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本マニュアル『View Manager 管理ガイド』では、VMware® View Manager をインス
トール、構成、および使用に関する情報を提供します。これには、各種ソフトウェア 
コンポーネントのインストール方法、サーバの展開方法、およびデスクトップのプロ
ビジョニング方法とユーザー アクセスの制御方法が含まれます。また、ユーザーが仮
想インフラストラクチャで稼働している仮想デスクトップまたはお使いのネットワー
ク環境で稼働している物理的なシステムを使用できるようになるクライアント ソフト
ウェアについても説明します。

この章では次のトピックについて説明します。

改訂履歴 （P.9）

本書へのフィードバック （P.10）

スタイル （P.10）

改訂履歴
本マニュアルは、製品のリリースごとに、あるいは必要に応じて改訂されます。改訂
版には大小の変更が加えられます。表 1 は、本マニュアルの各バージョンにおける
主な変更点を示したものです。

本書について

表1  改訂履歴

リビジョン 説明

<View Manager> <3.1> ドキュメント初版。
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対象読者
本マニュアルは、View Manager をインストール、管理、または構成するすべての方
を対象としています。本書に記載されている情報は、仮想マシンのテクノロジーと
データセンターの操作に精通した、経験豊富な Windows または Linux システム管理
者向けに書かれています。

本書へのフィードバック
VMware では、ドキュメント改善の参考にさせて頂くためにお客様さまからのご意見
をお待ちしています。本マニュアルに関するコメントがございましたら、下記の電子
メールアドレスまでフィードバックをお寄せください。

docfeedback@vmware.com

スタイル
本書では、表 2 のスタイル規則を使用しています。 

テクニカル サポートおよびエデュケーション リソース
ここでは、お客様にご利用いただけるテクニカル サポート リソースを紹介します。
本書およびその他の本の最新版を入手するには、
http://www.vmware.com/jp/support/pubs をご覧ください。

表2  本マニュアルのスタイル規則

スタイル 対象エレメント

青字（オンラインのみ） 相互参照、Web アドレス、リンク、メールアドレスに使用

LucidaMonoEFO
(等倍フォント )

コマンド、ファイル名、ディレクトリ、パスに使用

LucidaMonoEFO
(等倍フォント太字 )

ユーザー入力を示す場合に使用

[ 角カッコ ] インターフェイス オブジェクト、ボタンに使用

< 山カッコ > キー、変数およびパラメータに使用

太字 用語集の用語、見出し語に使用

下線 強調したい箇所に使用

『二重かぎカッコ』 文献名に使用

http://www.vmware.com/jp/support/pubs
http://www.vmware.com/jp/support/pubs
mailto:docfeedback@vmware.com
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セルフ サービス サポート
お客様が問題を自身で解決するツールとして、あるいはテクニカル情報として、以下
の VMware Technology Network (VMTN) をご利用いただけます。

製品情報　http://www.vmware.com/jp/products/

技術情報　http://www.vmware.com/vcommunity/technology

ドキュメント　http://www.vmware.com/jp/support/pubs

VMTN ナレッジベース　http://kb.vmware.com

ディスカッション フォーラム　http://www.vmware.com/community

ユーザー グループ　http://www.vmware.com/vcommunity/usergroups.html

VMware Technology Network の詳細については、 http://www.vmtn.net をご覧ください。

オンラインおよび電話サポート
オンライン サポートを使用して、テクニカル サポート要求の送信、製品および契約
情報の閲覧、および製品の登録を行うには、http://www.vmware.com/jp/support をご覧
ください。

該当するサポート契約を結んでいるお客様の場合、迅速な対応が必要な Severity 1 の
問題に関しては電話でのサポートをご利用ください。詳しくは、
http://www.vmware.com/support/phone_support をご覧ください。

サポート サービス
当社のサポート サービスがお客様のビジネス ニーズにどのように対応できるかを、
http://www.vmware.com/jp/support/services にてご検討ください。

VMware プロフェッショナル サービス
VMware エデュケーション サービスのコースでは、広範なハンズオンラボや事例の紹
介をいたします。また、業務の際のリファレンスとしてお使いいただける資料も提供
しています。コースはオンサイト、教室、およびオンラインで受講できます。
VMware コンサルティング サービスでは、オンサイトのパイロット プログラムおよ
び導入のベスト プラクティスのために、仮想環境の評価、計画、構築、および管理
を支援するサービスが提供されます。エデュケーション クラス、認定プログラム、
およびコンサルティング サービスに関する情報を入手するには、
http://www.vmware.com/jp/services をご覧ください。

http://www.vmware.com/jp/support
http://www.vmware.com/support/phone_support.html
http://www.vmware.com/support/phone_support.html
http://www.vmware.com/jp/support/services
http://www.vmware.com/jp/support/services
http://www.vmware.com/jp/services/
http://www.vmware.com/jp/services/
http://www.vmware.com/jp/products/
http://www.vmware.com/vcommunity/technology
http://www.vmware.com/jp/support/pubs
http://kb.vmware.com
http://www.vmware.com/community
http://www.vmware.com/vcommunity/usergroups.html
http://www.vmware.com/vcommunity


View Manager 管理ガイド

12 VMware, Inc.  



VMware, Inc. 13  

1

View Manager 3.1 は、システム管理者による迅速なデスクトップのプロビジョニング
とユーザー アクセスの制御を可能にする、柔軟性のある直観的なデスクトップ管理
ソリューションです。クライアント ソフトウェアによって、ユーザーは、仮想イン
フラストラクチャで稼働している仮想デスクトップまたはお使いのネットワーク環境
で稼働している物理的なシステムを使用できるようになります。

この章では、View Manager で利用できる機能の概要を簡単に説明し、このアプリ
ケーションに関連するソフトウェア コンポーネントのインストールおよび実行に必
要なシステム要件について説明します。

この章では次のトピックについて説明します。

View Manager の概要（P.13）

View Manager コンポーネント（P.16）

システム要件（P.17）

View Manager の概要
View Manager は、管理者が VMware ESX サーバで稼働している仮想マシンからデス
クトップを作成して、それらをエンド ユーザーに展開できるように VMware 
VirtualCenter を統合します。また、View Manager は、ユーザーを認証および管理す
るために既存の Active Directory インフラストラクチャを利用します。

デスクトップが作成されると、Web ベースまたはローカルにインストールされたク
ライアント ソフトウェアによって、統合された仮想デスクトップ、バック エンドの
物理システム、またはターミナル サーバに対して、認証済みのエンド ユーザーが安
全に接続できるようになります。

はじめに 1
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図 1-1 は、View Manager 環境およびそのメイン コンポーネントの具体例を高水準で
の概観で示したものです。これらのコンポーネントについては、本書で詳しく後述し
ます。

図1-1  例：View Manager 環境の高水準での概観
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第 1章はじめに

  

View Manager の機能
View Manager の主要な機能は、次のとおりです。

エンタープライズ クラスの接続ブローカー　View Manager ではユーザーとユー
ザーが使用する仮想デスクトップとの接続を管理します。ユーザーが View 
Manager に接続すると、ユーザーのアクセスが許可されている仮想デスクトッ
プが表示されます。

