclients の VMware 製品ページから View Client
インストーラ ファイルをダウンロードします。

適切なインストーラ ファイルを選択します。<xxxxxx> はビルド番号、<y.y.y> はバージョン番号です。

オプション 操作

View Client を 64 ビット OS に VMware-Horizon-View-Client-x86_64-<y.y.y>-
<xxxxxx>.exe。<y.y.y> はバージョン番号で、<xxxxxx> はビルド番号です。

View Client を 32 ビット OS に VMware-Horizon-View-Client-x86-<y.y.y>-<xxxxxx>.exe。
<y.y.y> はバージョン番号で、<xxxxxx> はビルド番号です。

 

2 Windows クライアント コンピュータでコマンド プロンプトを開きます。

3 インストール コマンドを 1 行で入力します。

この例では、View Client をサイレント インストールします。VMware-Horizon-View-Client-x86-<y.y.y>-
<xxxxxx>.exe /s /v"/qn ADDLOCAL=Core"

注意   Core 機能は必須です。

次に進む前に

View Client を起動し、正しい仮想デスクトップにログインできることを確認します。「View デスクトップへのログイ
ン (P. 49)」を参照してください。

View Client のサイレント インストール プロパティ
コマンド ラインから View Client をサイレントでインストールする場合に特定のプロパティを含めることができます。
<PROPERTY>=<value> フォーマットを使用する必要があり、Microsoft Windows Installer (MSI) はプロパティと値を
解釈できます。

表 2‑1 は、コマンド ラインで使用できる View Client サイレント インストール プロパティを示しています。

表 2‑1.  View Client をサイレント インストールするための MSI プロパティ

MSI プロパティ 説明 デフォルト値

INSTALLDIR View Client ソフトウェアがインストールされるパスおよびフォルダ。
例：INSTALLDIR=""D:\abc\my folder""

パスを囲む二重引用符によって MSI インストーラにパスの有効部分と
してスペースを解釈することを許可します。

この MSI プロパティはオプションです。

%ProgramFiles
%\VMware\VMware
Horizon View Client

VDM_SERVER View Client ユーザーがデフォルトで接続する View 接続サーバ イン
スタンスの完全修飾ドメイン名 (FQDN)。このプロパティを構成する場
合、View Client ユーザーはこの FQDN を入力する必要はありません。
例：VDM_SERVER=cs1.companydomain.com

この MSI プロパティはオプションです。

なし

第 2 章 Windows 版 View Client のインストール

VMware, Inc.  21

http://www.vmware.com/go/viewclients


表 2‑1.  View Client をサイレント インストールするための MSI プロパティ (続き)

MSI プロパティ 説明 デフォルト値

DESKTOP_SHORTCUT View Client のデスクトップ ショートカット アイコンを構成します。
1 の値は、ショートカットをインストールします。0 の値は、ショート
カットをインストールしません。

この MSI プロパティはオプションです。

1

STARTMENU_SHORTCUT スタート メニューに View Client のショートカットを構成します。
1 の値は、ショートカットをインストールします。0 の値は、ショート
カットをインストールしません。

この MSI プロパティはオプションです。

1

サイレント インストール コマンドでは、MSI プロパティ ADDLOCAL= を使用して、View Client インストーラが構成す
る機能を指定できます。各サイレント インストール機能は、対話的なインストール中にユーザーが選択できるセットアッ
プ オプションに対応します。

表 2‑2 は、コマンド ラインでユーザーが入力できる View Client 機能と対応する対話的なインストール オプションを示
します。

表 2‑2.  View Client のサイレント インストールと対話的なカスタム セットアップ オプション

サイレント インストール機能 対話的なインストールのカスタム セットアップ オプション

Core
MSI プロパティ ADDLOCAL= で個別機能を指定する場合、Core
を含める必要があります。

なし。

対話的なインストール中にコアとなる View Client 機能がデフォル
トでインストールされます。

ThinPrint 仮想印刷

TSSO 現在ログインしている Windows ドメイン ユーザーとしてログイン
します。

USB USB リダイレクト

Microsoft Windows インストーラ コマンド ライン オプション
View コンポーネントのサイレント インストールを実行するには、Microsoft Windows インストーラ（MSI）のコマン
ドライン オプションおよびプロパティを使用する必要があります。View コンポーネントのインストーラは MSI プログラ
ムであり、MSI の標準機能を使用します。MSI コマンド ライン オプションを使用して、View コンポーネントをサイレン
ト アンインストールすることもできます。

MSI の詳細については、Microsoft の Web サイトを参照してください。MSI コマンド ライン オプションについては、
Microsoft Developer Network (MSDN) ライブラリの Web サイトを参照して、MSI コマンド ライン オプションを検
索してください。MSI コマンド ラインの使用方法を確認するには、View コンポーネント コンピュータでコマンド プロ
ンプトを開いて、msiexec /? と入力します。

View コンポーネントのインストーラをサイレントに実行するには、まずブートストラップ プログラムを無効にします。
このプログラムはインストーラを一時ディレクトリに展開し、対話型インストールを開始します。

表 2‑3 に、インストーラのブートストラップ プログラムを制御するコマンド ライン オプションを示します。
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表 2‑3.  View コンポーネントのブートストラップ プログラムのコマンドライン オプション

オプション 説明

/s ブートストラップのスプラッシュ画面と抽出ダイアログを無効にします。これによって、対

話的なダイアログは表示されません。

例：VMware-viewconnectionserver-<y.y.y>-<xxxxxx>.exe /s

/s オプションがサイレント インストールを実行するために必要です。例では、<xxxxxx>
はビルド番号、<y.y.y> はバージョン番号です。

/v" <MSI_command_line_options>" コマンド ラインで入力する二重引用符で囲んだ文字列を MSI のオプションのセットとして
解釈するようにインストーラに指示します。二重引用符でコマンド ライン入力を囲む必要
があります。/v の後とコマンド ラインの最後に二重引用符を配置します。

例：VMware-viewagent-<y.y.y>-
<xxxxxx>.exe /s /v"<command_line_options>"

スペースを含む文字列を解釈するように MSI インストーラに指示するには、その文字列を
2 組の二重引用符で囲みます。たとえば、スペースを含むインストール パス名で View コ
ンポーネントをインストールするとします。

例：VMware-viewconnectionserver-<y.y.y>-
<xxxxxx>.exe /s /v"<command_line_options>
INSTALLDIR=""d:\abc\my folder"""

この例では、MSI インストーラはインストール ディレクトリのパスをそのまま渡し、2 つ
のコマンドライン オプションとしての文字列の解釈を試行しません。コマンド ライン全体
を囲む二重引用符が末尾にあることに注意してください。

/v"<command_line_options>" オプションがサイレント インストールを実行する
ために必要です。

コマンド ライン オプションおよび MSI プロパティ値を MSI インストーラ msiexec.exe に渡すことによってサイレン
ト インストールの残りを制御します。MSI インストーラには、View コンポーネントのインストール コードが含まれてい
ます。このインストーラはコマンド ラインに入力された値およびオプションを使用して、View コンポーネントに固有の
インストールの選択内容およびセットアップ オプションを解釈します。

表 2‑4 に、MSI インストーラに渡されるコマンド ライン オプションおよび MSI プロパティ値を示します。

表 2‑4.  MSI コマンド ライン オプションおよび MSI プロパティ

MSI オプションまたはプロパティ 説明

/qn MSI インストーラにインストーラ ウィザード ページを表示しないように指示します。
たとえば、次のように View Agent のサイレント インストールを実行し、デフォル
トのセットアップ オプションおよび機能のみを使用するようにすることができます。
VMware-viewagent-<y.y.y>-<xxxxxx>.exe /s /v"/qn"

例では、<xxxxxx> はビルド番号、<y.y.y> はバージョン番号です。
その代わりに、/qb オプションを使用して、非対話的にウィザード ページを表示す
る自動インストールができます。インストールが進むとウィザード ページが表示され
ますが、それらに応答はできません。

/qn または /qb オプションがサイレント インストールを実行するために必要です。

INSTALLDIR （オプション）View コンポーネントの代替インストール パスを指定します。
<INSTALLDIR>=<path> という形式を使用してインストール パスを指定します。
View コンポーネントをデフォルト パスにインストールする場合は、この MSI プロパ
ティを無視してかまいません。
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表 2‑4.  MSI コマンド ライン オプションおよび MSI プロパティ (続き)

MSI オプションまたはプロパティ 説明

ADDLOCAL （オプション）インストールするコンポーネント固有の機能を決定します。対話型イン

ストールでは、選択できるカスタム セットアップ オプションが View インストーラに
よって表示されます。MSI プロパティ、ADDLOCAL により、これらのセットアップ
オプションをコマンド ラインで指定できます。
使用可能なカスタム セットアップ オプションをすべてインストールするには、
「ADDLOCAL=ALL」と入力します。

例：VMware-viewagent-<y.y.y>-<xxxxxx>.exe /s /v"/qn
ADDLOCAL=ALL"

MSI プロパティ、ADDLOCAL を使用しない場合、デフォルトのセットアップ オプ
ションがインストールされます。

個別のセットアップ オプションを指定するには、カンマで区切ったセットアップ オプ
ション名のリストを入力します。名前の間にスペースを使用しないでください。

<ADDLOCAL>=<value,value,value...> という形式を使用します。

たとえば、次のように View Agent を View Composer Agent および PCoIP 機能
とともにゲスト OS にインストールすることができます。
VMware-viewagent-<y.y.y>-<xxxxxx>.exe /s /v"/qn
ADDLOCAL=Core,SVIAgent,PCoIP"

注意   View Agent では、コア 機能が必要です。

LOGINASCURRENTUSER_DISPLAY （オプション）[現在のユーザーとしてログイン] チェック ボックスを
Horizon View Client 接続ダイアログ ボックスに表示するかどうかを指定します。
有効な値は 1（有効化）と 0（無効化）です。デフォルトは 1 です。1 を選択すると
チェック ボックスが表示され、ユーザーはオンまたはオフにしたり、デフォルト値を
上書きしたりできます。チェック ボックスを表示しない場合、ユーザーは
Horizon View Client の接続ダイアログ ボックスからデフォルト値を上書きできませ
ん。

LOGINASCURRENTUSER_DEFAULT （オプション） Horizon View Client 接続ダイアログ ボックスの [現在のユーザーと
してログイン] チェック ボックスのデフォルト値を指定します。有効な値は 1（有効
化）と 0（無効化）です。デフォルト値を設定しない場合は、チェック ボックスがオ
フになり、ユーザーは、リモート デスクトップにアクセスするまでに ID と認証情報
を何回も入力する必要があります。

[現在のユーザーとしてログイン] チェック ボックスをオンにすると、ユーザーがクラ
イアント システムにログインするときに入力した ID と認証情報が、View 接続サー
バ インスタンスに、そして最終的にはリモート デスクトップに渡されます。
このオプションを LOGINASCURRENTUSER_DISPLAY オプションと併用します。
例：LOGINASCURRENTUSER_DISPLAY=1
LOGINASCURRENTUSER_DEFAULT=1

ユーザーがコマンド ラインから Horizon View Client を実行し、
logInAsCurrentUser オプションを指定すると、この設定はその値によって上
書きされます。

REBOOT （オプション）REBOOT=ReallySuppress オプションを使用すると、システム
が再起動する前に、システム構成タスクを完了できます。

/l*v <log_file> （オプション）ログ情報を指定のログ ファイルに書き込みます。
例：/l*v ""%TEMP%\vmmsi.log""

この例は、対話的なインストール中に生成されたログに類似する詳細なログ ファイル
を生成します。

このオプションを使用して、インストールで一意的に適用するカスタム機能を記録で

きます。記録された情報を使用して、将来のサイレント インストールでインストール
機能を指定できます。

例: インストールの例

次の例では、<xxxxxx> はビルド番号、<y.y.y> はバージョン番号、<install_folder> はインストール フォルダー
へのパス、view.mycompany.com は仮想の View 接続サーバ インスタンスを表します。
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デフォルトのインストールの例:

VMware-Horizon-View-Client-x86_64-<varname 
id="varname_220C97F047DB49B58E53BC0BAAC63D17">y.y.y-xxxxxx</varname>.exe /s /v"/qn 
REBOOT=ReallySuppress INSTALLDIR=<varname 
id="varname_D2BEABF323394B30A00F658538C4D2EC">install_folder</varname> ADDLOCAL=ALL 
DESKTOP_SHORTCUT=1 STARTMENU_SHORTCUT=1 VDM_SERVER=view.mycompany.com /l*v "%TEMP
%\log.txt""

[現在のユーザーとしてログイン] 機能のインストールと構成の例:

VMware-Horizon-View-Client-x86_64-<varname 
id="varname_DE1FCD32D49F4502AAF60F3A7CF4EB02">y.y.y-xxxxxx</varname>.exe /s /v"/qn 
REBOOT=ReallySuppress INSTALLDIR=<varname 
id="varname_51FF0C65A92A4EA990A78AA4A0FDF435">install_folder</varname> ADDLOCAL=TSSO 
LOGINASCURRENTUSER_DISPLAY=1 LOGINASCURRENTUSER_DEFAULT=1 DESKTOP_SHORTCUT=1 
STARTMENU_SHORTCUT=1 VDM_SERVER=view.mycompany.com /l*v "%TEMP%\log.txt"" 
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エンド ユーザー向け Horizon View Client
の構成 3

Horizon View Client ではエンド ユーザー向けに、ログインとデスクトップでの選択を簡素化するための構成メカニズム
を複数提供し、セキュリティ ポリシーを実行するための構成メカニズムも提供しています。

次の表に、複数ある方法のいずれかで設定できる構成設定の一部を示します。その他の多くの構成設定では、特定のメカ

ニズムを使用する必要があります。たとえば、[トースト通知を無効にする] の設定を使用するには、[グループ ポリシー]
設定を使用する必要があります。

表 3‑1.  一般的な構成設定

設定 構成メカニズム

View 接続サーバ のアドレス URI、グループ ポリシー、コマンド ライン、Windows レジストリ

Active Directory ユーザー名 URI、グループ ポリシー、コマンド ライン、Windows レジストリ

現在のユーザーとしてログイン グループ ポリシー、コマンド ライン

ドメイン名 URI、グループ ポリシー、コマンド ライン、Windows レジストリ

デスクトップ表示名 URI、グループ ポリシー、コマンド ライン

ウィンドウ サイズ URI、グループ ポリシー、コマンド ライン

表示プロトコル URI、コマンド ライン

USB デバイスをリダイレクトするオプション URI、グループ ポリシー、コマンド ライン

証明書確認の構成 グループ ポリシー、Windows レジストリ

SSL プロトコルと暗号化アルゴリズムの構成 グループ ポリシー、Windows レジストリ

この章では次のトピックについて説明します。

n URI を使用した構成 Horizon View Client (P. 28)

n エンドユーザーの証明書確認の構成 (P. 32)

n グループ ポリシー テンプレートを使用した Windows 版 VMware Horizon View Client の構成 (P. 34)

n コマンドラインからの View Client の実行 (P. 45)

n Windows レジストリを使用した Horizon View Client の構成 (P. 48)
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URI を使用した構成 Horizon View Client
Uniform Resource Identifier (URI) を使用して作成できるリンク付きの Web ページや電子メールでは、エンド ユーザー
がクリックすると Horizon View Client が起動したり、View 接続サーバに接続したり、特定の構成オプションを持つ特
定のデスクトップを起動したりできます。

エンド ユーザー用の Web または電子メールのリンクを作成することで、リモート デスクトップへのログイン プロセス
を簡素化できます。部分的または以下のすべての情報を提供する URI を作成することでこれらのリンクを作成すれば、エ
ンド ユーザーは入力する必要がありません。

n View 接続サーバ のアドレス

n View 接続サーバ のポート番号

n Active Directory ユーザー名

n Active Directory ユーザー名と異なる場合、RADIUS または RSA SecurID ユーザー名

n ドメイン名

n デスクトップ表示名

n ウィンドウ サイズ

n セッションのリセット、ログオフ、開始を含むデスクトップ アクション

n 表示プロトコル

n USB デバイスをリダイレクトするオプション

重要   この機能を使用するには、Horizon View Client 2.0 以降が必要です。

URI を作成するには、Horizon View Client 固有のパスとクエリ部分と共に vmware-view URI スキーマを使用します。

注意   クライアント ソフトウェアが エンド ユーザーのクライアント コンピュータにすでにインストールされている場合
にのみ、URI を使用して Horizon View Client を起動することが可能です。

vmware-view URI を作成するための構文
構文には、vmware-view URI スキーム、デスクトップを指定するためのパス部分、そしてオプションでデスクトップの
アクションまたは構成オプションを指定するためのクエリが含まれます。