「スマート プーリング」機能　通常および読み取り専用のさまざまなプーリング
機能によって、統合デスクトップのプロビジョニングと管理が簡素化されます。

柔軟性のある展開オプション　View Manager コンポーネントは、さまざまな構
成でネットワークの異なる複数の部分に展開できるため、セキュリティ、拡張
性、および信頼性が向上します。さらに、複数の VirtualCenter サーバがサポー
トされ、View Manager を水平方向に拡張することで数多くの仮想デスクトップ
をサポートできます。

高可用性　サーバは、自動フェイルオーバーを備えた高い可用性と拡張性を実現
するようにクラスタ化できます。これらのサーバでは、業界標準のロード バラ
ンシング ソリューションを利用することも可能です。

Microsoft Active Directory との統合　Active Directory に接続することによって、
ユーザーおよびユーザー グループのアカウントを検索したり、認証機能を使用
して、仮想デスクトップにアクセスできるユーザーを制御したりできます。

VMware Virtual Infrastructure（VI）とのシームレスな統合　VMware VirtualCenter 
と連係して、自動サスペンド、自動レジュームなどの高度な仮想デスクトップ管
理機能を提供します。これにより、仮想デスクトップをホストするのに必要とな
るメモリ容量および処理能力が低減します。

VMware Virtual Infrastructure を利用することで、デスクトップはサーバのハード
ウェアに障害が発生しても稼働できるようになり、ハードウェアを二重化するこ
となく計画外の障害からすばやく復旧できます。

安全なアクセス　オプションの安全なカプセル化機能によって、すべてのネット
ワーク接続を暗号化できます。

2 要素認証のサポート　RSA SecurID によって、アクセス コントロールが強化さ
れています。

USB クライアント デバイスと仮想印刷のサポート　USB デバイスおよびプリン
タをクライアントにローカルに接続でき、それらのデバイスには仮想デスクトッ
プからアクセスできます。

Web ベースの管理ユーザー インターフェイス　Web ベースの管理コンソールに
よって、仮想デスクトップを任意の場所で管理できます。
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非 VI システムのサポート　物理マシンまたはターミナル サービスは、View 
Manager でも管理できます。既存のアーキテクチャをシームレスに View 環境と
統合できます。

拡張性の高い仮想インフラストラクチャ　リンク クローン機能によって、単一
の基本イメージから複数のデスクトップを展開できます。後でこのイメージが変
更されても、リンク クローン プール内のすべてのデスクトップに、変更内容が
自動的に伝播されます。

View Manager 3.1 は完全な多言語対応製品です。

View Manager コンポーネント
View Manager を構成する主要コンポーネントは次のとおりです。

View Connection Server　クライアント接続のブローカーとして機能するソフト
ウェア。受信したリモート デスクトップ ユーザーの要求を、認証したり、適切
な仮想デスクトップ、物理デスクトップ、またはターミナル サーバにダイレク
トしたりします。

View Agent　すべてのゲスト仮想マシン、物理システム、またはターミナル 
サーバにインストールされ、それらを View Manager で管理できるようにする
ためのソフトウェア サービス。View Agent は、RDP 接続の監視、仮想印刷、
リモート USB のサポート、シングル サイン オンなどの機能を備えています。

View Client　ローカルにインストールされ、View Connection Server と通信を行
うソフトウェア アプリケーション。これによってユーザーは、Microsoft Remote 
Desktop Protocol（RDP）を使用して自分のデスクトップに接続できます。

View Client with Offline Desktop（試験的）　ユーザーが仮想マシンをダウンロー
ドしてそれらをローカル システムで使用できるようにする Offline Desktop 機能
に対応した、View Client の拡張バージョン。

View Portal　複数のオペレーティング システムおよびブラウザでサポートされ
る、View Client の Web ベース バージョン。

View Administrator　View Manager の管理者は、この Web アプリケーションを
使って View Connection Server の設定、デスクトップの展開と管理、ユーザー認
証の制御、システム イベントの開始と調査、および分析作業の実行が可能です。

View Composer　VirtualCenter サーバ上にインストールされるソフトウェア サー
ビス。これによって View Manager は、複数のリンク クローン デスクトップをす
ばやく展開できます。
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システム要件
次のセクションでは、View Manager を構成する主要コンポーネントのハードウェア
要件およびソフトウェア要件について説明します。

View Connection Server
View Connection Server は、Windows Terminal Server の役割がインストールされてい
るサーバではサポートされていません。View Connection Server をインストールする
サーバから Windows Terminal Server の役割を削除してください。

View Connection Server は、次の仕様を満たす 32 ビットまたは 64 ビットの専用の物
理サーバまたは仮想サーバ上で動作します。

Pentium Ⅳ 2.0Ghz 以上の性能のプロセッサ（デュアル プロセッサを推奨）

2GB 以上の RAM（50 台以上の View Manager デスクトップに展開する場合は、
3GB の RAM を推奨）

1 つ以上の 10/100Mbps ネットワーク インターフェイス コントローラ（NIC）
（1Gbps の速度に対応した NIC を推奨）

サポートされるオペレーティング システム
View Connection Server は次の 32 ビット OS にインストールできます。

Windows Server 2003 R2 Standard Edition SP2

Windows Server 2003 Standard Edition SP2

Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition SP2

Windows Server 2003 Enterprise Edition SP2

注意   VMware の一部の製品リリースは、特定の「試験的機能」を備えています。こ
れらの機能は、試験や実験の目的でご使用いただくものです。弊社では、これらの機
能が本番環境で使用されることを想定していません。しかし、試験的機能の使用にあ
たってお客様側で何か問題が生じた場合、弊社ではお客様からのご意見やご要望を承
りたいと考えています。通常のお問い合わせ方法を用いて、サポート要求を送信して
ください。送信された要求に対し、自動確認メッセージが返信されます。ただし、ト
ラブルシューティングを行ったり、回避策を提示したり、これらの試験的機能の修正
プログラムを提供したりといったことはできかねますので、ご了承ください。

注意   上記の仕様は、高可用性または外部アクセスを実現する目的でユーザーの環境
にインストールされている、あらゆる追加の View Connection Server インスタンスに
適用されます。
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前提条件

View Connection Server には、次の前提条件があります。

View Manager に有効なライセンス キー。次のタイプのライセンスが使用でき
ます。

View Manager

View Composer を備えた View Manager

View Composer および Offline Desktop を備えた View Manager

VMware Infrastructure 3.0.2（サポート対象）または VMware Virtual 
Infrastructure 3.5（推奨）。ESX および ESXi 3.5 の両方がサポートされます。

View Connection Server の標準インスタンスまたはレプリカ インスタンスのホス
ト オペレーティング システムが、Active Directory ドメインに参加していること。
次のバージョンの Active Directory がサポートされています。

Windows 2000 Active Directory

Windows 2003 Active Directory 

標準の（リンク クローンではない）デスクトップ プールにカスタマイズ仕様を
適用するには、お使いの VirtualCenter サーバに Microsoft Sysprep ツールがイン
ストールされている必要があります。

RSA Authentication Manager
View Connection Server は、RSA Authentication Manager バージョン 6.1 および 7.1 と
ともに認証されています。バージョン 6.1 と互換性のある RSA Authentication 
Manager のその他のバージョンもサポートされています。

注意   View Composer および Offline Desktop 機能を使用するには、VMware 
Infrastructure 3.5 update 3 または update 4 が必須です。