VMware Horizon View URI の仕様

以下の構文を使用して Horizon View Client を起動するための URI を作成します。

vmware-view://[<varname id="VARNAME_E0F8F9951BC4471D9871655A18782C9E">authority-
part</varname>][/<varname id="VARNAME_7B21DCA6CDE942BBB914ADD20452590B">path-
part</varname>][?<varname id="VARNAME_217F9AF17A3745369FD8E2154505D735">query-
part</varname>]

Windows 版 VMware Horizon View Client の使用
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必要となる唯一の要素は URI スキーム vmware-view です。一部のクライアント OS のバージョンによっては、スキー
マ名は大文字と小文字の区別があります。したがって、vmware-view を使用してください。

重要   すべての部分で、非 ASCII 文字は UTF-8 [STD63] に基づいて最初にエンコードされる必要があり、次に対応する
UTF-8 シーケンスの各オクテットは、URI 文字として表されるパーセントでエンコードされる必要があります。

ASCII 文字のエンコードについての詳細は、http://www.utf8-chartable.de/ の URL エンコーディング資料を参照して
ください。

<authority-part> サーバ アドレス、オプションでユーザー名、非デフォルト ポート番号、またはその両
方を指定します。サーバ名は、DNS 構文に一致する必要があります。

ユーザー名を指定するには、以下の構文を使用します:

user1@<varname 
id="VARNAME_640D14F5E64B44E189F204DC09A8248B">server-
address</varname>

ドメインが含まれる UPN アドレスを指定できません。ドメインを指定するには、URI
で domainName クエリ部分を使用できます。

ポート番号を指定するには、以下の構文を使用します:

<varname 
id="VARNAME_1BAB6153D2834B1490509093A1961D1F">server-
address</varname>:<varname 
id="VARNAME_2296A4E54893485C852FFE94067114D7">port-
number</varname>

<path-part> デスクトップを指定します。デスクトップ表示名を使用します。表示名にスペースが含

まれている場合、%20 エンコーディング機能を使用してスペースを表します。

<query-part> 使用するための設定オプション、または実行するデスクトップ アクションを指定しま
す。クエリは大文字と小文字の区別がありません。複数のクエリを使用するには、クエ

リの間にアンパサンド (&) を使用します。クエリが違いに競合する場合、リストの最後
のクエリが使用されます。次の構文を使用します:

<varname 
id="VARNAME_48A6B3A0E1184943BC1206017B78B9D5">query1</varname
>=<varname 
id="VARNAME_9B9916FF3D3540D4AA5622F9C828F072">value1</varname
>[&<varname 
id="VARNAME_6BCA2912EC454A5683D586754BF89DCE">query2</varname
>=<varname 
id="VARNAME_F698C39E83D34D639C943ACDF828BAFE">value2</varname
>...]

第 3 章 エンド ユーザー向け Horizon View Client の構成
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サポートされるクエリ

このトピックでは、このタイプの Horizon View Client でサポートされるクエリを示します。デスクトップ クライアン
トやモバイル クライアントなどの複数のクライアント タイプ用に URI を作成する場合は、クライアント システムの各タ
イプの『VMware Horizon View Client の使用』を参照してください。

操作 表 3‑2.  アクション クエリで使用できる値

値 説明

参照 指定したサーバにホストされている使用可能なデスクトップのリストを表示

します。このアクションを使用している場合、デスクトップを指定する必要

はありません。

スタート セッション 指定したデスクトップを起動します。アクション クエリが提供されず、デス
クトップ名が提供されなければ、スタート セッションがデフォルト アクション
となります。

リセット 指定したデスクトップをシャットダウンして再起動します。保存されてない

データは失われます。リモート デスクトップのリセットは、物理 PC のリ
セット ボタンを押すことに相当します。

ログオフ リモート デスクトップのゲスト OS からユーザーをログオフします。

connectUSBOnInsert USB デバイスを物理的に接続したときに、そのデバイスをフォアグラウンド デスク
トップに接続します。このクエリは、unattended クエリを指定している場合に暗黙
的に設定されます。このクエリを使用するには、action クエリを start-session
に設定する必要があります。さもないと、action クエリを持ちません。有効な値は、
yes および no です。構文の例は、connectUSBOnInsert=yes です。

connectUSBOnStartup すべての USB デバイスをクライアント システムに現在接続されているデスクトップに
リダイレクトします。このクエリは、unattended クエリを指定している場合に暗黙
的に設定されます。このクエリを使用するには、action クエリを start-session
に設定する必要があります。さもないと、action クエリを持ちません。有効な値は、
yes および no です。構文の例は、connectUSBOnStartup=yes です。

desktopLayout リモート デスクトップを表示するウィンドウのサイズを設定します。このクエリを使
用するには、action クエリを start-session に設定する必要があります。さもな
いと、action クエリを持ちません。

表 3‑3.  desktopLayout クエリの有効値

値 説明

fullscreen 1 台のモニタでフル スクリーン。これはデフォルトです。

multimonitor すべてのモニタでフル スクリーン。

windowLarge 大きなウィンドウ。

windowSmall 小さなウィンドウ。

<W>x<H> カスタム解像度で、幅と高さをピクセルで指定します。構文の例は、

desktopLayout=1280x800 です。

desktopProtocol 有効な値は、RDP および PCoIP です。たとえば、PCoIP を指定するには、
desktopProtocol=PCoIP 構文を使用します。

domainName リモート デスクトップに接続しているユーザーに関連付けられているドメイン。
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tokenUserName RSA または RADIUS ユーザー名を指定します。RSA または RADIUS ユーザー名が
Active Directory ユーザー名と異なる場合に限ってこのクエリを使用します。このク
エリを指定せず、RSA または RADIUS 認証が必要である場合、Windows ユーザー名
が使用されます。この構文は、tokenUserName=<name> です。

unattended サーバ接続をキオスク モードで作成します。このクエリを使用する場合、ユーザー情
報を指定しないでください。

vmware-view URI の例
vmware-view URI スキームでハイパーテキスト リンクまたはボタンを作成し、これらのリンクを電子メールまたは Web
ページに含めることができます。エンド ユーザーはこれらのリンクをクリックして、たとえば、指定した起動オプション
で特定のリモート デスクトップを起動できます。

URI 構文の例

各 URI の例に続いて、URI リンクをクリック後にエンド ユーザーに表示される事柄について説明します。

1 vmware-view://view.mycompany.com/Primary%20Desktop?action=start-session

Horizon View Client が起動され、view.mycompany.com サーバに接続されます。ログイン ボックスが表示さ
れ、ユーザー名、ドメイン名、およびパスワードをユーザーに求めます。ログインに成功すると、クライアントは

ディスプレイ名が [Primary Desktop（プライマリ デスクトップ）] として表示されるデスクトップに接続し、ユー
ザーはゲスト OS にログインされます。

注意   デフォルトの表示プロトコルおよびウィンドウ サイズが使用されます。デフォルトの表示プロトコルは PCoIP
です。デフォルトのウィンドウ サイズはフル スクリーンです。

2 vmware-view://view.mycompany.com:7555/Primary%20Desktop

この URI は前の例と同じ効果がありますが、View 接続サーバに 7555 の非デフォルト ポートを使用するところが異
なります（デフォルトのポートは 443 です）。デスクトップ ID が提供されるので、デスクトップは start-session
アクションが URI に含まれていない場合であっても起動されます。

3 vmware-view://fred@view.mycompany.com/Finance%20Desktop?desktopProtocol=PCoIP

Horizon View Client が起動され、view.mycompany.com サーバに接続されます。ログイン ボックスで、[ユー
ザー名] テキスト ボックスに [fred] という名前が入力されます。ユーザーはドメイン名とパスワードを入力する必要
があります。ログインに成功すると、クライアントはディスプレイ名が [Finance Desktop（ファイナンス デスク
トップ）] として表示されるデスクトップに接続し、ユーザーはゲスト OS にログインされます。PCoIP 表示プロト
コルを使用して接続します。

4 vmware-view://fred@view.mycompany.com/Finance%20Desktop?domainName=mycompany

Horizon View Client が起動され、view.mycompany.com サーバに接続されます。ログイン ボックスで、[ユー
ザー名] テキスト ボックスに [fred] という名前が入力され、[ドメイン] テキスト ボックスに [mycompany] が入力
されます。ユーザーはパスワードを入力する必要があるだけです。ログインに成功すると、クライアントはディスプ

レイ名が [Finance Desktop（ファイナンス デスクトップ）] として表示されるデスクトップに接続し、ユーザーは
ゲスト OS にログインされます。

5 vmware-view://view.mycompany.com/

Horizon View Client が起動され、view.mycompany.com サーバに接続するためのログイン画面が表示されます。

6 vmware-view://view.mycompany.com/Primary%20Desktop?action=reset
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Horizon View Client が起動され、view.mycompany.com サーバに接続されます。ログイン ボックスが表示さ
れ、ユーザー名、ドメイン名、およびパスワードをユーザーに求めます。ログインに成功すると、Horizon View Client
には、プライマリ デスクトップのリセット操作を確認するように指示するダイアログ ボックスが表示されます。ク
ライアントのタイプによっては、リセットが行われた後、リセットが成功したかどうかを示すメッセージがユーザー

に表示される場合があります。

注意   このアクションは、View 管理者がこの機能をエンド ユーザーに対して有効にしている場合にのみ可能です。

7 vmware-view://view.mycompany.com/Primary%20Desktop?action=start-
session&connectUSBOnStartup=true

この URI は最初の例と同じ効果があり、クライアント システムに接続しているすべての USB デバイスは、リモート
デスクトップにリダイレクトされます。

8 vmware-view://

Horizon View Client が起動され、View 接続サーバ インスタンスのアドレスを入力するページが表示されます。

HTML コードの例

URI を使用してハイパー リンクおよびボタンを作成し、電子メールまたは Web ページに含めることができます。以下の
例は、[Test Link（テスト リンク）] と言うハイパー リンクおよび [TestButton] と言うボタンのコードを記述するため
に最初の URI の例から URI を使用する方法を示します。

<html>
<body>

<a href="vmware-view://view.mycompany.com/Primary%20Desktop?action=start-
session">Test Link</a><br>

<form><input type="button" value="TestButton" onClick="window.location.href=
'vmware-view://view.mycompany.com/Primary%20Desktop?action=start-session'"></form> 
<br>

</body>
</html>

エンドユーザーの証明書確認の構成

管理者は、証明書検証モードを構成し、たとえば、完全な検証を常に実行するようにすることができます。

証明書確認は、View 接続サーバと Horizon View Client 間の SSL 接続に対して実行されます。管理者は、次のいずれか
の方法を使用するように検証モードを構成できます。

n エンド ユーザーに検証モードの選択を許可します。このリストのこれ以降では、3 つの検証モードを説明します。

n （検証なし）証明書確認は実行されません。

n （警告）自己署名証明書がサーバによって提示されると、エンド ユーザーに警告が通知されます。ユーザーは、この
タイプの接続を許可するかどうかを選択できます。

n （フル セキュリティ）フル検証が実行され、フル検証をパスしない接続は拒否されます。

実行される検証確認のタイプの詳細については、「Horizon View Client の証明書チェック モード (P. 33)」を参照して
ください。
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検証モードを設定するには、Client Configuration ADM テンプレート ファイルを使用します。
VMware Horizon View Client の構成 ADM テンプレート ファイル（vdm_client.adm）は、クライアント システム
上の（<install-directory>\VMware\VMware Horizon View Client\extras\）ディレクトリにインストー

ルされます。デフォルトの <install-directory> は C:\Program Files (x86) です。このテンプレートを使用
して GPO 設定を制御する方法については、「グループ ポリシー テンプレートを使用した Windows 版 VMware Horizon
View Client の構成 (P. 34)」 を参照してください。

注意   また、クライアント構成 ADM テンプレート ファイルを使用することで、暗号化 SSL 接続を確立する前に特定の暗
号化アルゴリズムとプロトコルの使用を制限することもできます。この設定の詳細については、「クライアント GPO のセ
キュリティ設定 (P. 36)」 を参照してください。

証明書の検証設定をグループ ポリシーとして構成しない場合は、クライアント コンピュータ上の次のレジストリ キーの
いずれかに CertCheckMode 値の名前を追加することで、証明書の検証を有効にすることもできます。

n 32 ビット Windows では:HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\VMware, Inc.\VMware
VDM\Client\Security

n 64 ビット Windows では:HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\VMware, Inc.\VMware VDM\Client\Security

レジストリ キーでは次の値を使用します。

n 0 は サーバ ID 証明書を確認しない を実装します。

n 1 は 信用できないサーバに接続する前に警告する を実装します。

n 2 は 信用できないサーバに接続しない を実装します。

グループ ポリシー設定とレジストリ キーの CertCheckMode 設定の両方を構成すると、グループ ポリシー設定の方がレ
ジストリ キーでの設定よりも優先されます。

Horizon View Client の証明書チェック モード
管理者は、またときにはエンド ユーザーは、サーバの証明書チェックが失敗した場合にクライアント接続を拒否するかど
うかを設定できます。

証明書確認は、View 接続サーバと Horizon View Client 間の SSL 接続に対して実行されます。証明書検査では、次のよ
うな検査が行われます。

n 証明書は失効しているか。

n 証明書の目的は、送信側の ID 検証やサーバ通信の暗号化以外にあるか。つまり、証明書のタイプは正しいか。

n 証明書は期限切れになっているか、また有効なのは未来のみか。つまり、証明書はコンピュータの時刻に応じて有効

になっているか。

n 証明書上の共通名は、それを送信するサーバのホスト名と一致しているか。ロード バランサが Horizon View Client
を、Horizon View Client に入力したホスト名と一致しない証明書を持つサーバにリダイレクトすると、不一致が発
生する可能性があります。クライアントにホスト名ではなく IP アドレスを入力した場合でも、不一致の原因となる
可能性があります。

n 不明なまたは信頼されていない証明機関（CA）によって署名された証明書か。自己署名された証明書は、信頼され
ていない CA の証明書タイプの 1 つです。

チェックをパスするには、証明書のトラスト チェーンが、デバイスのローカル証明書ストアでルートになっている
必要があります。

注意   ドメイン内のすべての Windows クライアント システムに自己署名付ルート証明書を配布する手順については、
『VMware Horizon View インストール』ドキュメントの「信用されるルート証明書機関を追加」トピックを参照してく
ださい。
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デスクトップへのログインに Horizon View Client を使用していて、管理者が許可している場合には、[SSL の構成] をク
リックすると証明書確認モードを設定できます。選択肢は次の 3 つです。

n [信頼が確認されていないサーバには絶対に接続しない]。証明書の確認に失敗した場合、クライアントはサーバに接
続できなくなります。失敗したチェックは、エラー メッセージに一覧表示されます。

n [信頼されていないサーバに接続する前に警告する]。サーバが自己署名証明書を使用していることが原因で、証明書
の確認に失敗した場合、[続行] をクリックして警告を無視することができます。自己署名証明書の場合、証明書名は
Horizon View Client に入力した View 接続サーバ名と一致する必要はありません。