注意   View Connection Server では、Active Directory に対するスキーマまたは構
成のアップデートが作成されることも、要求されることもありません。
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オペレーティング システムによるインストール済みコンポーネン
トのサポート

表 1-1 は、ローカルにインストールされた View Manager コンポーネントをサポート
する、さまざまなタイプの Windows オペレーティング システムを示しています。各
コンポーネントに対して 32 ビット版のみのサポートが提供されています。これらの
コンポーネントのその他の環境要件は、後続のセクションで説明します。この表の列
の詳細は、次のとおりです。

View Agent　View Manager デスクトップにインストールされる View Agent サー
ビスです。この列では、View Manager で管理できるオペレーティング システム
を示しています。この列は、さらに 2 つの列に分かれています。

仮想　ゲストとしてサポートされる仮想システムです。これらのシステム
は、Virtual Infrastructure 内に常駐させてプロビジョニングと管理を行うか、
または、VMware Server などの別の VMware アプリケーション内にスタンド
アロンのシステムとして存在させることもできます。

物理　代替の複数のバック エンドとしてサポートされる物理システム
（ターミナル サーバなど）です。

View Client　View Client アプリケーションです。この列では、View Client のイン
ストールと実行が可能なオペレーティング システムを示しています。

Offline Desktop　View Client with Offline Desktop アプリケーションです。この列
では、View Client with Offline Desktop のインストールと実行が可能なオペレー
ティング システムを示しています。オフライン コンテキストでのダウンロード
および使用が可能な View Manager デスクトップのリストについては、View 
Client with Offline Desktop：サポートされるゲスト（P.23）を参照してください。

View Composer　VirtualCenter ホスト システム上で実行する View Composer 
サービスです。この列では、View Composer の実行が可能なオペレーティング 
システムを示しています。

注意   View Connection Server の要件はこの表には含まれていません。View 
Connection Server の詳しい情報については、View Connection Server（P.17）を参照
してください。
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オペレーティング システムによる Web コンポーネントのサポート
表 1-2 は、View Manager の Web ベースの コンポーネントがサポートされるさまざま
なタイプのオペレーティング システムを示しています。Web ブラウザと追加ソフト
ウェアの要件についても記載しています。Web ベースのコンポーネントのその他の
環境要件は、後続のセクションで説明します。

表1-1  オペレーティング システムによるインストール済みコンポーネントの
サポート（32 ビット）

オペレーティング システム  View Agent  View Client  Offline Desktop

 仮想  物理

Windows 2000 Professional SP4  ○

Windows XP Professional SP1  ○  ○  ○

Windows XP Professional SP2  ○  ○  ○  ○

Windows XP Professional SP3  ○  ○  ○  ○

Windows XP Home SP2  ○

Windows XP Embedded  ○

Windows Vista Home  ○

Windows Vista Home Premium  ○

Windows Vista Business  ○  ○  ○

Windows Vista Business SP1  ○  ○  ○

Windows Vista Enterprise SP1  ○  ○

Windows Vista Ultimate  ○

Windows Vista Ultimate SP1  ○  ○  ○

Windows Server 2003 Enterprise 
Terminal Server

 ○

Windows Server 2003 Enterprise 
Terminal Server SP2

 ○

Windows Server 2003 SP1
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View Agent
Windows View Manager デスクトップに View Agent をインストールするには、管理者
権限が必要です。

View Composer

View Manager の View Composer 機能を使用して、Windows Vista Ultimate Edition ま
たは Windows XP Professional SP1 を実行しているデスクトップを展開することはでき
ません。View Composer の詳細については、第 6 章 View Composer（P.125）を参照
してください。

表1-2  オペレーティング システムによる Web ベースのコンポーネントのサポート
（32 ビット）

オペレーティング システム  View Portal  View Administrator

Windows 2000 Professional SP4  Internet Explorer 6
 Internet Explorer 7
 Firefox 2.0
 Firefox 3.0

Windows XP Professional SP1  Internet Explorer 6 SP2
 Internet Explorer 7Windows XP Professional SP2 

Windows XP Professional SP3 

Windows XP Home SP2 

Windows Vista Home  Internet Explorer 7

Windows Vista Home Premium 

Windows Vista Business 

Windows Vista Business SP1 

Windows Vista Ultimate 

Windows Vista Ultimate SP1 

RHEL 5.0（Update 1） - 試験的  Firefox 2.0 / 3.0 
 Java JRE 1.5.0 または 
1.6.0 
 rdesktop

SLES 10 SP1 - 試験的

Ubuntu 8.04 - 試験的

Mac OS/X Tiger（10.4） - 試験的  Safari
 Java JRE 1.5.0
 RDC 2.0

Mac OS/X Leopard（10.5） - 試験的
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ボリューム ライセンスと Windows Vista Ultimate

Windows Vista Ultimate は、企業向けの広範囲な展開を想定した製品ではないため、
ボリューム ライセンスをサポートしていません。Windows Vista Ultimate を使用する
デスクトップ クローンを展開するには、まず Microsoft に問い合わせてライセンス上
の義務に関して確認する必要があります。

View Client および View Client with Offline Desktop
クライアント デスクトップに View Client または View Client with Offline Desktop をイ
ンストールするには、管理者権限が必要です。View Manager デスクトップで使用す
るためにクライアント システムに接続された USB デバイスをリダイレクトするには、
どちらかのアプリケーションをインストールするときに USB リダイレクト機能を有
効にする必要があります。

Microsoft リモート デスクトップ接続

Microsoft リモート デスクトップ接続（RDC）6.1 をお勧めします。RDC 5.0 および 
RDC 6.0 がサポートされています（マルチ モニタ サポートを利用するには、少なくと
も RDC 6.0 がインストールされている必要があります）。RDC 6.1 は、以下の URL から
ダウンロードできます。

http://microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=6E1EC93D-BDBD-4983-92F7-4
79E088570AD

HP Remote Graphics Software

HP Remote Graphics Software（RGS）は、HP の表示プロトコルであり、ユーザーは
標準ネットワーク上にあるリモート コンピュータのデスクトップにアクセスできま
す。View Client では、HP Blade PC、HP Workstation、および HP Blade Workstation に
接続するときに、表示プロトコルとして HP RGS を使用できます。HP RGS のバージョ
ン 5.2.5 をサポートしています。VMware では、HP RGS を View 3.1 にバンドルしてい
ません。また、ライセンスも付与していません。View 3.1 で使用するには、HP RGS 
ソフトウェアのバージョン 5.2.5 のライセンスを HP より取得してください。今回のリ
リースでは、仮想マシンへの HP RGS での接続はサポートしていません。

製品の互換性

View Client、View Client with Offline Desktop、および View Agent を同じマシンにイン
ストールすることはできません。

注意   Offline Desktop は試験的な機能です。試験的機能の詳細については、システム
要件（P.17）を参照してください。

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=6E1EC93D-BDBD-4983-92F7-479E088570AD&displaylang=en
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次のアプリケーションがインストールされているシステムには、View Client with 
Offline Desktop をインストールできません。

VMware ACE

VMware Player

VMware Server

VMware Workstation

上記のアプリケーションは、View Client with Offline Desktop をインストールする前
にアンインストールしておく必要があります。

View Client with Offline Desktop：サポートされるゲスト
次の 32 ビットオペレーティング システムは、View Client with Offline Desktop でダウ
ンロードして使用することができます。