証明書が期限切れの場合でも、警告を受信します。

n [サーバ ID 証明書を検証しない]。この設定は、証明書チェックは View によって一切実行されないことを意味します。

証明書確認モードが [警告] に設定されている場合でも、自己署名証明書を使用する View 接続サーバ インスタンスに接続
することができます。

後で管理者が信頼される証明機関からのセキュリティ証明書をインストールし、接続時のすべての証明書チェックにパス

するようになると、この信頼された接続はその特定のサーバに対して記録されます。その後、このサーバが自己署名証明

書を再び提示すると、接続は失敗します。特定のサーバが完全に検証可能な証明書を提示した後は、必ずその処理が行わ

れます。

重要   過去に SSL Cipher Suite Order グループ ポリシー設定を構成するなどして社内のクライアント システムを構成
し、GPO を介して特定の暗号を使用するようにした場合は、今後は Horizon View ADM テンプレート ファイルに含ま
れている Horizon View Client 2.3 グループ ポリシーのセキュリティ設定を使う必要があります。「クライアント GPO
のセキュリティ設定 (P. 36)」を参照してください。または、クライアントの SSLCipherList レジストリ設定を使用
できます。「Windows レジストリを使用した Horizon View Client の構成 (P. 48)」を参照してください。

グループ ポリシー テンプレートを使用した Windows 版
VMware Horizon View Client の構成

VMware Horizon View Client には、VMware Horizon View Client を構成するためのグループ ポリシー管理（ADM）
テンプレート ファイルが含まれています。この ADM テンプレート ファイル内のポリシー設定を Active Directory 内の
新しい GPO または既存の GPO に追加することで、リモート デスクトップ接続を最適化し、セキュリティ保護すること
ができます。

Horizon View ADM テンプレート ファイルには、コンピュータの構成とユーザーの構成の両方のグループ ポリシーが含
まれます。

n コンピュータの構成ポリシーは、ホストのクライアントを誰が実行しているかに関係なく、Horizon View Client に
適用するポリシーを設定します。

n ユーザーの構成ポリシーは、Horizon View Client を実行している全ユーザー、ならびに RDP 接続設定に適用する
Horizon View Client ポリシーを設定します。ユーザーの構成ポリシーは、対応するコンピュータの構成ポリシーよ
り優先されます。

Horizon View は、デスクトップの起動時とユーザーのログイン時にポリシーを適用します。

Horizon View Client の構成 ADM テンプレート ファイル（vdm_client.adm）は、クライアント システム上の
<install-directory>\VMware\VMware Horizon View Client\extras\ ディレクトリにインストールされま
す。デフォルトの <install-directory> は、64 ビット システムでは C:\Program Files (x86)、32 ビット シ
ステムでは C:\Program Files です。このファイルを Active Directory サーバにコピーし、グループ ポリシー管理エ
ディタを使用してこの管理テンプレートを追加する必要があります。手順については、『VMware Horizon View Client
の管理』ドキュメントの「GPO への View ADM テンプレートの追加」を参照してください。
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クライアント GPO のスクリプト定義設定
VMware Horizon View Client をコマンド ラインから実行する際に使用する多数の同じ設定に対し、ポリシーを設定す
ることができます。そのような設定には、デスクトップ サイズ、名前、ドメイン名などが含まれます。

次の表では、VMware Horizon View Client の構成 ADM テンプレート ファイルにおけるスクリプト定義設定について
説明します。このテンプレートには、各スクリプト定義の設定についてコンピュータの構成バージョンとユーザーの構成

バージョンが用意されています。ユーザーの構成設定は、対応するコンピュータの構成設定より優先されます。

表 3‑4.  VMware Horizon View Client の構成テンプレート:スクリプト定義

設定 説明

1 つの起動項目のみが許可されている場合に自動

的に接続

(Horizon View Client 2.3 以降）ユーザーがアクセスを許可されたデスクトップ
が 1 台だけの場合、そのデスクトップに自動的に接続されます。この設定により、
デスクトップを 1 台だけ含んだリストからデスクトップを選択する必要がなくなり
ます。

Connect all USB devices to the
desktop on launch（すべての USB デバイス

を起動時にデスクトップに接続する）

デスクトップの起動時に、クライアント システム上の使用可能なすべての USB デ
バイスをデスクトップに接続するかどうかを指定します。

Connect all USB devices to the
desktop when they are plugged in
（すべての USB デバイスをプラグインされたときにデス

クトップに接続する）

USB デバイスがクライアント システムにプラグインされたときに、それらの USB
デバイスをデスクトップに接続するかどうかを指定します。

DesktopLayout（デスクトップ レイアウト） リモート デスクトップにログインするときに表示される
VMware Horizon View Client ウィンドウのレイアウトを指定します。次から選
択できます。

n 全画面

n マルチ モニタ

n ウィンドウ - 大
n ウィンドウ - 小

この設定は、DesktopName to select（選択するデスクトップ名） 設定も設
定されている場合にのみ利用可能です。

DesktopName to select（選択するデスクトッ

プ名）

VMware Horizon View Client がログイン時に使用するデフォルト デスクトップ
を指定します。

Disable 3rd-party Terminal
Services plugins（サードパーティのターミナル

サービス プラグインを無効にする）

標準 RDP プラグインとしてインストールされているサードパーティ製ターミナル
サービス プラグインを VMware Horizon View Client でチェックするかどうかを
指定します。この設定を構成しない場合、サードパーティ製プラグインは

VMware Horizon View Client によってデフォルトでチェックされます。この設
定は、USB リダイレクトなど、Horizon View 固有のプラグインには影響しません。

Logon DomainName（ログオン ドメイン名） Horizon View Client がログイン時に使用する NetBIOS ドメインを指定します。

Logon Password（ログオン パスワード） Horizon View Client がログイン時に使用するパスワードを指定します。このパス
ワードは、Active Directory によってテキスト形式で格納されます。

Logon UserName（ログオン ユーザー名） Horizon View Client がログイン時に使用するユーザー名を指定します。

Server URL（サーバ URL） Horizon View Client がログイン時に使用する URL
（https://view1.example.com など）を指定します。

Suppress error messages（エラー メッセー

ジを表示しない）（完全にスクリプト化されている場合

のみ）

ログイン時に Horizon View Client によるエラー メッセージを非表示にするかど
うかを指定します。

この設定は、ログイン プロセスが完全にスクリプト化されている場合、たとえば、
必須のログイン情報がすべてポリシーによって事前に設定されている場合にのみ適

用されます。

不正なログイン情報のためログインに失敗した場合は、ユーザーに通知されず、

Horizon View Client のプロセスが終了します。
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クライアント GPO のセキュリティ設定
セキュリティ設定には、セキュリティ証明書、ログイン認証情報、およびシングル サインオン機能に関するオプションが
含まれています。

次の表では、Horizon View Client の構成 ADM テンプレート ファイルにおけるセキュリティ設定について説明します。
この表では、設定に含まれているのがコンピュータ構成とユーザー構成設定の両方か、コンピュータ構成設定のみかを示

しています。両タイプを含むセキュリティ設定の場合、ユーザー構成設定の方が、同等のコンピュータ構成設定よりも優

先されます。

表 3‑5.  Horizon View Client の構成テンプレート:セキュリティ設定

設定 説明

Allow command line
credentials（コマンド ラインの認証情

報を許可する）

（[コンピュータの構成] 設定）

Horizon View Client のコマンド ライン オプションでユーザー認証情報を指定できるかど
うかを指定します。この設定が有効になっている場合、ユーザーがコマンド ラインから
Horizon View Client を実行するときに smartCardPIN および password オプショ
ンを使用できません。

デフォルトでは、この設定は有効になっています。

Servers Trusted For
Delegation（委任に対して信頼される

サーバ）

（[コンピュータの構成] 設定）

ユーザーが [Log in as current user（現在のユーザーとしてログイン）] チェック ボック
スを選択すると渡されるユーザー ID と認証情報を受け付ける View 接続サーバ インスタン
スを指定します。View 接続サーバ インスタンスを指定しない場合は、すべての View 接続
サーバ インスタンスがこの情報を受け付けます。
View 接続サーバ インスタンスを追加するには、次のいずれかの形式を使用します。
n domain¥$
n system$@domain.com
n View 接続サーバ サービスのサービス プリンシパル名（SPN）
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表 3‑5.  Horizon View Client の構成テンプレート:セキュリティ設定 (続き)

設定 説明

Certificate verification
mode（証明書検証モード）

（[コンピュータの構成] 設定）

Horizon View Client で実行される証明書確認のレベルを構成します。次のいずれかのモー
ドを選択できます。

n No Security（セキュリティなし）：Horizon View は、証明書確認を実行しません。
n Warn But Allow（警告するが許可する）：次のようなサーバ証明書問題が発生し

た場合、警告が表示されますが、ユーザーは View 接続サーバに接続し続けることがで
きます。

n Horizon View で自己署名証明書が提供される。この場合、ユーザーが
Horizon View Client で指定した View 接続サーバ名と証明書名が一致しなくて
も、問題ありません。

n 展開内で構成された検証可能な証明書が、期限切れになったか、まだ有効になって

いない。

その他の証明書エラーの状態が発生すると、Horizon View でエラー ダイアログが表
示され、ユーザーは View 接続サーバに接続できません。

Warn But Allow（警告するが許可する） はデフォルト値です。
n Full Security（フル セキュリティ）：証明書に関する何らかのエラーが発生する

と、ユーザーは View 接続サーバに接続できなくなります。Horizon View で証明書エ
ラーが表示されます。

このグループ ポリシー設定が構成されると、ユーザーは選択した証明書検証モードを
Horizon View Client で確認できますが、設定を構成することはできません。ユーザー向
けの SSL 構成に関するダイアログ ボックスには、管理者が設定をロックしたことが表示さ
れます。

この設定が未構成か無効になっている場合、Horizon View Client ユーザーは証明書検証
モードを選択できます。

Horizon View Client サーバが Horizon View から提供された証明書の検証を実行できる
ようにするには、クライアントは View 接続サーバまたはセキュリティ サーバ ホストに対
して HTTPS 接続を行う必要があります。View 接続サーバまたはセキュリティ サーバ ホス
トに対する HTTP 接続を確立する中間デバイスに SSL をオフロードした場合、証明書確認
はサポートされません。

Windows クライアントの場合、この設定をグループ ポリシーとして構成したくないとき
は、クライアント コンピュータの次のレジストリ キーに CertCheckMode 値の名前を
追加することでも、証明書検証を有効にすることができます。

n 32 ビット Windows では:HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\VMware,
Inc.\VMware VDM\Client\Security

n 64 ビット Windows では:HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\VMware,
Inc.\VMware VDM\Client\Security

レジストリ キーでは次の値を使用します。
n 0 は、No Security（セキュリティなし） を実装します。
n 1 は、Warn But Allow（警告するが許可する） を実装します。
n 2 は、Full Security（フル セキュリティ） を実装します。

グループ ポリシー設定とレジストリ キーの CertCheckMode 設定の両方を構成すると、
グループ ポリシー設定の方がレジストリ キーでの設定よりも優先されます。

Default value of the 'Log in
as current user' checkbox
（[現在のユーザーとしてログイン] チェック

ボックスのデフォルト値）

（[コンピュータおよびユーザー構成] 設定）

Horizon View Client 接続ダイアログ ボックスの [現在のユーザーとしてログイン] チェッ
クボックスのデフォルトの値を指定します。

この設定により、Horizon View Client インストール中に指定したデフォルトの値が上書
きされます。

ユーザーがコマンド ラインから Horizon View Client を実行し、
logInAsCurrentUser オプションを指定すると、この設定はその値によって上書きさ
れます。

[現在のユーザーとしてログイン] チェック ボックスをオンにすると、ユーザーがクライア
ント システムにログインするときに入力した ID と認証情報が、View 接続サーバ インスタ
ンスに、そして最終的にはリモート デスクトップに渡されます。チェック ボックスをオフ
にすると、ユーザーはリモート デスクトップにアクセスするまでに ID と認証情報を何回も
入力する必要があります。

デフォルトでは、この設定は無効になっています。
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表 3‑5.  Horizon View Client の構成テンプレート:セキュリティ設定 (続き)

設定 説明

Display option to Log in as
current user（現在のユーザーとしてロ

グインするためのオプションを表示する）

（[コンピュータおよびユーザー構成] 設定）

★削除★ [現在のユーザーとしてログイン] チェックボックスを Horizon View Client 接続
ダイアログ ボックスに表示するかどうかを決定します。
チェック ボックスを表示すると、ユーザーはそれをオンまたはオフにして、デフォルト値
を上書きできます。チェック ボックスを表示しない場合、ユーザーは Horizon View Client
の接続ダイアログ ボックスからデフォルト値を上書きできません。
[現在のユーザーとしてログイン] チェックボックスのデフォルト値 のポリシー設定を使用するこ
とで、[現在のユーザーとしてログイン] チェック ボックスのデフォルト値を指定できます。
デフォルトでは、この設定は有効になっています。

Enable jump list integration
（ジャンプ リストの統合を有効にする）

（[コンピュータの構成] 設定）

Windows 7 以降のシステムのタスクバーにある Horizon View Client アイコンにジャン
プ リストを表示するかどうかを決定します。ユーザーはこのジャンプ リストを使用して、
最近使った View 接続サーバ インスタンスおよびリモート デスクトップに接続できます。
Horizon View Client が共有されている場合、最近使用したデスクトップの名前を他のユー
ザーに見られたくないことがあります。この設定を無効にすると、ジャンプ リストを非表
示にできます。

デフォルトでは、この設定は有効になっています。

SSL 暗号化フレームワーク チャネルを有効

にする

（[コンピュータおよびユーザー構成] 設定）

SSL を Horizon View 5.0 以前のデスクトップで有効にするかどうかを決定します。
Horizon View 5.0 以前では、ポート TCP 32111 経由でデスクトップに送信されるデータ
が暗号化されませんでした。

n [有効化]:SSL を有効にしますが、リモート デスクトップで SSL がサポートされていな
い場合は、非暗号化接続に戻ることを許可します。たとえば、Horizon View 5.0 以前
のデスクトップでは SSL がサポートされていません。[有効化] はデフォルトの設定です。

n [無効化]:SSL を無効にします。この設定は推奨されませんが、デバッグする場合、また
はチャネルがトンネリングされず、WAN アクセラレータ製品によって最適化される可
能性がある場合に便利なことがあります。

n [強制]:SSL を有効にし、SSL がサポートされていないデスクトップへの接続を拒否しま
す。

SSL プロトコルと暗号化アルゴリズムを構成

する

（[コンピュータおよびユーザー構成] 設定）

SSL 暗号化接続を確立する前に、特定の暗号化アルゴリズムとプロトコルの使用を制限する
暗号リストを構成します。暗号リストは、コロンで区切られた 1 つ以上の暗号文字列で構成
されています。

注意   すべての暗号文字列では、大文字と小文字が区別されます。
この機能を有効にする場合、デフォルト値は [SSLv3:TLSv1:TLSv1.1:AES:!
aNULL:@STRENGTH] です。
つまり、SSL v3.0、TLS v1.0、および TLS v1.1 が有効になります（SSL v2.0 と TLS v1.2
は無効）。

暗号化スイートは 128 ビットまたは 256 ビット AES を使用し、匿名 DH アルゴリズムを
削除して、現在の暗号リストを暗号化アルゴリズムのキー長の順にソートします。

構成の参照リンク:http://www.openssl.org/docs/apps/ciphers.html

Enable Single Sign-On for
smart card authentication（ス
マート カード認証のシングル サインオンを有

効にする）

（[コンピュータの構成] 設定）

スマート カード認証に対してシングル サインオンを有効にするかどうかを指定します。シ
ングル サインオンを有効にすると、Horizon View Client は、スマート カードの暗号化さ
れた PIN を、一時的なメモリに格納してから View 接続サーバに送信します。シングル サ
インオンを無効にすると、Horizon View Client でカスタム PIN ダイアログは表示されま
せん。

Ignore bad SSL certificate
date received from the
server（サーバから受信した不正な SSL
証明書日付を無視する ）

（[コンピュータの構成] 設定）

（View 4.6 以前のリリースのみ）無効なサーバ証明書の日付に関連するエラーを無視するか
どうかを指定します。これらのエラーは、サーバが日付の過ぎた証明書を送信した場合に発

生します。

Ignore certificate
revocation problems（証明書失効

の問題を無視する）

（[コンピュータの構成] 設定）

（View 4.6 以前のリリースのみ）失効したサーバ証明書に関連するエラーを無視するかどう
かを指定します。これらのエラーは、サーバが失効した証明書を送信した場合や、クライア