Windows XP Professional SP2 

Windows XP Professional SP3 

View Client および View Client with Offline Desktop：MMR

マルチメディア リダイレクト（MMR）機能では、仮想チャネルを利用してクライア
ントに直接マルチメディア ストリームを配信します。これにより、完全に忠実な再生
が行われます。MMR は、クライアントのオペレーティング システムが Windows XP、
Windows XP Embedded、および Windows Vista の View Client と View Client with Offline 
Desktop でサポートされています。

MMR ポートが、ご利用のすべてのファイアウォールに例外として追加されることを
確認してください。デフォルトのポートは 9427 です。

MMR は以下のメディア形式をサポートしています。

AC3

MP3

MPEG-1

MPEG-2

MPEG-4-part2

WMA

WMV 7/8/9
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これらのファイルと併用する推奨アプリケーションは、Windows Media Player 10 で
す。このアプリケーションは MMR をサポートするため、クライアントと View 
Manager デスクトップの両方にインストールしてください。

View Portal
View Portal および Internet Explorer 6 以降を使用してデスクトップにアクセスする 
Windows ユーザーには、ActiveX コントロールが必要です。

Linux システム上で View Portal を使用して Windows デスクトップに接続するには、
事前に rdesktop 1.5.0 をインストールしておく必要があります。rdesktop は次の URL 
からダウンロードできます。

http://www.rdesktop.org

rdesktop をダウンロードした後、readme ファイルの指示に従って操作してください。

オペレーティング システムのサポート

View Portal は、Mac OS/X および Linux オペレーティング システムで動作する試験的
な機能です。試験的な機能の詳細については、システム要件（P.17）を参照してくだ
さい。

USB のサポート

View Portal で USB リダイレクト機能を使用するには、まずユーザーが自分のローカ
ル システムに View Client をインストールする必要があります。この詳細については、
View Client と View Portal（P.94）を参照してください。

仮想印刷

View Portal では、仮想印刷はサポートされません。

注意   View Client のビデオ再生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。

注意   Windows 2000 は USB リダイレクトをサポートしていません。

http://www.rdesktop.org
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View Composer
VMware Infrastructure 3.5 update 3 または update 4 は、View Composer 機能の使用に
必須であり、次の 32 ビット プラットフォームでサポートされています。

Windows Server 2003 Service Pack 1

Windows XP Professional Service Pack 2

データベース要件

View Composer データを格納するには、VirtualCenter サーバに存在する（またはこの
サーバで使用できる）SQL データベースも必須です。

サポートされたデータベースの種類と、そのデータベースごとの要件を 表 1-3 に示し
ます。

注意   View Manager の View Composer 機能を使用して、Windows Vista Ultimate 
Edition または Windows XP Professional SP1 を実行しているデスクトップを展開する
ことはできません。

注意   データベースがすでに VirtualCenter サーバに存在する場合は、View Composer 
で既存のデータベースを使用できます。たとえば、デフォルトで VirtualCenter とと
もに提供される SQL Server 2005 Express インスタンスがあります。

表1-3  View Composer のデータベース サポートおよび要件

データベースのタイプ  要件

Microsoft SQL Server 2000 Standard SP4 Windows XP の場合は MDAC 2.8 SP1 をクラ
イアントに適用します。
クライアントには SQL Server のドライバを
使用します。

Microsoft SQL Server 2000 Enterprise SP4

Microsoft SQL Server 2005 Standard SP1/SP2 Windows XP の場合は MDAC 2.8 SP1 をクラ
イアントに適用します。
クライアントには SQL ネイティブ クライア
ントのドライバを使用します。

Microsoft SQL Server 2005 Enterprise SP1/SP2

Microsoft SQL Server 2005 Express

Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition 64 ビット SP2 N/A

Microsoft SQL Server 2005 Enterprise Edition 64 ビット SP2

Oracle 9i release 2 Standard（9.2.0.8）

Oracle 9i release 2 Enterprise（9.2.0.8）

Oracle 10g Standard Release 2（10.2.0.1.0） まずクライアントおよびサーバにパッチ 
10.2.0.3.0 を適用し、その後パッチ 5699495 
をクライアントに適用します。Oracle 10g Enterprise Release 2（10.2.0.1.0）
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Oracle 10g Standard Release 1（10.1.0.3.0） N/A

Oracle 10g Enterprise Release 1（10.1.0.3.0）

Oracle 10g Standard Release 2（10.1.0.3.0）

Oracle 10g Enterprise Release 2（10.1.0.3.0）

Oracle 10g Enterprise Edition Release 2（10.2.0.3.0）
64 ビット

まずクライアントにパッチ 10.2.0.3.0 を適用
し、その後パッチ 5699495 をクライアント
に適用します。

表1-3  View Composer のデータベース サポートおよび要件（続き）

データベースのタイプ  要件
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この章では、View Connection Server の 1 つ以上のインスタンスのインストールおよ
びバックアップ方法について説明し、この操作時に実行する可能性のあるさまざまな
展開シナリオについても検討します。

View Connection Server をインストールする前に、第 1 章 はじめに（P.13）を参照し
て、システム要件と、ハードウェアおよびデバイスのサポートを確認してください。

View Connection Server のインストールおよび構成が完了したら、View Manager の構
成情報のバックアップ方法については View Connection Server のバックアップ（P.42）
を、非常に大きいデスクトップの展開に対応するための View 環境の構成方法につい
てはインストールの最適化（P.43）を参照してください。

この章では次のトピックについて説明します。

View Connection Server の概要（P.28）

標準サーバのインストール（P.29）

レプリカ サーバのインストール（P.30）

セキュリティ サーバのインストール（P.32）

View Manager ユーザーの VirtualCenter 権限（P.39）

View Manager の初期構成（P.40）

View Connection Server のバックアップ（P.42）

インストールの最適化（P.43）

インストール 2
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View Connection Server の概要
View Connection Server は、VirtualCenter と通信して、仮想デスクトップの高度な管
理を実現します。これには、プール管理の一環としての仮想デスクトップの作成や、
自動でのサスペンドおよび再開などの電源操作が含まれます。

View Connection Server は、次の機能を実行します。

ユーザー認証

View LDAP を使用したユーザー デスクトップの資格割り当て

仮想デスクトップのセッション管理

セキュリティで保護された接続の確立、仮想デスクトップの接続、およびシング
ル サイン オンの調整

View Administrator Web クライアントによって使用される管理サーバ 

仮想デスクトップ プールの管理

View Connection Server インスタンス
View Connection Server を、View Manager のコネクション ブローカー専用の物理サー
バまたは仮想サーバのいずれかに配置されている Microsoft Windows Server システム
にインストールします。ホスト システムは、Active Directory ドメインに参加してい
る必要があります（ただし、ドメイン コントローラにはできません）。また、ホスト 
システムでは静的な IP アドレスを使用することをお勧めします。

View Connection Server のインストールに使用されるドメイン ユーザー アカウント
は、そのサーバ上での管理者権限を持っている必要があります。また、View 
Connection Server の管理者は、VirtualCenter の管理者認証情報も持っている必要が
あります。

サーバは、標準、レプリカ、またはセキュリティ サーバとしてインストールできま
す。インスタンス タイプは、インストール プロセス中に選択します。

要注意   View Connection Server を、その他の機能またはロールを実行するプラット
フォームにインストールしないでください。たとえば、同じシステムを使用して 
VirtualCenter をホストしないでください。

注意   標準またはレプリカの View Connection Server をインストールした Active 
Directory ドメインとは別のドメインにユーザーを追加するために、それらのドメイ
ンと View Connection Server を配置しているドメインとの間に双方向の信頼関係を確
立する必要があります。
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View LDAP

View LDAP は、すべての View Manager 構成情報のデータ リポジトリとして機能す
る、組み込み Lightweight Directory Access Protocol ディレクトリです。View LDAP は 
View Connection Server のインストールの一部として提供されます。

View LDAP には、View Manager 内で使用される次のコンポーネントが含まれてい
ます。

特定の View Manager のスキーマ定義

ディレクトリ情報ツリー（DIT）の定義

アクセス制御リスト（ACL）

View LDAP には、次の View Manager オブジェクトを表すエントリが含まれています。

アクセス可能な各仮想デスクトップを表す仮想デスクトップ エントリ。これに
は、このデスクトップの使用が許可されている、Active Directory 内の Windows 
ユーザーおよび Windows ユーザー グループの外部セキュリティ プリンシパル

（FSP）エントリへの参照が含まれています。

まとめて管理される複数の仮想デスクトップを表す仮想デスクトップ プール エ
ントリ。

各仮想デスクトップを表す仮想マシン エントリ。

構成設定を格納するために使用される、View Manager コンポーネントの構成エ
ントリ。

View LDAP には、他の View Manager コンポーネントに自動化および通知サービスを
提供する、一連の View Manager プラグイン DLL も含まれています。

標準サーバのインストール
標準サーバの展開により、単一のスタンドアロン View Connection Server が作成され
ます。このサーバは、後で、複製された View Connection Server グループ内の最初の
サーバ インスタンスになります。

注意   セキュリティ サーバ インスタンスには、View LDAP コンポーネントは含まれて
いません。
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View Connection Server のインストール時に、標準サーバ インスタンスが作成される
と、新しいローカルの View LDAP インスタンスも作成されます。スキーマ定義、DIT 
定義、ACL などがロードされ、データが初期化されます。

標準サーバをインストールするには、次の手順に従ってください。

1 View Connection Server をホストするシステムで、次の実行可能ファイルを実行
します。xxx は、ファイルのビルド番号です。

VMware-viewconnectionserver-xxx.exe

VMware のインストール ウィザードが表示されます。[Next（次へ）] をクリック
します。

2 VMware のライセンス条件に同意して、[Next（次へ）] をクリックします。

3 インストール先フォルダを受け入れるか、変更して、[Next（次へ）] をクリック
します。

4 [Standard（標準）] 展開オプションを選択します。

5 [Next（次へ）] - [Install（インストール）] - [Finish（完了）] をクリックします。

レプリカ サーバのインストール
レプリカ サーバは、高可用性およびロード バランシングを実現するためにインス
トールされる、追加の View Connection Server インスタンスです。レプリカ サーバが
インストールされると、ローカルの LDAP インスタンスも作成され、既存の View 
Connection Server からレプリカ サーバ上の View LDAP データが初期化されます。

レプリカのインストール時に、複製されたグループ内のすべての View Connection 
Server が同じ構成データを共有することが合意されます。あるシステムで View LDAP 
データに変更が加えられるたびに、更新された情報が、グループ内の他のすべてのレ
プリカ サーバに自動的に伝播されます。

レプリカをインストールするためには、ネットワーク上に少なくとも 1 つの View 
Connection Server インスタンスが既に存在している必要があります。レプリカ サー
バは、標準サーバまたは別のレプリカ サーバを使用して、そのデータを初期化でき
ます。初期化すると、レプリカ サーバの動作と機能は、標準サーバと同じになり、
同じ機能を提供するようになります。

注意   View LDAP 内のほとんどの構成データは View Administrator から管理されます
が、一部のエントリは、View Connection Server によって自動的に管理されます。

注意   このレプリケーション機能は、Active Directory と同じレプリケーション テクノ
ロジを使用する LDAP によって提供されます。
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サーバ障害が発生した場合でも、複製されたグループ内のその他のサーバは動作し続
けます。障害が発生したサーバが動作を再開した場合、その構成データは自動的に更
新され、停止中に発生した可能性のあるすべての変更が反映されます。図 2-1 は、複
製されたグループとして動作する View Connection Server の 2 つのインスタンスを示
しています。

図2-1  複数のレプリカ サーバ

View 環境の高可用性および拡張性要件をさらに強化するために、ロード バランシン
グ ソリューションを展開することをお勧めします。これにより、接続が、使用可能
な View Connection Server 全体に均等に分散され、障害が発生した、またはアクセス
できないサーバが、複製されたグループから自動的に除外されるようになります。

注意   View Connection Server は、ロード バランシング機能を提供しませんが、標準
的なサードパーティのロード バランシング ソリューションと連動します。
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レプリカ サーバをインストールするには、次の手順に従ってください。

1 View Connection Server をホストするシステムで、次の実行可能ファイルを実行
します。xxx は、ファイルのビルド番号です。

VMware-viewconnectionserver-xxx.exe

VMware のインストール ウィザードが表示されます。[Next（次へ）] をクリック
します。

2 VMware のライセンス条件に同意して、[Next（次へ）] をクリックします。

3 インストール先フォルダを受け入れるか、変更して、[Next（次へ）] をクリック
します。

4 [Replica（レプリカ）] 展開オプションを選択します。

5 複製する既存の View Connection Server のホスト名または IP アドレスを入力しま
す。対象のシステムが、メイン サーバと同じドメインに含まれていない場合に
は、対象のサーバでのローカルの管理者権限が必要になります。

6 [Next（次へ）] - [Install（インストール）] - [Finish（完了）] をクリックします。

セキュリティ サーバのインストール
非武装地帯（DMZ）は、セキュリティで保護された内部ネットワークと、セキュリ
ティで保護されていない外部ネットワークとの間に存在する、半保護状態のサブネッ
トワークです。この領域に存在するサービスは、両方のネットワークに公開されてお
り、外部のユーザーに対し、セキュリティで保護された環境内に存在するアプリケー
ションにアクセスするためのエントリ ポイントを提供します。

View Connection Server のセキュリティ サーバは、ネットワーク保護のレイヤを追加
するために、DMZ にインストールされます。セキュリティ サーバは、単一のアクセ
ス ポイントを提供することで、認証されたユーザーだけが、外部の場所から内部
ネットワークに接続できるようにします。DMZ サービスからの受信通信を、ファイ
アウォール ポリシーを通じて厳格に制御できるため、内部ネットワークが侵害され
るリスクが大幅に軽減されます。

図 2-2 は、ロード バランスされた 2 台のセキュリティ サーバを DMZ に配置した高可
用性環境を示しています。これらの 2 台のセキュリティ サーバは、内部ネットワー
ク内の 2 つの View Connection Server インスタンス（標準サーバとレプリカ サーバ）
と通信しています。

注意   LAN ベースの展開では、ユーザーはその内部ネットワークから任意の View 
Connection Server に直接接続できるため、セキュリティ サーバは必要ありません。



VMware, Inc. 33

第 2章インストール

  