ントが証明書の失効ステータスを確認できない場合に発生します。

デフォルトでは、この設定は無効になっています。
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表 3‑5.  Horizon View Client の構成テンプレート:セキュリティ設定 (続き)

設定 説明

Ignore incorrect SSL
certificate common name （不正

な SSL 証明書の共通名（ホスト名フィール

ド）を無視する）

（[コンピュータの構成] 設定）

（View 4.6 以前のリリースのみ）正しくないサーバ証明書の共通名に関連するエラーを無視
するかどうかを指定します。これらのエラーは、証明書の共通名がそれを送信したサーバの

ホスト名と一致していない場合に発生します。

Ignore incorrect usage
problems（不正使用の問題を無視する）

（[コンピュータの構成] 設定）

（View 4.6 以前のリリースのみ）サーバ証明書の不適切な使用に関連するエラーを無視する
かどうかを指定します。これらのエラーは、サーバが送信者の ID の検証およびサーバ通信
の暗号化以外の目的で証明書を送信した場合に発生します。

Ignore unknown certificate
authority problems（不明な証明機

関の問題を無視する）

（[コンピュータの構成] 設定）

（View 4.6 以前のリリースのみ）サーバ証明書の不明な証明機関（CA）に関連するエラー
を無視するかどうかを指定します。これらのエラーは、サーバが信頼されないサード パー
ティの CA によって署名された証明書を送信した場合に発生します。

クライアント GPO の RDP 設定
Microsoft RDP 表示プロトコルを使用すると、オーディオ、プリンタ、ポート、その他のデバイスなどのリダイレクトと
いったオプションに対してグループ ポリシーを設定できます。

次の表では、Horizon View Client の構成 ADM テンプレート ファイルにおけるリモート デスクトップ プロトコル（RDP）
設定について説明します。RDP の設定はすべてユーザーの構成設定です。

表 3‑6.  Horizon View Client の構成管理テンプレート:RDP の設定

設定 説明

Audio redirection（オーディオの

リダイレクト）

リモート デスクトップで再生されるオーディオ情報をリダイレクトするかどうかを指定しま
す。次のいずれかの設定を選択します。

n [オーディオを無効にする]:オーディオが無効になります。
n [仮想マシンの再生（VoIP USB サポートで必要）]:オーディオがリモート デスクトップ内

で再生されます。この設定で、クライアントでサウンドを再生するには、共有 USB オー
ディオ デバイスが必要です。

n [クライアントにリダイレクト]:オーディオはクライアントにリダイレクトされます。これ
はデフォルトのモードです。

この設定は RDP オーディオにのみ適用されます。MMR 経由でリダイレクトされたオーディオ
がクライアントで再生されます。

Audio capture redirection
（オーディオ キャプチャのリダイレクト）

デフォルトのオーディオ入力デバイスをクライアントからリモート セッションにリダイレクト
するかどうかを指定します。この設定を有効にすると、クライアント上のオーディオ録音デバ

イスがリモート デスクトップに表示され、オーディオ入力を録音できるようになります。
デフォルトでは、この設定は無効になっています。

（<数値>） bpp ビットマップのビットマップ

キャッシュ ファイル サイズ（<単位>）
特定の bpp ビットマップ カラー設定で使用するビットマップ キャッシュのサイズを KB また
は MB 単位で指定します。
次の単位と bpp の組み合わせで、この設定の異なるバージョンが提供されています。
n KB/8 bpp
n MB/8 bpp
n MB/16 bpp
n MB/24 bpp
n MB/32 bpp

Bitmap caching/cache
persistence active（ビットマップ

のキャッシュ/キャッシュのデータ保全をアク

ティブ）

通常のビットマップ キャッシュを使用するかどうかを指定します（アクティブ）。通常のビッ
トマップ キャッシュを使用するとパフォーマンスが向上する可能性がありますが、追加のディ
スク領域が必要になります。
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表 3‑6.  Horizon View Client の構成管理テンプレート:RDP の設定 (続き)

設定 説明

Color Depth（色の深度） リモート デスクトップの色の深度を指定します。次のいずれかの設定を選択します。
n 8 ビット
n 15 ビット
n 16 ビット
n 24 ビット
n 32 ビット
24 ビットの Windows XP システムの場合、[コンピュータの構成] - [管理用テンプレート] -
[Windows コンポーネント] - [ターミナル サービス] で表示色の最大値を制限するポリシーを
有効にして、24 ビットに設定する必要があります。

Cursor shadow（カーソルのシャドウ） リモート デスクトップでカーソルの下にシャドウを表示するかどうかを指定します。

Desktop Background（デスクトップ

の背景）

クライアントがリモート デスクトップに接続したときに、デスクトップの背景を表示するかど
うかを指定します。

Desktop composition（デスクトッ

プ コンポジション）

（Windows Vista 以降）リモート デスクトップでデスクトップ コンポジションを有効にする
かどうかを指定します。

デスクトップ コンポジションを有効にすると、従来のバージョンの Microsoft Windows とは
異なる描画方法が採用され、各ウィンドウ上のコンテンツは直接画面やプライマリ ディスプレ
イ デバイスに描画されません。その代わりに、描画はビデオ メモリのオフスクリーン サーフェ
スにリダイレクトされ、その後、デスクトップ イメージにレンダリングされ、ディスプレイに
表示されます。

Enable compression（圧縮を有

効にする）

RDP データを圧縮するかどうかを指定します。デフォルトでは、この設定は有効になっていま
す。

Enable Credential
Security Service Provider
（認証情報セキュリティ サービス プロバイ

ダを有効にする）

リモート デスクトップ接続がネットワーク レベル認証（NLA）を使用するかどうかを指定しま
す。Windows Vista では、リモート デスクトップ接続にはデフォルトで NLA が必要です。
ゲスト OS でリモート デスクトップ接続に NLA が必要な場合は、この設定を有効にする必要
があります。有効にしないと、Horizon View Client はデスクトップに接続できません。
この設定を有効にするだけでなく、次の条件が満たされていることも確認する必要があります。

n クライアントとゲスト OS が両方とも NLA をサポートしている。
n View 接続サーバ インスタンスで直接クライアント接続が有効になっている。トンネル接

続は NLA ではサポートされていません。

Enable RDP Auto-Reconnect
（RDP の自動再接続を有効にする）

RDP プロトコル接続が失敗した後に RDP クライアント コンポーネントがリモート デスクトッ
プへの再接続を試みるかどうかを指定します。この設定は、View Administrator で [Use
secure tunnel connection to desktop（デスクトップへの安全なトンネル接続を使用する）]
オプションが有効になっている場合は無効です。デフォルトでは、この設定は無効になってい

ます。

注意   RDP の自動再接続は、View Agent バージョン 4.5 以降を実行しているデスクトップの
みでサポートされます。デスクトップに以前のバージョンの View Agent がインストールされ
ている場合は、一部の機能が動作しません。

Font smoothing（フォント スムージ

ング）

（Windows Vista 以降）リモート デスクトップでフォントにアンチエイリアシングを適用する
かどうかを指定します。

Menu and window animation
（メニューとウィンドウのアニメーション）

クライアントがリモート デスクトップに接続したときに、メニューとウィンドウのアニメー
ションを有効にするかどうかを指定します。

Redirect clipboard（クリップボー

ドをリダイレクト）

クライアントがリモート デスクトップに接続したときに、ローカル クリップボード情報をリダ
イレクトするかどうかを指定します。
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表 3‑6.  Horizon View Client の構成管理テンプレート:RDP の設定 (続き)

設定 説明

Redirect drives（ドライブをリダイ

レクト）

クライアントがリモート デスクトップに接続したときに、ローカル ディスク ドライブをリダ
イレクトするかどうかを指定します。デフォルトでは、ローカル ドライブはリダイレクトされ
ます。

この設定を有効にするか、または未構成のままにしておくと、リモート デスクトップ上のリダ
イレクトされたドライブ上のデータはクライアント コンピュータ上のドライブにコピーできま
す。リモート デスクトップからユーザーのクライアント コンピュータへのデータの受け渡しを
許可することが潜在的なセキュリティ リスクとなる展開では、この設定を無効にします。別の
アプローチとして、Microsoft Windows グループ ポリシー設定の Do not allow drive
redirection（ドライブのリダイレクトを許可しない） を有効にすることによってリモート デス
クトップ仮想マシンのフォルダ リダイレクトを無効にできます。
Redirect drives（ドライブをリダイレクト） 設定は RDP にのみ適用されます。

Redirect printers（プリンタをリダ
イレクト）

クライアントがリモート デスクトップに接続したときに、ローカル プリンタをリダイレクトす
るかどうかを指定します。

Redirect serial ports（シリア

ル ポートをリダイレクト）

クライアントがリモート デスクトップに接続したときに、ローカル COM ポートをリダイレク
トするかどうかを指定します。

Redirect smart cards（スマート

カードをリダイレクト）

クライアントがリモート デスクトップに接続したときに、ローカル スマート カードをリダイ
レクトするかどうかを指定します。

注意   この設定は RDP 接続と PCoIP 接続の両方に適用されます。

Redirect supported plug-
and-play devices（サポートされて

いるプラグアンドプレイ デバイスをリダイレ

クト）

クライアントがリモート デスクトップに接続したときに、ローカル プラグアンドプレイおよび
POS（販売時点情報管理）デバイスをリダイレクトするかどうかを指定します。この動作は、
Horizon View Agent の USB リダイレクト コンポーネントで管理されるリダイレクトとは異
なります。

Shadow bitmaps（ビットマップのシャ

ドウ）

ビットマップにシャドウを表示するかどうかを指定します。この設定は、フル スクリーン モー
ドでは無効です。

Show contents of window
while dragging（ドラッグ中にウィン

ドウの内容を表示）

ユーザーがフォルダを新しい場所までドラッグしたときに、フォルダの内容を表示するかどう

かを指定します。

Themes（テーマ） クライアントがリモート デスクトップに接続したときに、テーマを表示するかどうかを指定し
ます。

Windows key combination
redirection（Windows キーの組

み合わせのリダイレクション）

Windows キーの組み合わせを適用する場所を指定します。
この設定により、リモート仮想マシンにキーの組み合わせを送信したり、キーの組み合わせを

ローカルに適用することができます。

この設定が構成されない場合、キーの組み合わせはローカルに適用されます。

クライアント GPO の全般設定
設定には、プロキシ オプション、タイム ゾーンの転送、マルチメディアのアクセラレーションおよびその他の表示設定
が含まれます。

全般設定

次の表では、Horizon View Client の構成 ADM テンプレート ファイルにおける全般設定について説明します。一般設定
には、コンピュータの構成とユーザーの構成の両方の設定があります。ユーザーの構成設定は、対応するコンピュータの

構成設定より優先されます。
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表 3‑7.  Horizon View Client の構成テンプレート:全般設定

設定 説明

Always on top（常に最前面）

（[ユーザー構成] 設定）

Horizon View Client ウィンドウを常に最前面のウィンドウにするかどうかを決定します。
この設定を有効にすると、全画面表示の Horizon View Client ウィンドウが Windows タス
クバーによって隠れることがなくなります。デフォルトでは、この設定は有効になっています。

Determines if the VMware
View Client should use
proxy.pac file（VMware View
Client で proxy.pac ファイルを使

用するかどうかを指定する）

（[コンピュータの構成] 設定）

（View 4.6 以前のリリースのみ） Horizon View Client でプロキシ自動構成（PAC）ファイ
ルを使用するかどうかを決定します。この設定を有効にすると、Horizon View Client で PAC
ファイルが使用されます。

PAC ファイル（一般的なファイル名は proxy.pac）は、特定の URL または Web サイト
の要求に適したプロキシ サーバを Web ブラウザやその他のユーザー エージェントが検出す
るのに役立ちます。

マルチコアのマシンでこの設定を有効にすると、Horizon View Client でプロキシ サーバ情
報の検索のために使用されている WinINet アプリケーションがクラッシュする可能性があり
ます。マシン上でこの問題が発生する場合は、この設定を無効にしてください。

デフォルトでは、この設定は無効になっています。

注意   この設定は直接接続にのみ適用されます。トンネル接続には適用されません。

Disable time zone
forwarding（タイム ゾーンの転送を無

効にする）

（[コンピュータの構成] 設定）

リモート デスクトップおよび接続されたクライアント間のタイム ゾーンの同期を無効にする
かどうかを指定します。

Disable toast
notifications（トースト通知を無効

にする）

（[コンピュータおよびユーザー構成] 設定）

Horizon View Client からのトースト通知を無効にするかどうかを決定します。
画面の端にトースト通知を表示しないようにするには、この設定を有効にします。

注意   この設定を有効にすると、Session Timeout（セッション タイムアウト）機能がアク
ティブになったときに 5 分間の警告がユーザーに表示されません。

Don't check monitor
alignment on spanning（スパン

時にモニタ アライメントをチェックしない）

（[ユーザー構成] 設定）

デフォルトでは、画面を組み合わせたときに正確な長方形にならない場合、クライアント デ
スクトップは複数のモニタをスパンしません。この設定を有効にすると、デフォルトが上書き

されます。デフォルトでは、この設定は無効になっています。

Enable multi-media
acceleration（マルチメディアのアクセ

ラレーションを有効にする）

（[ユーザー構成] 設定）

クライアントでマルチメディア リダイレクト（MMR）を有効にするかどうかを指定します。
Horizon View Client のビデオ ディスプレイ ハードウェアでオーバーレイがサポートされて
いない場合は、MMR が正しく機能しません。

相対マウスを有効化

（[コンピュータおよびユーザー構成] 設定）

(Horizon View 5.2 以降のリリースのみ） PCoIP 表示ディスプレイを使用している場合に、
相対マウスを有効にします。相対マウスモードにより、特定のグラフィックス アプリケーショ
ンやゲームでマウスの動作が改善されます。リモート デスクトップで相対マウスがサポート
されていない場合、この設定は使用されません。デフォルトでは、この設定は無効になってい

ます。

Enable the shade（シェードを有効

にする）

（[ユーザー構成] 設定）

Horizon View Client ウィンドウの最上部にあるシェード メニュー バーを表示するかどうか
を指定します。デフォルトでは、この設定は有効になっています。

注意   キオスク モードでは、シェード メニュー バーがデフォルトで無効にされます。

Tunnel proxy bypass
address list（トンネル プロキシ バ
イパス アドレス リスト）

（[コンピュータの構成] 設定）

トンネル アドレスのリストを指定します。これらのアドレスにはプロキシ サーバは使用され
ません。複数のエントリを区切るにはセミコロン（;）を使用します。

URL for View Client online
help（View Client オンライン ヘル

プの URL）

（[コンピュータの構成] 設定）

Horizon View Client がヘルプ ページを取得できる代替 URL を指定します。この設定は、
インターネットにアクセスできないためにリモートでホストされているヘルプ システムを取
得できない環境で使用するためのものです。
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表 3‑7.  Horizon View Client の構成テンプレート:全般設定 (続き)

設定 説明

Pin the Shade（シェードを固定する）

（[ユーザー構成] 設定）

Horizon View Client ウィンドウの最上部にあるシェードの固定を有効にして、メニュー バー
の自動非表示が行われないようにするかどうかを指定します。シェードが無効になっている場

合、この設定の効果はありません。デフォルトでは、この設定は有効になっています。

Disable desktop disconnect
messages（デスクトップの切断メッセージ

を無効にする）

（[コンピュータおよびユーザー構成] 設定）

通常、デスクトップの切断時に表示されるメッセージを無効にするかどうかを指定します。こ

れらのメッセージはデフォルトで表示されます。

クライアント GPO の USB 設定
Horizon View Agent と Windows 版 Horizon View Client の両方で USB ポリシー設定を定義できます。
Horizon View Client は接続時に USB ポリシー設定を Horizon View Agent からダウンロードし、Horizon View Client
USB ポリシー設定と併用することで、ホスト マシンからのリダイレクトに利用できるデバイスを指定します。

次の表で、Horizon View Client の構成 ADM テンプレート ファイル内にある、複合 USB デバイスの分割に関する各ポ
リシー設定について説明します。設定は、コンピュータ レベルで適用されます。Horizon View Client は、コンピュータ
レベルで GPO から設定を優先的に読み取ります。GPO からの読み取りがない場合は、
HKLM\Software\Policies\VMware, Inc.\VMware VDM\Client\USB のレジストリから設定を読み取ります。
Horizon View でポリシーを適用してコンポジット USB デバイスを分割する方法については、『VMware Horizon View
管理ガイド』にあるポリシーを使った USB リダイレクトの制御に関するトピックを参照してください。

表 3‑8.  Horizon View Client の構成テンプレート:USB 分割設定

設定 プロパティ

Allow Auto Device
Splitting（自動デバイス分

割を許可する）

複合 USB デバイスの自動分割を許可します。
デフォルト値は未定義で、false と同じです。

Exclude Vid/Pid
Device From Split
（Vid/Pid デバイスを分割か

ら除外する）

ベンダーおよびプロダクト ID で指定された複合 USB デバイスは、分割対象から除外します。設定の形
式：vid-<xxx1>_pid-<yyy2>[;vid-<xxx2>_pid-<yyy2>]...

ID 番号は 16 進数で指定する必要があります。ID の個々の数字の位置にワイルドカード文字（*）を使
用できます。

例：vid-0781_pid-55**

デフォルト値は定義されていません。

Split Vid/Pid Device
（Vid/Pid デバイスを分割）

ベンダーおよびプロダクト ID で指定した複合 USB デバイスのコンポーネントを、別のデバイスとして
扱います。設定の形式：

vid-<xxxx>_pid-<yyyy>(exintf:<zz>[;exintf:<ww> ])

exintf というキーワードを使用すれば、インターフェイス番号を指定することで、コンポーネント
をリダイレクトから除外することができます。ID 番号は 16 進数で指定し、インターフェイス番号は先
行ゼロをすべて含む 10 進数で指定する必要があります。ID の個々の数字の位置にワイルドカード文字
（*）を使用できます。

例：vid-0781_pid-554c(exintf:01;exintf:02)

注意   明示的に除外しなかったコンポーネントは、Horizon View に自動的に含まれることはありませ
ん。これらのコンポーネントを含めるには、Include Vid/Pid Device（Vid/Pid デバイスを

含める） などのフィルタ ポリシーを指定する必要があります。

デフォルト値は定義されていません。

次の表で、Horizon View Client の構成 ADM テンプレート ファイル内にある、USB デバイスのフィルタリングに関す
る各ポリシー設定について説明します。設定は、コンピュータ レベルで適用されます。Horizon View Client は、コン
ピュータ レベルで GPO から設定を優先的に読み取ります。GPO からの読み取りがない場合は、
HKLM\Software\Policies\VMware, Inc.\VMware VDM\Client\USB のレジストリから設定を読み取ります。
Horizon View でポリシーを適用して USB デバイスをフィルタリングする方法については、『VMware Horizon View 管
理ガイド』にある、USB リダイレクトに対応するポリシー設定のフィルタ構成に関するトピックを参照してください。
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表 3‑9.  Horizon View Client の構成テンプレート:USB フィルタリング設定

設定 プロパティ

Allow Audio Input
Devices（オーディオ入力デバ

イスを許可する）

オーディオ入力デバイスのリダイレクトを許可します。

デフォルト値は定義されていませんが、これは true が設定されている場合に相当します。

Allow Audio Output
Devices（オーディオ出力デバ

イスを許可する）

オーディオ出力デバイスのリダイレクトを許可します。

デフォルト値は未定義で、false と同じです。

Allow HIDBootable
（HID 起動可能なデバイスを許

可する）

キーボートとマウス以外で、起動時に利用可能な入力デバイス（HID 起動可能なデバイス）のリダイレ
クトを許可します。

デフォルト値は定義されていませんが、これは true が設定されている場合に相当します。

Allow Device
Descriptor Failsafe
Behavior（デバイス記述子の

フェイルセーフ動作を許可する）

Horizon View Client で構成/デバイスの記述子を取得できない場合でも、デバイスのリダイレクトを
許可します。

config/desc が失敗してもデバイスを許可するには、IncludeVidPid または IncludePath な
どの Include フィルタにそれを含みます。
デフォルト値は未定義で、false と同じです。

Allow Other Input
Devices（その他の入力デバイ

スを許可する）

HID 起動可能なデバイスや統合型ポインティング デバイス付きキーボード以外の入力デバイスのリダイ
レクトを許可します。

デフォルト値は定義されていませんが、これは true が設定されている場合に相当します。

Allow Keyboard and
Mouse Devices（キーボード

およびマウス デバイスを許可する）

統合型ポインティング デバイス（マウス、トラックボール、タッチ パッドなど）付きキーボードのリ
ダイレクトを許可します。

デフォルト値は未定義で、false と同じです。

Allow Smart Cards（ス
マート カードを許可する）

スマート カード デバイスのリダイレクトを許可します。
デフォルト値は未定義で、false と同じです。

Allow Video Devices
（ビデオ デバイスを許可する）

ビデオ デバイスのリダイレクトを許可します。
デフォルト値は定義されていませんが、これは true が設定されている場合に相当します。

Disable Remote
Configuration（リモート構

成を無効にする）

USB デバイスのフィルタリングを実行するときは、View Agent 設定の使用を無効にします。
デフォルト値は未定義で、false と同じです。

Exclude All Devices
（すべてのデバイスを除外する）

リダイレクト対象からすべての USB デバイスを除外します。true に設定すると、その他のポリシー
設定を使用して、特定のデバイスまたはデバイス ファミリがリダイレクトされるようにすることができ
ます。false に設定すると、その他のポリシー設定を使用して、特定のデバイスまたはデバイス ファ
ミリがリダイレクトされるのを防止できます。

View Agent で Exclude All Devices の値を true に設定し、この設定が Horizon View Client
に渡されると、View Agent の設定によって Horizon View Client の設定はオーバーライドされます。
デフォルト値は未定義で、false と同じです。

Exclude Device
Family（デバイス ファミリを除

外する）

リダイレクト対象からデバイス ファミリを除外します。設定の形式：
<family_name_1>[;<family_name_2>]...

例：bluetooth;smart-card

自動デバイス分割を有効にした場合、Horizon View はコンポジット USB デバイスの各インターフェ
イスのデバイス ファミリを調べ、除外するインターフェイスを決定します。自動デバイス分割を無効に
した場合、Horizon View はコンポジット USB デバイス全体のデバイス ファミリを調べます。
デフォルト値は定義されていません。

Exclude Vid/Pid
Device（Vid/Pid デバイス

を除外する）

指定したベンダーとプロダクト ID のデバイスを、リダイレクト対象から除外します。設定の形式：
vid-<xxx1>_pid-<yyy2>[;vid-<xxx2>_pid-<yyy2>]...

ID 番号は 16 進数で指定する必要があります。ID の個々の数字の位置にワイルドカード文字（*）を使
用できます。

例：vid-0781_pid-****;vid-0561_pid-554c

デフォルト値は定義されていません。
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表 3‑9.  Horizon View Client の構成テンプレート:USB フィルタリング設定 (続き)

設定 プロパティ

Exclude Path（パスを除外

する）

特定のハブまたはポートのパスにあるデバイスをリダイレクト対象から除外します。設定の形式： bus-
<x1>[/<y1>].../port-<z1>[;bus-<x2>[/<y2>].../port-<z2>]...

バスやポート番号は 16 進数で指定する必要があります。パスにワイルドカード文字を使用することは
できません。

例：bus-1/2/3_port-02;bus-1/1/1/4_port-ff

デフォルト値は定義されていません。

Include Device
Family（デバイス ファミリを含

める）

デバイス ファミリをリダイレクト対象に含めます。設定の形式：
<family_name_1>[;<family_name_2>]...

例：ストレージ

デフォルト値は定義されていません。

Include Path（パスを含め

る）

特定のハブやポートのパスにあるデバイスをリダイレクト対象に含めます。設定の形式：bus-
<x1>[/<y1>].../port-<z1>[;bus-<x2>[/<y2>].../port-<z2>]...

バスやポート番号は 16 進数で指定する必要があります。パスにワイルドカード文字を使用することは
できません。

例：bus-1/2_port-02;bus-1/7/1/4_port-0f

デフォルト値は定義されていません。

Include Vid/Pid
Device（Vid/Pid デバイス

を含める）

指定したベンダーとプロダクト ID のデバイスを、リダイレクト対象に含めます。設定の形式：vid-
<xxx1>_pid-<yyy2>[;vid-<xxx2>_pid-<yyy2>]...

ID 番号は 16 進数で指定する必要があります。ID の個々の数字の位置にワイルドカード文字（*）を使
用できます。

例：vid-0561_pid-554c

デフォルト値は定義されていません。

コマンドラインからの View Client の実行
Windwos 版 View Client をコマンド ラインまたはスクリプトから実行できます。これが必要になるのは、エンド ユー
ザーがデスクトップ アプリケーションにアクセスできるようにするキオスク ベースのアプリケーションを実装する場合
です。

vmware-view.exe コマンドを使用してコマンド ラインから Windows 版 View Client を実行します。コマンドには、
View Client の動作を変更するために指定できるオプションが含まれます。

Horizon View Client のコマンドの使用方法
vmware-view コマンドの構文によって、Horizon View Client の動作が制御されます。

Windows コマンド プロンプトで、次の形式の vmware-view コマンドを使用します。

                <cmdname id="CMDNAME_6B817C59FA9D4EA7BC789DC30C022258">vmware-
view</cmdname> [<varname 
id="VARNAME_DE8697255C5D4E68B4ED9BA9BF3DAE0D">command_line_option</varname> [<varname 
id="VARNAME_8BE22B262785472C982FBF41DCA364E7">argument</varname>]] ...

vmware-view コマンドの実行ファイルへのデフォルト パスは、お使いのシステムによって異なります。

n 32 ビット システムでのパスは C:\Program Files\VMware\VMware Horizon View Client\ です。

n 64 ビット システムでのパスは C:\Program Files (x86)\VMware\VMware Horizon View Client\ です。

このパスを <PATH> 環境変数に追加しておくと便利です。

次の表に、vmware-view コマンドと併用できるコマンド ライン オプションを示します。
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表 3‑10.  Horizon View Client のコマンド ライン オプション

オプション 説明

/? コマンド オプションの一覧を表示します。

-connectUSBOnStartup true に設定している場合、現在ホストに接続しているすべての USB デバイスをデスク
トップにリダイレクトします。-unattended オプションを指定すると、このオプショ
ンが暗黙のうちに設定されます。デフォルトは、false です。

-connectUSBOnInsert true に設定している場合、USB デバイスを物理的に接続したときに、そのデバイスを
フォアグラウンド デスクトップに接続します。-unattended オプションを指定する
と、このオプションが暗黙のうちに設定されます。デフォルトは、false です。

-desktopLayout <window_size> デスクトップのウィンドウの表示方法を指定します。

fullscreen フル スクリーン表示

multimonitor 複数モニタ表示

windowLarge 大きいウィンドウ

windowSmall 小さいウィンドウ

-desktopName <desktop_name> [Select Desktop（デスクトップの選択）] ダイアログ ボックスに表示されるデスクトッ
プの名前を指定します。これは、デスクトップの選択ダイアログで表示される名前です。

-desktopProtocol <protocol> 使用するデスクトップ プロトコルとして [Select Desktop（デスクトップの選択）] ダ
イアログ ボックスに表示されるものを指定します。プロトコルは、PCOIP または RDP
です。

-domainName <domain_name> エンド ユーザーが Horizon View Client にログインするために使用するドメインを指定
します。

-file <file_path> 追加のコマンド オプションおよび引数を記述した構成ファイルのパスを指定します。
「View Client の構成ファイル (P. 47)」を参照してください。

-h ヘルプ オプションを表示します。

-languageId <Locale_ID> Horizon View Client をさまざまな言語で使用するための各国語化サポートを提供しま
す。リソース ライブラリが利用可能な場合は、使用するロケール ID（LCID）を指定し
ます。英語（米国）の場合は、値 0x409 を入力します。

-logInAsCurrentUser true に設定している場合、クライアント システムにログインするときにエンド ユー
ザーが入力する資格情報を使用して View 接続サーバ インスタンスにログインし、最終
的に View デスクトップにログインします。デフォルトは、false です。

-nonInteractive Horizon View Client をスクリプトから起動するときにエラー メッセージ ボックスを非
表示にします。-unattended オプションを指定すると、このオプションが暗黙のう
ちに設定されます。

-noVMwareAddins 仮想印刷などの VMware 固有の仮想チャネルのロードを防止します。

-password <password> エンド ユーザーが Horizon View Client にログインするために使用するパスワードを指
定します。キオスク モードのクライアントでパスワードを自動生成する場合は、このオ
プションを指定する必要はありません。

-printEnvironmentInfo クライアント デバイスの IP アドレス、MAC アドレス、およびマシン名を表示します。

-serverURL <connection_server> View 接続サーバ インスタンスの URL、IP アドレス、または FQDN を指定します。

-SingleAutoConnect (Horizon View Client 2.3 以降）ユーザーが 1 台のみのリモート デスクトップへのアク
セス権を持ち、ユーザーがサーバーに認証された後、デスクトップが自動的に接続され、

ユーザーのログインを行うかどうかを指定します。ユーザーはこの設定により、1 台のデ
スクトップのみを含むリストからデスクトップを選択する必要がなくなります。

-smartCardPIN <PIN> エンド ユーザーがスマート カードを挿入してログインするときの PIN を指定します。
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表 3‑10.  Horizon View Client のコマンド ライン オプション (続き)

オプション 説明

-standalone 後方互換性の目的のためにサポートされます。これは、このクライアントのデフォルト

動作です。-standalone の指定は不要です。同じまたは異なる View 接続サーバに
接続できる Horizon View Client の 2 つ目のインスタンスを起動します。
同じサーバまたは異なるサーバへの複数のデスクトップの接続では、セキュア トンネル
の使用はサポートされます。

注意   第二のデスクトップ接続では、USB デバイス、スマート カード、プリンタ、およ
び複数のモニタなどのローカル ハードウェアへのアクセスはできません。

-unattended キオスク モードのクライアントに適した非対話式モードで Horizon View Client を実行
します。次の値も指定する必要があります。

n クライアント デバイスの MAC アドレスからアカウント名を生成しなかった場合は、
クライアントのアカウント名。名前は、文字列「custom-」、または ADAM で定義
した別のプレフィックス文字列で始まる必要があります。

n パスワードを自動生成しないようにクライアントのアカウントを設定した場合は、

クライアントのパスワード。

-unattended オプション
は、-nonInteractive、-connectUSBOnStartup、
-connectUSBOnInsert および -desktopLayout multimonitor オプ
ションを暗黙的に設定します。

-userName <user_name> エンド ユーザーが Horizon View Client にログインするために使用するアカウント名を
指定します。キオスク モードのクライアントでクライアント デバイスの MAC アドレス
からアカウント名を生成する場合は、このオプションを指定する必要はありません。

コマンド ラインまたは構成ファイルで指定するオプションは定義済みのグローバル システム ポリシーよりも優先され、
定義済みのグローバル システム ポリシーはユーザー ポリシーよりも優先されます。

-file、-languageId、-printEnvironmentInfo、-smartCardPIN、および -unattended を除くす
べてのオプションを Active Directory グループ ポリシーによって指定できます。

View Client の構成ファイル
構成ファイルから View Client のコマンド ライン オプションを読み取ることができます。

vmware-view コマンドの -file<file_path> オプションに引数として構成ファイルのパスを指定できます。 ファイル
は Unicode (UTF-16) または ASCII テキスト ファイルである必要があります。

例: 非対話的アプリケーション用の構成ファイルの例

以下の例は、非対話的アプリケーション用の構成ファイルの内容を示します。

-serverURL https://view.yourcompany.com
-userName autouser
-password auto123
-domainName companydomain
-desktopName autodesktop
-nonInteractive

例: キオスク モードのクライアントの構成ファイルの例

以下の例は、アカウント名が MAC アドレスに基づくキオスク モードのクライアントを示しています。クライアントは自
動的に生成されたパスワードを持ちます。

-serverURL 145.124.24.100
-unattended
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Windows レジストリを使用した Horizon View Client の構成
Horizon View Client のデフォルト設定をコマンド ラインで指定する代わりに、Windows レジストリで定義することが
できます。ポリシーのエントリは Windows レジストリ設定よりも優先され、コマンド ライン設定はポリシーのエントリ
よりも優先されます。