図2-2  複数のセキュリティ サーバ

リモート ユーザーがセキュリティ サーバ経由で接続する場合、仮想デスクトップに
アクセスするには、認証に成功する必要があります。DMZ の両側に適切なファイア
ウォール ルールが適用されるため、このタイプの展開は、インターネット上のクラ
イアント デバイスから仮想デスクトップにアクセスする場合に適しています。

複数のセキュリティ サーバを、標準またはレプリカの View Connection Server それぞ
れに接続できます。DMZ 展開を標準展開と組み合わせて、内部ユーザーと外部ユー
ザーにアクセスを提供できます。

図 2-3 は、View Connection Server の 4 つの インスタンスが、内部ネットワークのそ
のネットワークのユーザー専用のサーバと、外部ネットワークのそのネットワークの
ユーザー専用のサーバで構成される 1 つのグループとして機能する環境を示していま
す。右側のサーバで RSA SecurID 認証を有効にし、すべての外部ネットワーク ユー
ザーに RSA SecurID トークンを使用した認証を義務付けることができます。
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特定のサーバ構成によっては、ロード バランシングが必要な場合もあります。セ
キュリティ サーバが複数ある場合は、ハードウェアまたはソフトウェアのいずれか
のロード バランシング ソリューションが必要です。

図2-3  複数の View Connection Server インスタンスを使用した DMZ 展開

注意   View Connection Server は、ロード バランシング機能を提供しませんが、標準
的なサードパーティのロード バランシング ソリューションと連動します。
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セキュリティ サーバは、View Connection Server 機能のサブセットを実装するため、
Active Directory ドメイン内に配置する必要はありません。また、セキュリティ サー
バには、View LDAP の構成リポジトリが含まれておらず、Active Directory や RSA 
Authentication Manager などのその他の認証リポジトリにはアクセスしません。

ファイアウォール構成
図 2-4 は、セキュリティ サーバ展開を示し、各コンポーネントが通信に使用するプロ
トコルなどの、セキュリティ サーバとその他のすべての View Manager コンポーネン
ト間の関係を表しています。

図2-4  View Manager コンポーネントの図
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DMZ ベースのセキュリティ サーバ展開で推奨されるセキュリティ構成は、2 つの
ファイアウォールを使用する構成です。この構成では、外部ネットワークに接してい
る「フロント エンド」ファイアウォールが、DMZ と内部ネットワークの両方を保護
し、DMZ と内部ネットワークの間の「バック エンド」ファイアウォールが、2 つ目
のセキュリティの層を提供します。

フロント エンド ファイアウォールが、ネットワーク トラフィックが DMZ に到達で
きるように構成されている一方で、バック エンド ファイアウォールは、DMZ 内の
サービスから送信されたトラフィックだけを受け入れるように構成されています。
この構成を図 2-5 に示します。

図2-5  DMZ ベースのセキュリティ サーバ展開の例
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外部のクライアント デバイスが DMZ 内のセキュリティ サーバに接続できるようにす
るには、フロント エンド ファイアウォールで、受信トラフィックを TCP ポート 80 お
よび 443 で許可する必要があります。セキュリティ サーバが、内部ネットワーク内
に存在する各標準サーバまたはレプリカ サーバと通信できるようにするには、バッ
ク エンド ファイアウォールで、受信トラフィックを、AJP13 によって転送された 
Web トラフィック用に TCP ポート 8009 で、Java メッセージ サービス（JMS）トラ
フィック用に TCP ポート 4001 で、許可する必要があります。

View Manager デスクトップと View Connection Server インスタンスが互いに通信でき
るようにするために、バック エンド ファイアウォールの背後で、内部のファイア
ウォールが同様に構成されている必要があります。ポート 4001 は、各 View Manager 
デスクトップにインストールされた View Agent コンポーネントまたは DMZ 内のセ
キュリティ サーバからの、標準またはレプリカの View Connection Server インスタン
スを送信先とする JMS トラフィックに使用されます。

どのファイアウォール構成でも、View Client for Windows と View Agent の間、および
シン クライアントと View Agent の間のトラフィックに TCP ポートの 3389 と 32111 
が使用されます。TCP ポート 3389 は RDP トラフィック用に使用されます。TCP ポー
ト 32111 は USB デバイスのトラフィックに使用され、セッションのログオフを起動
したり、View Agent、View Client for Windows、シン クライアントの間で追加情報を
受け渡したりする場合に使用されます。

ファイアウォール ルールの概要については 表 2-1 で説明します。

表2-1  ファイアウォール ルール

ファイア
ウォール 
タイプ TCP ポート プロトコル  送信元  送信先

フロント 
エンド

80 HTTP 任意 セキュリティ サーバ

443 HTTPS 

バック 
エンド

4001 JMS セキュリティ サーバ 標準サーバまたはレ
プリカ サーバ

8009 AJP13 

4001 JMS View Agent

任意 3389 RDP View Client
（Windows およびシン 
クライアント）32111 USB

3389 RDP View Client
（Windows およびシン 
クライアント）

View Agent

32111 USB
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External URL ( 外部 URL)

デフォルトでは、View Connection Server との接続を確立するために、View Client で
ホストの FQDN が必要です。この情報は、ネットワーク環境の外部からサーバに通
信を試みるクライアントは利用できません。

セキュリティ サーバに外部 URL を追加し、インターネットからセキュリティ サーバ
にアクセスできるようにする方法については、インターネットからのクライアント接
続（P.96）を参照してください。

Offline Desktop
Offline Desktop 機能を使用する場合は、ESX/ESXi サーバでポート 902 も同様にアクセ
ス可能にする必要があります。このポートを使用して、オフライン デスクトップ 
データがダウンロードおよびアップロードされる TCP 接続を確立します。このコン
ポーネントの詳細については、第 7 章 Offline Desktop（P.167）を参照してください。

RDP

View Agent を、デスクトップ仮想マシンまたは非管理対象のデスクトップ ソースに
インストールすると、アプリケーションのインストーラは、受信 RDP 接続がホスト 
オペレーティング システムの現在の RDP ポートと適合するようにローカル ファイア
ウォール ルールを構成します（ほとんどの場合、ポート 3389 になります）。

その後、管理者が RDP に使用されるポート番号を変更した場合、管理者は、デスク
トップ仮想マシンまたは非管理対象のデスクトップ ソースおよびバック エンド ファ
イアウォールの両方の、関連するファイアウォール ルールを同様に変更する必要が
あります。

デスクトップ仮想マシンおよび非管理対象のデスクトップ ソースの詳細については、
Desktop Sources（デスクトップ ソース）（P.68）を参照してください。

セキュリティ サーバをインストールするには、次の手順に従ってください。

1 セキュリティ サーバをホストするシステムで、次の実行可能ファイルを実行し
ます。xxx は、ファイルのビルド番号です。

VMware-viewconnectionserver-xxx.exe

インストール ウィザードが表示されます。[Next（次へ）] をクリックします。

2 ライセンス条件に同意して、[Next（次へ）] をクリックします。

3 インストール先フォルダを受け入れるか、変更して、[Next（次へ）] をクリック
します。

4 [Security Server] を選択します。
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5 各セキュリティ サーバは View Connection Server と対になっていて、すべてのト
ラフィックを View Connection Server サーバに転送します。セキュリティ サーバ
が通信する標準サーバまたはレプリカ サーバの FQDN を入力します。