表 3‑11 に、Horizon View Client へのログインのレジストリ設定を示します。これらの設定はレジストリの
HKEY_CURRENT_USER\Software\VMware, Inc.\VMware VDM\Client\ の下に置かれます。この場所はユーザー
によって異なりますが、次の表で説明する HKEY_LOCAL_MACHINE 設定はコンピューター全体の設定であり、ローカル
ユーザーおよびコンピューターへのログインの権限がある Windows ドメイン環境のすべてのユーザーに適用されます。

表 3‑11.  Horizon View Client の認証情報のレジストリ設定

レジストリ設定 説明

パスワード デフォルト パスワードを指定します。

UserName デフォルト ユーザー名を指定します。

表 3‑12 に、ログイン認証情報を含まない Horizon View Client のレジストリ設定を示します。これらの設定の場所はシ
ステムのタイプによって異なります。

n 32 ビット Windows では:HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\VMware, Inc.\VMware VDM\Client\

n 64 ビット Windows では:HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\VMware, Inc.\VMware VDM\Client\

表 3‑12.  Horizon View Client のレジストリ設定

レジストリ設定 説明

DomainName デフォルト ドメイン名を指定します。

EnableShade Horizon View Client ウィンドウ上部のメニュー バー（網掛け）を有効にするかどうかを指定します。キオスク
モードのクライアントを除き、メニュー バーはデフォルトで有効です。この値を false にするとメニュー バーが
無効になります。

ServerURL デフォルトの View 接続サーバ インスタンスを、URL、IP アドレス、または FQDN で指定します。

次の表に、追加可能なセキュリティ設定を示します。これらの設定の場所は、システムのタイプによって異なります。

n 32 ビット Windows では:HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\VMware, Inc.\VMware
VDM\Client\Security

n 64 ビット Windows では:HKLM\SOFTWARE\Wow6432Node\VMware, Inc.\VMware VDM\Client\Security

表 3‑13.  セキュリティ設定

レジストリ設定 説明および有効な値

CertCheckMode 証明書確認モードを指定します。

n 0 は サーバ ID 証明書を確認しない を実装します。
n 1 は 信用できないサーバに接続する前に警告する を実装します。
n 2 は 信用できないサーバに接続しない を実装します。

SSLCipherList SSL 暗号化接続を確立する前に、特定の暗号化アルゴリズムとプロトコルの使用を制限する暗号リストを
構成します。暗号リストは、コロンで区切られた 1 つ以上の暗号文字列で構成されています。
注意   すべての暗号文字列では、大文字と小文字が区別されます。
この機能を有効にする場合、デフォルト値は [SSLv3:TLSv1:TLSv1.1:AES:!aNULL:@STRENGTH] です。
つまり、SSL v3.0、TLS v1.0、および TLS v1.1 が有効になります（SSL v2.0 と TLS v1.2 は無効）。
暗号化スイートは 128 ビットまたは 256 ビット AES を使用し、匿名 DH アルゴリズムを削除して、現在
の暗号リストを暗号化アルゴリズムのキー長の順にソートします。

構成の参照リンク:http://www.openssl.org/docs/apps/ciphers.html
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サーバ接続とデスクトップの管理 4
Horizon View Client を使用して View 接続サーバまたはセキュリティ サーバに接続し、リモート デスクトップにログ
インするか、リモート デスクトップからログオフします。トラブルシューティングを目的として、自分に割り当てられた
リモート デスクトップをリセットすることもできます。

管理者によるリモート デスクトップのポリシーの構成方法によっては、エンド ユーザーはデスクトップで多くの操作を
実行できるようになります。

この章では次のトピックについて説明します。

n View デスクトップへのログイン (P. 49)

n デスクトップの切り替え (P. 51)

n デスクトップからのログオフまたは切断 (P. 51)

View デスクトップへのログイン
エンド ユーザーが仮想デスクトップにアクセスする前に、クライアント デバイスから仮想デスクトップにログインでき
ることをテストします。[Start（スタート）] メニューから、またはクライアント システムのデスクトップ ショートカッ
トから、View Client を起動できます。

ネットワーク接続が利用できる環境では、ユーザー セッションは View 接続サーバによって認証されます。

開始する前に

n ユーザー名とパスワード、RSA SecurID ユーザー名とパスコード、RADIUS 認証ユーザー名とパスコード、スマー
ト カード個人識別番号（PIN）などのログインに必要な認証情報を取得します。

n ログイン用のドメイン名を取得します。

n 管理タスクの実行については、「Horizon View Client 向けの View 接続サーバの準備 (P. 14)」で説明しています。

n 社内ネットワークの外部から接続し、リモート デスクトップへのアクセスにセキュリティ サーバを使用していない
場合、使用しているクライアント デバイスが VPN 接続を使用していることを確認し、この接続をオンにします。

重要   VMware では、VPN よりもセキュリティ サーバの使用を推奨しています。

n リモート デスクトップへのアクセスを提供するサーバの完全修飾ドメイン名（FQDN）があることを確認します。
ポート番号が 443 ではない場合は、ポート番号も必要です。

n RDP 表示プロトコルを使用してリモート デスクトップに接続する予定である場合は、AllowDirectRDP View Agent
グループ ポリシーが有効になっていることを確認します。

n 管理者が許可している場合、View 接続サーバから提示される SSL 証明書について、証明書確認モードを構成できま
す。

使用するモードを決定するには、「Horizon View Client の証明書チェック モード (P. 33)」を参照してください。
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手順

1 [VMware Horizon View Client] 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] - [プログラム]
- [VMware] - [VMware Horizon View Client] をクリックします。

2 (オプション) 証明書確認モードを設定するには、ウィンドウの左上隅の [オプション] ボタンをクリックし、[SSL の
構成] を選択します。

この手順の前提条件で述べたように、管理者が許可した場合に限ってこのオプションを構成できます。

3 (オプション) 現在ログインしている Windows ドメイン ユーザーとしてログインするには、ウィンドウの左上隅の
[オプション] ボタンをクリックし、[現在のユーザーとしてログイン] を選択します。

このオプションは、クライアント システムに [現在のユーザーとしてログイン] モジュールがインストールされてい
て、管理者がこの機能のグローバル設定を有効にした場合のみ利用できます。会社によっては、この機能を有効にし

ないことにする場合もあります。

4 [+ サーバの追加] ボタンをクリックして、View 接続サーバまたはセキュリティ サーバの名前を入力し、[接続] をク
リックします。

Horizon View Client と View 接続サーバとの接続には常に SSL が使用されます。SSL 接続のデフォルト ポートは
443 です。View 接続サーバはデフォルト ポートを使用するように構成されていない場合、以下の例にあるフォー
マットを使用します。view.company.com:1443。

ログイン ダイアログ ボックスが表示される前に、確認する必要があることを知らせるメッセージが表示されます。

5 RSA SecurID の認証情報または RADIUS の認証証明書の入力を求められた場合、ユーザー名とパスコードを入力し
て [続行] をクリックします。

6 少なくとも 1 つのデスクトップ プールを使用する資格を付与されたユーザーの認証情報を入力し、ドメインを選択
して [Login（ログイン）] をクリックします。

ユーザー名を user@domain という形式で入力すると、@ 記号があるために名前がユーザー プリンシパル名（UPN）
として扱われ、ドメイン ドロップダウン メニューは無効になります。

デスクトップ プールの作成およびユーザーに対するプールの資格付与については、『VMware Horizon View 管理ガ
イド』を参照してください。

7 (オプション) 表示設定を構成するには、デスクトップ アイコンを右クリックするかデスクトップ アイコンを選択し、
画面の右上隅の [設定] ボタンをクリックします。

オプション 説明

表示プロトコル 管理者が許可していれば、[接続経由] リストを使用して、PCoIP と Microsoft RDP
表示プロトコルの間で選択できます。PCoIP は、画像、オーディオ、ビデオなどのコ
ンテンツを LAN または WAN 経由で配信して PC 上でスムーズに再生する目的に最
適化されています。

表示レイアウト [表示] リストを使用して、ウィンドウ サイズを選択するか複数のモニタを使用します。
 

8 リモート デスクトップ アイコンをダブルクリックして、接続します。

接続した後、View デスクトップ ウィンドウが表示されます。選択するデスクトップ アイコンが複数ある場合、デスク
トップ選択ウィンドウも開いたままなので、同時に複数のデスクトップに接続できます。

View 接続サーバへの認証が失敗する場合、または View Client がデスクトップに接続できない場合は、次の手順を実行
します。

n View 接続サーバを SSL を使用しないように構成するかどうかを決定します。View Client は、SSL 接続を必要とし
ます。View Administrator のグローバル設定で、[クライアント接続に SSL を使用する]チェック ボックスが選択さ
れていないかどうかを確認します。このチェックボックスが選択されていない場合、チェックボックスを選択して

SSL を使用する必要があります。または、HTTPS が有効なロード バランサや View 接続サーバ への HTTP 接続を作
成するように構成されている他の中間デバイスにクライアントが接続できるように環境をセットアップする必要があ

ります。
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n View 接続サーバ用のセキュリティ証明書が正常に動作していることを確認します。正常に動作していない場合は、
View Administrator で、デスクトップの View Agent が到達不能になり、転送サーバのステータスが準備未完了と
して表示される場合があります。これらは、証明書の問題によって発生する二次的な接続の問題の現象です。

n View 接続サーバ インスタンスで設定されているタグがこのユーザーからの接続を許可していることを確認します。
『VMware Horizon View 管理ガイド』を参照してください。

n ユーザーがこのデスクトップにアクセスする資格を付与されていることを確認します。『VMware Horizon View 管
理ガイド』を参照してください。

n RDP 表示プロトコルを使用して View デスクトップに接続している場合、クライアント コンピュータでリモート デ
スクトップ接続が許可されていることを確認します。

次に進む前に

起動オプションを構成します。エンド ユーザーが View 接続サーバ のホスト名を指定する必要がないようにする場合、
または他の起動オプションを構成する場合は、View Client のコマンドライン オプションを使用してデスクトップ ショー
トカットを作成します。「コマンドラインからの View Client の実行 (P. 45)」を参照してください。

デスクトップの切り替え

デスクトップに接続している場合に、別のデスクトップに切り替えることができます。

手順

u 同じサーバ上、または異なるサーバからリモート デスクトップを選択します。

オプション 操作

同じサーバのリモート デスクトップを選択
する

次のいずれかのアクションを実行します。

n Horizon View Client メニュー バーから [オプション] - [他のデスクトップに切
り替え] を選択し、表示するデスクトップを選択します。

n [デスクトップ選択] ウィンドウから、異なるデスクトップ プールを表すアイコン
をダブルクリックします。このデスクトップは新しいウィンドウを開くので、複

数のデスクトップを開き、デスクトップ間で切り替えることができます。

異なるサーバのリモート デスクトップを選
択する

複数のデスクトップに資格が付与されている場合、[デスクトップ選択] ウィンドウが
開きます。そのデスクトップ選択ウィンドウに移動して左上隅の [オプション] アイコ
ンをクリックし、[切断] を選択します。現在のサーバおよび開いているデスクトップ
セッションが切断されます。これで異なるサーバに接続できます。

1 つのデスクトップだけに資格が付与されている場合、[デスクトップ選択] ウィンド
ウは開きません。Horizon View Client を終了して再起動し、異なるサーバに接続す
る必要があります。

 

デスクトップからのログオフまたは切断

ログオフせずにリモート デスクトップから切断すると、アプリケーションは開いたままになります。

リモート デスクトップを開いていなくても、リモート デスクトップ オペレーティング システムからログオフできます。
この機能を使用すると、デスクトップに <Ctrl> + <Alt> + <Del> を送信してから [ログオフ] をクリックするのと同じ
結果になります。

注意   Windows のキーの組み合わせ Ctrl+Alt+Del は、リモート デスクトップでサポートされていません。<Ctrl> +
<Alt> + <Del> の代わりに、メニュー バーから[デスクトップ] - [Ctrl+Alt+Del の送信]を選択することもできます。

あるいは、ほとんどの場合に <Ctrl> + <Alt> + <Insert> を押します。Windows 8.1デスクトップで Microsoft RDP
表示プロトコルを使用する場合、このキーの組み合わせは動作しません。
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手順

n ログオフせずに切断する。

オプション 操作

リモート デスクトップ ウィンドウから 次のいずれかのアクションを実行します。

n デスクトップ ウィンドウの隅の [閉じる] ボタンをクリックします。
n デスクトップ ウィンドウのメニュー バーから [オプション] - [切断] を選択します。

[デスクトップ選択] ウィンドウでから [デスクトップ選択] ウィンドウは、サーバで複数のデスクトップに資格が付与されて
いる場合に開きます。次のいずれかのアクションを実行します。

n [デスクトップ選択] ウィンドウの隅の [閉じる] ボタンをクリックし、警告ボック
スの [はい] をクリックします。

n [デスクトップ選択] ウィンドウの左上隅のオプション アイコンをクリックし、[閉
じる] ボタンを選択し、警告ボックスの [はい] をクリックします。

 

注意   View 管理者は、切断された時点で自動的にログオフするようにデスクトップを設定できます。その場合、デ
スクトップで開いているプログラムは停止します。

n デスクトップからのログオフおよび切断

オプション 操作

デスクトップのオペレーティング システム
で

Windows の[スタート]メニューを使用してログオフします。

メニュー バーから [オプション] - [切断してログオフ] を選択します。
この手順を使用すると、初めに、リモート デスクトップで開いているファイルが保存
されずに閉じられます。

 
n リモート デスクトップが開いていないときにログオフします。

この手順を使用すると、初めに、リモート デスクトップで開いているファイルが保存されずに閉じられます。

a Horizon View Client を起動し、リモート デスクトップへのアクセスを提供する View 接続サーバに接続し、
認証情報を入力します。

b デスクトップ アイコンを右クリックし、[ログオフ] を選択します。
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View デスクトップの操作 5
Horizon View は、エンド ユーザーが期待する、親しみやすくパーソナライズされたデスクトップ環境を提供します。エ
ンド ユーザーは、各自のローカル コンピュータに接続された USB デバイスやその他のデバイスにアクセスしたり、ロー
カル コンピュータで検出できる任意のプリンタにドキュメントを送信したり、スマート カードで認証したり、複数のディ
スプレイ モニタを使用したりできます。

この章では次のトピックについて説明します。

n 機能サポート一覧 (P. 53)

n 国際化 (P. 54)

n 複数のモニタの使用 (P. 54)

n USB デバイスの接続 (P. 55)

n Webcam とマイクロフォンでリアルタイム オーディオ ビデオ機能を使用 (P. 58)

n テキストとイメージのコピー アンド ペースト (P. 60)

n リモート デスクトップからの印刷 (P. 61)

n Adobe Flash の表示の制御 (P. 62)

n CAD および 3D アプリケーション用の相対マウス機能の使用 (P. 63)

機能サポート一覧

RSA SecurID 認証、ロケーション ベースの印刷、および PCoIP プロトコルなどの多くの機能は、ほとんどのクライアン
ト OS でサポートされています。この機能が View デスクトップ OS でサポートされているかどうかも考慮する必要があ
ります。

エンド ユーザーにどの表示プロトコルと機能を使用できるようにするかを計画する場合、以下の情報を使用して、どのク
ライアント OS およびエージェント（View デスクトップ）OS がこの機能をサポートするかを判断します。

表 5‑1.  Windows ベースの View Client でサポートされる機能

機能

Windows XP デ
スクトップ

Windows Vista デ
スクトップ

Windows 7 デスク
トップ

Windows 8 デスク
トップ

Windows Server 2008
R2 デスクトップ

USB アクセス 〇 〇 〇 〇 〇

リアルタイム オー
ディオ ビデオ
(RTAV)

〇 〇 〇 〇 〇

RDP 表示プロトコ
ル

〇 〇 〇 〇 〇

PCoIP 表示プロト
コル

〇 〇 〇 〇 〇
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表 5‑1.  Windows ベースの View Client でサポートされる機能 (続き)

機能

Windows XP デ
スクトップ

Windows Vista デ
スクトップ

Windows 7 デスク
トップ

Windows 8 デスク
トップ

Windows Server 2008
R2 デスクトップ

個人設定管理 〇 〇 〇 〇

Wyse MMR 〇 〇

Windows 7 MMR 〇

ロケーション ベー
スの印刷

〇 〇 〇 〇

仮想プリンタ 〇 〇 〇 〇

スマート カード 〇 〇 〇 〇 〇

RSA SecurID また
は RADIUS

〇 〇 〇 〇 〇

シングル サインオ
ン

〇 〇 〇 〇 〇

複数のモニタ 〇 〇 〇 〇 〇

各クライアント OS のどのエディションまたはサービス パックがサポートされるかについての詳細は、システム要件のト
ピックを参照してください。

Windows 版 View Client 用 Windows デスクトップでサポートされている機能には、以下の制限があります。

n Windows 8 デスクトップは、Horizon View 5.2 以降のサーバおよびデスクトップを使用している場合に限ってサ
ポートされます。

n リアルタイム オーディオ ビデオ機能は、Horizon View 5.2 Feature Pack 2 以降を使用している場合に限ってサポー
トされます。

n Windows Server 2008 R2 デスクトップは、Horizon View 5.3 以降のサーバおよびデスクトップを使用している場
合に限ってサポートされます。

上記の機能の詳細および制限事項については、『VMware Horizon View アーキテクチャ プランニング ガイド』を参照し
てください。

国際化

ユーザー インターフェイスとドキュメントは、英語、日本語、フランス語、ドイツ語、簡体中国語、繁体中国語、および
韓国語で利用可能です。

複数のモニタの使用

表示プロトコルに関係なく、View デスクトップで複数のモニタを使用できます。

VMware の表示プロトコルである PCoIP を使用する場合、モニタごとにディスプレイの解像度と回転を調整できます。
PCoIP では、スパン モード セッションではなく、本当のマルチ モニタ セッションを使用できます。

スパン モードのリモート セッションは実際にはシングル モニタ セッションです。モニタのサイズと解像度が同じである
必要があり、モニタのレイアウトが境界ボックスに収まる必要があります。アプリケーション ウィンドウを最大化する
と、ウィンドウがすべてのモニタに広がります。Microsoft RDP 6 はスパン モードを使用します。

本当のマルチ モニタ セッションでは、モニタの解像度やサイズが違うことも可能で、モニタを回転できます。アプリケー
ション ウィンドウを最大化すると、ウィンドウがモニタに収まるサイズのフル画面に拡大されます。
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この機能には次の制限があります。

n PCoIP を使用する場合、View デスクトップの表示に使用できるモニタの最大数は 4 で、解像度は最大 2560 x 1600
です。縦方向に重ねることができるモニタの最大数は 2 です。3D 機能が有効である場合、最大 1920 x 1200 の解
像度で 2 台までのモニタがサポートされます。

n Microsoft RDP 7 を使用する場合、View デスクトップの表示に使用できるモニタの最大数は 16 つです。

n Microsoft RDP 表示プロトコルを使用する場合は、Microsoft リモート デスクトップ接続 (RDC) 6.0 以上が View
デスクトップにインストールされている必要があります。

USB デバイスの接続
リモート デスクトップから、小型のフラッシュ ドライブ、カメラ、プリンタなどのローカルで接続された USB デバイス
を使用できます。この機能は USB リダイレクトと呼ばれます。

この機能を使用すると、ローカル クライアント システムに接続されているほとんどの USB デバイスを Horizon View Client
のメニューから使用できるようになります。デバイスの接続や接続解除にもこのメニューを使用します。

リモート デスクトップで USB デバイスを使用するには、次のような制限があります。

n Horizon View Client のメニューから USB デバイスにアクセスして、リモート デスクトップでそのデバイスを使用
しているとき、ローカル コンピュータ上ではそのデバイスにアクセスできません。

n キーボードやポインティング デバイスなどのヒューマン インターフェイス デバイスを含め、メニューには表示され
ないが、リモート デスクトップには表示される USB デバイス。リモート デスクトップとローカル コンピュータは、
これらのデバイスを同時に使用します。これらのデバイスとのやりとりは、ネットワーク遅延のため低速になる場合

があります。

n 大容量 USB ディスク ドライブは、デスクトップに表示されるまでに数分かかる場合があります。

n USB デバイスによっては特定のドライバが必要になります。必要なドライバがまだリモート デスクトップにインス
トールされていない場合、USB デバイスをリモート デスクトップに接続するとドライバのインストールを求められ
ます。

n Android ベースの Samsung 製スマート フォンやタブレットなどの MTP ドライバを使用するデバイスを接続する
場合には、USB デバイスをリモート デスクトップに自動接続するように Horizon View Client を設定する必要があ
ります。そうしないと、メニュー項目を使用して USB デバイスを手動でリダイレクトしようとしても、デバイスを
取り外して接続し直さない限りリダイレクトできません。

n Webcam は、[USB デバイスを接続] メニューを使用する USB リダイレクトでサポートされません。webcam また
はオーディオ入力デバイスを使用するには、リアルタイム オーディオ ビデオ機能を使用する必要があります。
VMware Horizon View 5.2 Feature Pack 2 以降のリリースを併用すれば、この機能を使用できます。「Webcam
とマイクロフォンでリアルタイム オーディオ ビデオ機能を使用 (P. 58)」を参照してください。

n USB オーディオ デバイスのリダイレクトは、ネットワークの状態に依存し、信頼できません。一部のデバイスでは、
アイドル状態のときでさえ、高いデータ スループットが必要です。VMware Horizon View 5.2 Feature Pack 2 以
降のリリースに含まれるリアルタイム オーディオ ビデオ機能があれば、オーディオ入力および出力デバイスはこの
機能を使用して問題なく動作し、それらのデバイス用に USB リダイレクトを使用する必要はありません。
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USB デバイスをリモート デスクトップに手動または自動で接続できます。

注意   USB イーサネット デバイスやタッチ画面デバイスなどの USB デバイスをリモート デスクトップにリダイレクトし
ないでください。USB イーサネット デバイスをリダイレクトすると、クライアント システムはネットワーク接続を失い
ます。タッチ画面デバイスをリダイレクトすると、リモート デスクトップはタッチ入力を受け付けますが、キーボード入
力は受け付けません。仮想デスクトップと USB デバイスとの自動接続がすでに設定してあれば、特定のデバイスを除外
するためのポリシを構成できます。『VMware Horizon View 管理ガイド』の「USB デバイスのフィルタ ポリシー設定の
構成」を参照してください。

重要   この手順で、USB デバイスをリモート デスクトップに自動接続するように構成するための
VMware Horizon View Client メニュー項目の使用方法について説明します。また、自動接続は Horizon View Client
のコマンドライン インターフェイスを使用するか、グループ ポリシーを作成して構成することもできます。

コマンドライン インターフェイスの詳細については、「コマンドラインからの View Client の実行 (P. 45)」 を参照してく
ださい。グループ ポリシの作成についての詳細は、『VMware Horizon View 管理ガイド』を参照してください。

開始する前に

n リモート デスクトップで USB デバイスを使用するには、View 管理者がリモート デスクトップの USB 機能を有効
にしておく必要があります。

このタスクには、View Agent の [USB リダイレクト] コンポーネントのインストールが含まれます。手順は、『
VMware Horizon View 管理者ガイド』の仮想マシンの作成と準備についての章を参照してください。

このタスクには、USB リダイレクトを許可するためのグループ ポリシの設定も含まれる場合があります。詳細は、
『VMware Horizon View 管理者ガイド』の「View Agent の USB 設定」、「View Client の USB 設定」、「コンポジッ
ト USB デバイスのデバイス分離ポリシ設定の構成」、および「USB デバイスのフィルタ ポリシ設定の構成」を参照
してください。

n Horizon View Client のインストール時に、[USB リダイレクト] コンポーネントをインストールする必要がありま
す。インストールでこのコンポーネントを含めなければ、インストーラを再実行して、コンポーネントを変更し、

[USB リダイレクト] コンポーネントを含めます。

手順

n 手動で USB デバイスをリモート デスクトップに接続します。

a USB デバイスをローカル クライアント システムに接続します。

b [VMware Horizon View Client] メニュー バーから [USB デバイスの接続] をクリックします。

c USB デバイスを選択します。

デバイスは手動でローカル システムからリモート デスクトップにリダイレクトされます。

n ローカル システムに USB デバイスを接続したときに、それらが自動的にリモート デスクトップに接続されるように
Horizon View Client を構成します。

Android ベースの Samsung 製スマート フォンやタブレットなどの MTP ドライバを使用するデバイスを接続する
予定がある場合、この自動接続機能を使用する必要があります。

a USB デバイスを接続する前に、Horizon View Client を起動してリモート デスクトップに接続します。

b [VMware Horizon View Client] メニュー バーから [USB デバイスを接続] - [挿入時に USB デバイスを自動接
続] を選択します。

c USB デバイスを接続します。

Horizon View Client を起動した後にローカル システムに接続する USB デバイスは、リモート デスクトップにリダ
イレクトされます。
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n Horizon View Client の起動時に USB デバイスがリモート デスクトップに自動的に接続されるように
Horizon View Client を構成します。

a [VMware Horizon View Client] メニュー バーから [USB デバイスを接続] - [起動時に USB デバイスを自動接
続] を選択します。

b USB デバイスを挿入し、Horizon View Client を再起動します。

Horizon View Client の起動時にローカル システムに接続される USB デバイスは、リモート デスクトップにリダイ
レクトされます。

USB デバイスがデスクトップに表示されます。これには最大 20 秒かかります。デバイスをデスクトップに初めて接続す
ると、ドライバのインストールを求められる場合があります。

USB デバイスが数分経過してもデスクトップに表示されない場合、デバイスを切断してクライアント コンピュータに再
接続してください。

次に進む前に

USB のリダイレクトで問題がある場合、『VMware Horizon View 管理ガイド』の USB リダイレクトのトラブルシュー
ティングについてのトピックを参照してください。

USB デバイス再起動時に再接続するためのクライアント構成
USB デバイスを View デスクトップに自動接続するように View Client を構成していない場合、時々再起動する特定のデ
バイスに再接続するように View Client を構成できます。このように構成しない場合、アップグレード中にデバイスが再
起動すると、デバイスは View デスクトップではなくローカル システムに接続します。

スマート フォンまたはタブレットなどの USB デバイスを接続する予定の場合、つまり、OS のアップグレード中に自動的
に再起動する場合、特定のデバイスを View デスクトップに再接続するように View Client を設定できます。このタスク
を実行するには、クライアントの構成ファイルを編集します。

View Client の [挿入時に自動接続] オプションを使用すると、クライアント システムに接続するすべてのデバイスが View
デスクトップにリダイレクトされます。すべてのデバイスを接続したくない場合、以下の手順に従って View Client を構
成すると、特定の USB デバイスだけが自動的に再接続されます。

開始する前に

デバイスのベンダ ID (VID) および製品 ID (PID) の 16 進数フォーマットを決定します。詳細については、
http://kb.vmware.com/kb/1011600 の VMware KB の記事を参照してください。

手順

1 テキスト エディタを使用してクライアントの config.ini ファイルを開きます。

OS バージョン ファイル パス

Windows 7 C:\ProgramData\VMware\VMware USB Arbitration
Service\config.ini

Windows XP C:\Documents and Settings\All Users\Application
Data\VMware\VMware USB Arbitration Service\config.ini
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2 特定のデバイスの slow-reconnect プロパティを設定します。

usb.quirks.device0 = "<vid>:<pid> slow-reconnect"

ここで、<vid>:<pid> は、デバイスのベンダ ID および製品 ID を 16 進数で表します。たとえば、以下の行は 2 台
の USB デバイスにこのプロパティを設定します:

usb.quirks.device0 = "0x0529:0x0001 slow-reconnect"
usb.quirks.device1 = "0x0601:0x0009 slow-reconnect"

usb.quirks.device<N> デバイス プロパティを 0 から順番に指定します。 たとえば、usb.quirks.device0
という行の次が、usb.quirks.device1 ではなく usb.quirks.device2 という行である場合、最初の行だけ
が読み取られます。

スマート フォンおよびタブレットなどのデバイスが、ファームウェアまたは OS のアップグレードを受けると、デバイス
は再起動され、それを管理する View デスクトップに接続するので、アップグレードが成功します。

Webcam とマイクロフォンでリアルタイム オーディオ ビデオ機能を使用
リアルタイム オーディオ ビデオ機能を使用すれば、リモート デスクトップでローカル コンピュータの webcam または
マイクロフォンを使用できます。

VMware Horizon View 5.2 Feature Pack 2 以降のリリースを併用すれば、この機能を使用できます。リアルタイム オー
ディオ ビデオのセットアップおよびフレーム レートと画像解像度のリモート デスクトップでの構成の詳細については、
『VMware Horizon View Feature Pack のインストールと管理ガイド』を参照してください。クライアント システムで
のこれらの設定については、VMware ナレッジ ベースの記事、『Setting Frame Rates and Resolution for Real-Time
Audio-Video on Horizon View Clients (Horizon View Client でのリアルタイム オーディオ-ビデオのフレームレート
と解像度の設定)』 (http://kb.vmware.com/kb/2053644) を参照してください。

リアルタイム オーディオ ビデオ機能の適切なインストールと操作を検証するテスト アプリケーションをダウンロードす
るには、http://labs.vmware.com/flings/real-time-audio-video-test-application にアクセスしてください。このテ
スト アプリケーションは VMware が無償提供するものであるため、テクニカル サポートは提供されません。

Webcam を使用できる場合
Horizon View 管理者がリアルタイム オーディオ ビデオ機能を構成していて、PCoIP 表示プロトコルをユーザーが使用
している場合、内蔵またはローカル コンピュータに接続された webcame をデスクトップで使用できます。Skype、
Webex、または Google ハングアウトなどの会議アプリケーションで webcam を使用できます。

Skype、Webex、または Google ハングアウトなどのアプリケーションをリモート デスクトップに設定中に、入力デバ
イスとして VMware Virtual Microphone および VMware Virtual Webcam、そして出力デバイスとして VMware
Virtual Audio をアプリケーションのメニューから選択できます。ただし、この機能は多くのアプリケーションで動作し、
入力デバイスの選択は不要です。

webcam がローカル コンピュータで現在使用中の場合、リモート デスクトップで同時に使用できません。また、webcam
がリモート デスクトップで使用されている場合にも同時にローカル コンピュータで使用できません。

重要   USB webcam を使用している場合、Horizon View Client の [USB デバイスを接続] メニューから接続しないでく
ださい。そうすると USB リダイレクトでデバイスがルートされ、パフォーマンスはビデオ チャットでは使用に適さない
状態になります。

ローカル コンピュータに複数の webcam が接続されている場合、管理者はリモート デスクトップで優先して使用する
webcam を設定できます。どの webcam を選択するかが不明の場合は、Horizon View 管理者にお問い合わせください。
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Windows クライアント システムでの優先 webcam の選択
リアルタイム オーディオ ビデオ機能があり、クライアント システムに複数の webcam がある場合、1 台だけが View
デスクトップで使用されます。どの webcam を優先するかを指定するために、レジストリ キー値を設定できます。

優先される webcam が使用できる場合はそれがリモート デスクトップで使用され、使用できない場合は他の webcam
が使用されます。

開始する前に

n USB webcam がインストールされ、クライアント システムで動作できる状態であることを確認します。

n リモート デスクトップに PCoIP 表示プロトコルを使用していることを確認します。

手順

1 使用する webcam を接続します。

2 呼び出しを開始し、そして呼び出しを停止します。

このプロセスでログ ファイルが作成されます。

3 テキスト エディタでデバッグ ログ ファイルを開きます。

オペレーティング システム ログ ファイルの場所

Windows XP C:\Documents and Settings\username\Local
Settings\Application
Data\VMware\VDM\Logs\debug-20<YY-MM-DD-XXXXXX>.txt

Windows 7 または Windows 8 C:\Users\%username
%\AppData\Local\VMware\VDM\Logs\debug-20<YY-MM-DD-
XXXXXX>.txt