6 [Next（次へ）] - [Install（インストール）] - [Finish（完了）] をクリックします。

View Manager ユーザーの VirtualCenter 権限
View Manager で VirtualCenter を使用するには、管理者が、VirtualCenter で特定の操
作を実行するための権限を持っている必要があります。これらの権限は、
VirtualCenter から、VirtualCenter ロールを作成し、View Manager ユーザーに割り当
てることで付与されます。

プールが作成されるデータセンターまたはクラスタに対する管理者のロールを View 
Manager 管理者に割り当てて、View Manager 管理者が必要な変更を実行できるよう
にしてください。

VirtualCenter ユーザーの View Manager ロールを作成するには、次の手順に従って
ください。

1 VirtualCenter で、[ 管理 ] ボタンをクリックします。

2 未選択の場合は、[ ロール ] タブをクリックして [ ロールの追加 ] をクリックし
ます。

3 ロールの名前を入力します（View Administrator など）。

4 [ 特権 ] リストで、[ フォルダ ] を展開して、[ フォルダの作成 ] と [ フォルダの削
除 ] を選択します。

5 [ 仮想マシン ] を展開して、次の手順を実行します。

a [ インベントリ ] を展開して [ 作成 ] を選択し、[ 削除 ] を選択します。

b [ 相互作用 ] を展開して [ パワーオン ]、[ パワーオフ ]、[ サスペンド ]、
[ リセット ] の順にクリックします。

c [ 構成 ] を展開して [ 新しいディスクの追加 ]、[ デバイスの追加または削
除 ]、[ デバイス設定の変更 ]、[ 詳細 ] の順に選択します。

d [ プロビジョニング ] を展開して、[ カスタマイズ ]、[ テンプレートのデプロ
イ ]、[ カスタマイズ仕様の読み取り ] の順に選択します。

注意   VirtualCenter の管理ユーザーは、デフォルトですべての必要な権限が有効に
なっています。
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6 [ リソース ] を展開して [ 仮想マシンのリソース プールへの割り当て ] を選択し
ます。

7 [OK] をクリックします。新しいロールがロールのリストに表示されます。

View Manager の初期構成
1 つ以上の View Connection Server インスタンスをインストールしたら、初期構成を
実行して、それらのインスタンスが管理タスクを実行できるようにする必要があり
ます。

構成は、View Manager の Web ベースの管理コンポーネントである View 
Administrator から実行します。この構成を第 3 章 View Administrator（P.49） に示し
ます。

初期構成を実行するには、次の手順に従ってください。

1 View Administrator でサポートされているブラウザを開き、次の URL を入力しま
す。ここで、<server> は、標準またはレプリカの View Connection Server イン
スタンスのホスト名または IP アドレスです。

https://<server>/admin

2 該当する認証情報を使用してログインします。最初は、View Connection Server 
上のローカル管理者グループのメンバーであるドメイン ユーザー全員が View 
Administrator へのログインを許可されています。後で、インターフェイスを使
用して、View Manager 管理者のリストを変更することができます。

最初にログインすると、[Configuration（構成）] ビューが表示されます。製品のラ
イセンス後、ログインすると [Desktop（デスクトップ）] ビューが表示されます。

注意   このコンポーネントは、標準またはレプリカ サーバ インスタンスでのみ使用で
きます。

注意   View Administrator は、セキュリティで保護された（SSL）接続を介してア
クセスされます。最初に接続したときに、ブラウザによって、アドレスに関連付
けられているセキュリティ証明書が、信頼された証明機関から発行されていない
ことを警告する中間ページが表示される場合があります。これは、View 
Connection Server で提供されるデフォルトのルート証明書が自己署名であるた
め、予期された動作です。

注意   [Configuration（構成）] ビューが表示されない場合は、画面の上部にある 
[Configuration（構成）]（ ）ボタンをクリックします。
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3 [Configuration（構成）] ビュー内で、以下を実行します。

a 画面の左側の列で [Product Licensing and usage（製品のライセンスと使用状
況）] をクリックします。

b [Product Licensing（製品ライセンス）] 表で [Edit License（編集ライセンス）] 
をクリックし、表示されるフィールドに View Manager のライセンス キーを
入力します。[OK] をクリックします。

c 画面の左側の列で [Servers（サーバ）] をクリックします。

d [VirtualCenter Servers（VirtualCenter サーバ）] 表で、[Add（追加）] をク
リックして View Manager で使用する 1 つ以上の VirtualCenter サーバの詳細
をすべて入力します。

i [Server address（サーバ アドレス）] テキスト ボックスに、View 
Manager で通信する VMware VirtualCenter サーバの FQDN または IP アド
レスを入力します。

ii [User name（ユーザー名）] テキスト ボックスに VirtualCenter ユーザー
のユーザー名を入力します。管理者ではないが必要なレベルの権限を
持っている VirtualCenter ユーザーを選択する場合は、そのユーザーの
ロールが View Manager ユーザーの VirtualCenter 権限（P.39）で説明さ
れている条件を満たしていることを確認してください。

iii [Password（パスワード）] テキスト ボックスに、上で入力したユー
ザー名に対応するパスワードを入力します。

iv （オプション） [Description（説明）] テキスト ボックスにこの 
VirtualCenter サーバの説明を入力します。

v 安全なチャネル（SSL）を使用して VirtualCenter に接続する場合は、
[Connect using SSL（SSL を使用して接続）] が選択されていることを確
認します。これがデフォルト設定です。

vi [Port（ポート）] テキスト ボックスに TCP ポート番号を入力します。デ
フォルトは 443 です。

vii （  [Advanced（詳細）] ボタンをクリックした場合、次の設
定も構成できます。

要注意   DNS 名または URL を使用してサーバを入力すると、そのサーバがそ
の IP アドレスを使用して以前に入力されたことがあるかどうかを確認する 
DNS 検索は実行されません。VirtualCenter サーバがその DNS 名と IP アドレ
スの両方を使用して追加されると、競合が生じます。

オプション）
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viii [Maximum number of concurrent provisioning operations（同時プロビ
ジョニング操作の最大数）] 任意の時点での、View Manager によって 
VirtualCenter に同時に作成される仮想マシンの最大数です。

ix [Maximum number of concurrent power operations（同時電源操作の最
大数）] 任意の時点での、VirtualCenter の View Manager の管理対象の仮
想マシンに対して実行される同時電源操作（起動、シャットダウン、サ
スペンドなど）の最大数です。

e [OK] をクリックして、VirtualCenter の設定を保存します。

f 画面の左側の列で [Administrators（管理者）] をクリックします。

g [Administrators（管理者）] 表で、[Add（追加）] をクリックし、表示される
フォームを使用して、View Administrator にアクセスできるようにする 
Active Directory ユーザーに管理者権限を付与します。必要な管理者をすべ
て追加したら、[OK] をクリックします。

View Connection Server のバックアップ
構成情報を保持または移行するには、View Manager を使用して、View LDAP リポジ
トリの内容を、標準またはレプリカの任意の View Connection Server からエクスポー
トおよびインポートできます。

View LDAP データは、LDAP データ交換形式（LDIF）でエクスポートおよびインポー
トされます。LDIF は、ファイル形式のドラフト インターネット標準であり、これを
使用して、LDAP 標準に準拠したディレクトリに対してバッチ操作を実行できます。