 
ログ ファイルのフォーマットは、debug-20<YY-MM-DD-XXXXXX>.txt で、20<YY> は年、<MM> は月、<DD>
は日で、<XXXXXX> は数値です。

4 [ViewMMDevRedir] VideoInputBase::LogDevEnum のログ ファイルを検索し、接続される webcam を参
照するログ ファイル エントリを探します。

以下は Microsoft Lifecam HD-5000 webcam を識別するログ ファイルの抜粋です:

[ViewMMDevRedir] VideoInputBase::LogDevEnum - 2 Device(s) found

[ViewMMDevRedir] VideoInputBase::LogDevEnum - Index=0 Name=Integrated Webcam   
UserId=vid_1bcf&pid_2b83&mi_00#7&1b2e878b&0&0000   
SystemId=\\?\usb#vid_1bcf&pid_2b83&mi_00#

[ViewMMDevRedir] VideoInputBase::LogDevEnum - Index=1 Name=Microsoft LifeCam 
HD-5000  UserId=vid_045e&pid_076d&mi_00#8&11811f49&0&0000  
SystemId=\\?\usb#vid_045e&pid_076d&mi_00#

5 優先される webcam のユーザー ID をコピーします。

たとえば、vid_045e&pid_076d&mi_00#8&11811f49&0&0000 をコピーして、デフォルトの webcam として
Microsoft LifeCam HD-5000 を設定します。

6 Registry Editor (regedit.exe) を起動し、HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\VMware, Inc.\VMware
VDM\RTAV に移動します。

7 REG_SZ 値の [srcWCamId] に文字列の ID 部分を貼り付けます。

たとえば、vid_045e&pid_076d&mi_00#8&11811f49&0&0000 を [srcWCamId] に貼り付けます。
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8 変更を保存してレジストリを終了します。

9 新しい呼び出しを開始します。

Windows クライアント システムでのデフォルトのマイクロフォンの選択
クライアント システムに複数のマイクロフォンがある場合、1 つだけが View デスクトップで使用されます。デフォルト
で使用するマイクロフォンを指定するために、クライアント システムの [サウンド] コントロールを使用できます。

リアルタイム オーディオ ビデオ機能を使用すれば、オーディオ入力デバイスおよびオーディオ出力デバイスは、USB リ
ダイレクトを使用せずに動作し、必要となるネットワーク帯域幅量は大幅に削減されます。アナログ オーディオ入力デバ
イスもサポートされます。

重要   USB マイクロフォンを使用している場合、Horizon View Client の [USB デバイスを接続] メニューから接続しな
いでください。これを行うと USB リダイレクトからデバイスをルーティングされるので、デバイスはリアルタイム オー
ディオ ビデオ機能を使用できません。

開始する前に

n USB マイクロフォンまたは他のタイプのマイクロフォンがインストールされ、クライアント システムで動作できる
状態であることを確認します。

n リモート デスクトップに PCoIP 表示プロトコルを使用していることを確認します。

手順

1 電話中の場合は電話を切ってください。

2 システム トレイのスピーカー アイコンを右クリックし、[デバイスのレコーディング] を選択します。

その代わりに、[コントロール パネル] から [サウンド] コントロールを開いて [レコーディング] タブをクリックでき
ます。

3 [サウンド] ダイアログ ボックスの [レコーディング] タブで使用するマイクロフォンを右クリックします。

4 [デフォルト デバイスとして設定] を選択して [OK] をクリックします。

5 View デスクトップから新たに電話をかけます。

テキストとイメージのコピー アンド ペースト
デフォルトでは、クライアント システムからリモート デスクトップにテキストをコピー アンド ペーストできます。管理
者がこの機能を有効にすると、リモート デスクトップとクライアント システム間、または 2 台のリモート デスクトップ
間でテキストをコピー アンド ペーストすることもできます。制限事項がいくつか存在します。

PCoIP 表示プロトコルを使用し、Horizon View 5.x 以降のリモート デスクトップを使用している場合、View 管理者は、
クライアント システムからリモート デスクトップに限り、またはリモート デスクトップからクライアント システムに限
り、コピー アンド ペースト操作を許可するように設定できます。また、双方向のコピー アンド ペースト操作を許可した
り、これらの操作を禁止したりすることもできます。

管理者は、View Agent をリモート デスクトップに関連付けるグループ ポリシー オブジェクト（GPO）を使用して、コ
ピー アンド ペーストの機能を構成できます。詳細については、『VMware Horizon View 管理者ガイド』の設定ポリシー
の章の View PCoIP 一般セッション変数についてのトピックを参照してください。

サポートされるファイル フォーマットには、テキスト、イメージ、および RTF（Rich Text Format）が含まれます。ク
リップボードは、コピー アンド ペースト操作で 1MB のデータを処理できます。フォーマットされたテキストをコピーす
る場合、データの一部がテキストで、一部のデータはフォーマットされた情報となります。たとえば、800KB のドキュメ
ントでは、200KB を超える RTF データがクリップボードに置かれるので、コピー時にデータが 1MB を超える場合があり
ます。
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大容量のフォーマットされたテキスト、またはテキストとイメージをコピーする場合、テキストとイメージをペーストす

る時は、プレーン テキストの一部またはすべてを見ることができますが、フォーマットまたはイメージを見ることができ
ないケースがあります。その理由は、3 種類のデータが分割されて保存される場合があるからです。たとえば、コピーさ
れるドキュメントのタイプによっては、イメージはイメージまたは RTF データとして保存される場合があります。

テキストと RTF データが合計で 1MB 未満であれば、フォーマットされたテキストがペーストされます。RTF データは多
くの場合分割ができないため、テキストとフォーマットが 1MB を超える場合、RTF データは破棄されてプレーン テキス
トがペーストされます。

1 回の操作で選択したフォーマットされたテキストとイメージすべてをペーストできない場合、1 回の操作で小さいサイ
ズをコピー アンド ペーストする必要があります。

リモート デスクトップとクライアント コンピュータのファイル システム間では、ファイルをコピー アンド ペーストする
ことができません。

リモート デスクトップからの印刷
リモート デスクトップから、仮想プリンタ、またはクライアント コンピュータに接続された USB プリンタで印刷を実行
できます。仮想印刷と USB 印刷は競合せずに連携して動作します。

仮想プリンタ機能の印刷設定を行う

仮想印刷機能を使用すると、リモート デスクトップに追加のプリンタ ドライバをインストールする必要なく、エンド ユー
ザーがリモート デスクトップからローカル プリンタまたはネットワーク プリンタを使用できます。この機能で使用可能
なプリンタごとに、データ圧縮、印刷品質、両面印刷、カラーなどの環境設定ができます。

ローカル コンピュータ上でプリンタを追加すると、Horizon View Clientでは、リモート デスクトップで使用可能なプ
リンタのリストにもそのプリンタが追加されます。何も構成する必要はありません。その場合でも、管理者権限のあるユー

ザーは、仮想プリンタ コンポーネントと競合することなくリモート デスクトップにプリンタ ドライバをインストールで
きます。

重要   この機能は次の種類のプリンタには使用できません。

n USB リダイレクト機能を使用してリモート デスクトップの仮想 USB ポートに接続する USB プリンタ。

リモート デスクトップで仮想印刷機能を使用するには、リモート デスクトップから USB プリンタを切断する必要が
あります。

n ファイルに印刷するための Windows 機能

[Print（印刷）] ダイアログ ボックスで [Print to file（ファイルへ出力）] を選択しても動作しません。ファイルを作
成するプリンタ ドライバを使用すると動作します。たとえば、PDF ライターを使用すると PDF ファイルに出力でき
ます。

この手順は、Windows 7 または Windows 8.x (デスクトップ) オペレーティング システムのリモート デスクトップ用に
記述されています。この手順は、Windows XP および Windows Vista のものと似ていますが、まったく同一というわけ
ではありません。

開始する前に

View Agent の仮想印刷コンポーネントがリモート デスクトップにインストールされていることを確認します。リモート
デスクトップ ファイル システムでは、ドライバは C:\Program Files\Common Files\VMware\Drivers\Virtual
Printer にあります。

View Agent のインストールは、仮想マシンをリモート デスクトップとして使用するための準備に必要な作業の 1 つで
す。詳細については、『VMware Horizon View 管理ガイド』を参照してください。

手順

1 Windows 7 または Windows 8.x のリモート デスクトップでは、[スタート] - [デバイスとプリンタ] をクリックし
ます。
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2 [デバイスとプリンタ] ウィンドウでデフォルト プリンタを右クリックし、コンテキスト メニューから [プリンタ プ
ロパティ] を選択し、プリンタを選択します。

リモート デスクトップで、仮想プリンタは「<<プリンタ名>#:<番号>>」のように表示されます。

3 [プリンタ プロパティ] ウィンドウで、[デバイス設定] タブをクリックし、使用する設定を指定します。

4 [全般] タブで、[環境設定] をクリックして使用する設定を指定します。

5 [印刷設定] ダイアログ ボックスで、異なるタブを選択して使用する設定を指定します。

[ページ調整] の詳細設定については、VMware はデフォルト設定を推奨しています。

6 [OK] をクリックします。

USB プリンタの使用
Horizon View 環境では、仮想プリンタおよびリダイレクトされた USB プリンタは競合することなく共に動作します。

USB プリンタは、ローカル クライアント システムの USB ポートに接続されるプリンタです。印刷ジョブを USB プリン
タに送信するには、USB リダイレクト機能を使用するか、仮想印刷機能を使用できます。USB 印刷は、ネットワーク状
況によって、仮想プリンタよりも高速になる場合があります。

n 必要なドライバがリモート デスクトップにもインストールされていれば、USB リダイレクト機能を使用して USB プ
リンタをリモート デスクトップの仮想 USB ポートに接続できます。

このリダイレクト機能を使用すると、プリンタは論理的にはクライアントの物理 USB ポートに接続されなくなるの
で、USB プリンタは、ローカル クライアント マシンのローカル プリンタのリストには表示されません。これはま
た、ローカル クライアント マシンからではなく、リモート デスクトップからも USB プリンタに印刷できることを
意味します。

リモート デスクトップで、リダイレクトされた USB プリンタは <<printer_name>> のように表示されます。

USB プリンタの接続方法の詳細は、「USB デバイスの接続 (P. 55)」を参照してください。

n 一部のクライアントでは、仮想印刷機能を代わりに使用して USB プリンタに印刷ジョブを送信できます。仮想印刷
機能を使用する場合、リモート デスクトップとローカル クライアントの両方から USB プリンタに印刷でき、リモー
ト デスクトップにプリンタ ドライバをインストールする必要はありません。

Adobe Flash の表示の制御
コンピューティング リソースを節約するための設計として、View 管理者は View デスクトップに表示される Adobe Flash
コンテンツの表示レベルを設定できます。場合によっては、これらの設定によって再生の品質が低下することがあります。

マウス ポインタを Adobe Flash コンテンツの上に移動すると、View 管理者が指定した Adobe Flash の設定を上書きで
きます。

Adobe Flash の表示の制御は、Windows 版の Internet Explorer セッションでのみ利用でき、Adobe Flash バージョ
ン 9 および 10 でのみ使用できます。Adobe Flash の表示品質を制御するには、Adobe Flash がフルスクリーン モード
以外で動作している必要があります。

手順

1 View デスクトップの Internet Explorer から、該当する Adobe Flash コンテンツを参照し、必要があれば開始し
ます。

View 管理者による Adobe Flash 設定によっては、フレームが欠落したり、再生の品質が低下したりすることがあ
ります。

2 マウス ポインタを再生中の Adobe Flash コンテンツに移動します。

カーソルが Adobe Flash コンテンツ上にある限り、表示の品質は改善されます。

3 品質改善を維持するには、Adobe Flash コンテンツの内側をダブルクリックします。
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CAD および 3D アプリケーション用の相対マウス機能の使用
CAD または 3D アプリケーションが Horizon View 5.2 以降のデスクトップで使用されている時に PCoIP 表示プロトコ
ルを使用する場合、相対マウス機能を有効にするとマウスのパフォーマンスが改善します。

ほとんどの状況で、3D レンダリングを必要としないアプリケーションを使用していれば、View Client は絶対座標を使
用してマウス ポインタの移動に関する情報を伝達します。絶対座標を使用すれば、クライアントはマウスの移動をローカ
ルで描画し、これはパフォーマンスが改善され、特に企業ネットワークの外にいる場合は顕著です。

AutoCAD や 3D のビデオ ゲームの再生などのグラフィックスを多用するアプリケーションを使用する必要がある業務で
は、絶対座標ではなく相対座標を使用する相対マウス機能を有効にしてマウスのパフォーマンスを改善できます。この機

能を使用するには、View Client メニュー バーから [オプション] - [相対マウスを有効] を選択します。

注意   フル画面モードではなくウィンドウ モードで View Client を使用して相対マウス機能を有効にすると、マウス ポイ
ンタを View Client メニュー オプションに移動したり、View Client ウィンドウの外にポインタを移動できなくなること
があります。この状態を解決するには、<Ctrl>+<Alt> を押します。

相対マウス機能を有効にすると、企業ネットワークの外（WAN）ではパフォーマンスが遅くなることがあります。

重要   この機能には Horizon View 5.2 以降のデスクトップが必要で、デスクトップ プールで 3D レンダリングをオンに
する必要があります。プールの設定および 3D レンダリングで使用できるオプションについての詳細については、『
VMware Horizon View 管理ガイド』を参照してください。
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Horizon View Client のトラブルシューティ
ング 6

デスクトップをリセットするか、VMware Horizon View Client アプリを再インストールすることによって、
Horizon View Client のほとんどの問題を解決できます。

この章では次のトピックについて説明します。

n View Client が予期せずに終了する場合の対処 (P. 65)

n デスクトップのリセット (P. 65)

n Horizon View Client のアンインストール (P. 66)

View Client が予期せずに終了する場合の対処
ユーザーが終わらせたわけではないのに View Client が終了する場合があります。

問題

View Client が予期せずに終了する場合があります。View 接続サーバの構成によっては、「View 接続サーバ への安全な

接続がありません」のようなメッセージが表示される場合があります。メッセージが表示されない場合もあります。

原因

この問題は、View 接続サーバへの接続が失われると発生します。

解決方法

u View Client を再起動します。View 接続サーバ が再び実行するようになるとすぐに正常に接続できます。接続の問
題が解決しない場合は、View 管理者へお問い合わせください。

デスクトップのリセット

デスクトップ オペレーティング システムが応答しなくなった場合、デスクトップのリセットが必要な場合があります。
リセット操作を実行すると、デスクトップがシャットダウンおよび再起動されます。保存されてないデータは失われます。

リモート デスクトップをリセットする操作は、物理的な PC を強制的に再起動するためにその PC のリセット ボタンを押
す操作に相当します。リモート デスクトップで開いているすべてのファイルが、保存されずに閉じられることになります。

デスクトップをリセットできるのは、View 管理者がこの機能を有効にしている場合のみです。
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手順

u [デスクトップをリセット] コマンドを使用します。

オプション 操作

デスクトップのオペレーティング システム
で

メニュー バーから [オプション] - [デスクトップをリセット] を選択します。

デスクトップ選択リストから a Horizon View Client を起動し、リモート デスクトップへのアクセスを提供す
る View 接続サーバに接続し、認証情報を入力します。

b [デスクトップ選択] ウィンドウに移動して、デスクトップ アイコンを右クリック
して [デスクトップをリセット] を選択します。

 

リモート デスクトップのオペレーティング システムは再起動されます。Horizon View Client はデスクトップから切断
されます。

次に進む前に

リモート デスクトップに接続する前に、システムが完全に起動するまで待機します。

Horizon View Client のアンインストール
Horizon View Client の問題は、Horizon View Client アプリケーションをアンインストールして再インストールすると
解決することがあります。

他のアプリケーションをアンインストールするときと同じ方法で Horizon View Client をアンインストールします。

たとえば、Windows オペレーティング システムで使用できる [プログラムの追加と削除] アプレットを使用して
VMware Horizon View Client アプリケーションを削除します。

アンインストールが完了したら、アプリケーションを再インストールできます。

第 2 章「Windows 版 View Client のインストール (P. 17)」を参照してください。
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