単一のサーバまたは複製されたグループの初期構成が完了したら、定期的に View 
Manager データのバックアップをとってください。レプリカ サーバに、バックアッ
プ メカニズムとしての役割を期待しないでください。これは、データが一致してい
る場合、あるインスタンスから失われたデータは、複製されたグループのすべてのメ
ンバーから失われるためです。

View LDAP および View Composer のデータの定期的な自動バックアップをスケ
ジュールするには、View Administrator が提供する View Manager Configuration バッ
クアップ機能を使用します。この機能については 表 3-3 「View サーバの設定」 

（P.60）で説明します。

また、ここで説明したとおり、vdmexport.exe を使用して View LDAP データを手動
でエクスポートすることもできます。

注意   複製されたグループ内で複数の View Connection Server のインスタンスが動作
している場合は、すべてのレプリカ サーバに同じ構成データが格納されているため、
1 つのサーバからデータをエクスポートするだけで済みます。
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LDIF データは、それぞれの標準またはレプリカの View Connection Server に付属する 
vdmexport.exe ツールを使用して、View Manager からエクスポートできます。実行
可能ファイルのパスは次のとおりです。

C:\Program Files\VMware\View Manager\Server\bin\vdmexport.exe

View Manager の構成データをエクスポートするには、次の手順に従ってください。

標準またはレプリカの View Connection Server のコマンド プロンプトから、管理者権
限を持つユーザーとして、次のコマンドを実行します。

vdmexport > vdmconfig.ldf

このコマンドでは、エクスポートされた View LDAP 構成情報が格納された 
vdmconfig.ldf のファイルを作成します。

LDIF データは、LDIF ファイル形式標準に基づくバッチ操作をサポートする、
Windows Server 2003 に付属するユーティリティである LDIFDE を使用して View 
Manager にインポートされます。

View Manager の構成データをインポートするには、次の手順に従ってください。

標準またはレプリカの View Connection Server のコマンド プロンプトから、LDAP 
ディレクトリに変更して次のコマンドを実行します。

LDIFDE -i -f vdmconfig.ldf -s 127.0.0.1

このコマンドでは、前にエクスポートされた View LDAP 構成データが格納された 
vdmconfig.ldf のファイルをインポートします。

インストールの最適化
View Manager デスクトップの大規模な展開に対応するには、View Connection Server 
をインストールしたシステムの環境の最適化が必要となる場合があります。

以降のセクションでは、各システムでエフェメラル ポート、ハッシュ テーブル サイ
ズ、Windows ページ ファイル、Java 仮想マシンの設定をカスタマイズする方法につ
いて説明します。

最適化の計算
次の計算では、   は予想される同時クライアント接続の数であり、   は複製されるグ
ループでの View Connection Server の想定される数です。これらの値を、ハッシュ 
テーブルまたはエフェメラル ポートのサイズ :

α β

γ

γ 5 α×( )
β

------------------ 10+=
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エフェメラル ポート
View Manager は、エフェメラル ポートを使用して、View Connection Server と管理対
象のデスクトップの間の TCP 接続を確立します。エフェメラル ポートは存続期間の
短いエンドポイントであり、プログラムによって使用可能なユーザー ポートが要求
されたときに、オペレーティング システムにより自動的に作成されます。ポート番
号は、あらかじめ定義された範囲（通常は 1024 から 65535 の間）から選択され、目
的を果たすと開放されます。

Windows Server で同時に作成できるエフェメラル ポートのデフォルトの最大数は 
5000 です。大量の（900 を超える）同時クライアント接続が見込まれる環境に View 
Manager を展開する計画がある場合、VMware では、使用できるエフェメラル ポート
の数を増やすことを強くお勧めします。その数は、最適化の計算（P.43）で説明した
計算を使用して決定します。

たとえば、大きい展開を 1 つの View Connection Server で管理することを計画し、予
想される同時発生クライアント接続の最大数が 1500 の場合、必要なエフェメラル 
ポートの数は 7510 です。

Windows Server でエフェメラル ポートの最大数を増やすには、次の手順に従って
ください。

1 コマンド プロンプトから「regedit」と入力し、Windows レジストリ エディタ
を起動します。

2 レジストリで次のサブキーを見つけ出してから、[Parameters] をクリックします。

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters

3 [ 編集 ] メニューの [ 新規 ] をクリックし、次のレジストリ エントリを追加し
ます。

値の名前：MaxUserPort
値の種類：DWORD
値のデータ：<計算で得られたエフェメラル ポートの数 >
有効な範囲：5000 ～ 65534（10 進）

4 レジストリ エディタを終了し、システムを再起動します。

注意   レジストリのエントリは、Active Directory のグループ ポリシーで上書きできま
す。可能な場合は、グループ ポリシーを使用して、View Connection Server でエフェ
メラル ポートの最大数を設定します。
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TCB ハッシュ テーブル
View Connection Server クライアントとそのデスクトップの間で確立されるすべての 
TCP 接続の情報は、伝送制御ブロック（TCB）と呼ばれるメモリ常駐データ構造の内
部に保持されます。各 TCB には、ソケット番号、受信および送信データ バッファの
場所、受信済みまたは未確認のバイトなどの情報が格納されます。

この情報の取得に要する時間を短縮するため、TCB データは Windows Server によっ
てハッシュ テーブルに格納されます。Windows Server は、システムが備える CPU の
数（ ）を、ハッシュ テーブルのデフォルト サイズ（ ): 

この式の結果は次のような値になります。

1 CPU = 128

2 CPU = 512

4 CPU = 2048

8 CPU = 8192

View デスクトップの大規模な展開に対応するには、このテーブルのサイズを増やす
ことが必要な場合があります。

セキュリティ サーバがある場合の View Manager の展開

セキュリティ サーバが View 環境にある場合は、最適化の計算（P.43）の計算を使用
して、各セキュリティ サーバでのハッシュ テーブルのサイズを決定します。

さらに、次の計算を複製されるグループの標準サーバまたはレプリカ サーバに適用
します。  は、管理されるデスクトップの総数です。

たとえば、デスクトップの総数が 2000 で、予想される同時発生クライアント接続の
最大数が 1000 の場合、View 環境は次のサーバで構成されます。

1 台の標準サーバ 

1 台のレプリカ サーバ

2 台のセキュリティ サーバ 

この値は、標準サーバとレプリカ サーバの場合は 2010 で、セキュリティ サーバの場
合は 2510 です。

Θ Δ

Δ Θ2 128×=

λ

γ λ 10+=
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セキュリティ サーバがない場合の View Manager の展開

セキュリティ サーバが環境にない場合は、次の計算を使用して、複製されるグルー
プ内の各標準サーバとレプリカ サーバでのハッシュ テーブルのサイズを決定します。

 は、最適化の計算（P.43）で示されている計算の結果であり、   は、管理されるデ
スクトップの総数です。

たとえば、デスクトップの総数が 2000 で、予想される同時発生クライアント接続の
最大数が 1000 の場合、View 環境は次のサーバで構成されます。

1 台の標準サーバ 

1 台のレプリカ サーバ

この値は、標準サーバとレプリカ サーバの両方に対し 4250 です。

Windows Server で TCB ハッシュ テーブルのサイズを増やすには、次の手順に従って
ください。

1 コマンド プロンプトから「regedit」と入力し、Windows レジストリ エディタ
を起動します。

2 レジストリで次のサブキーを見つけ出してから、[Parameters] をクリックします。

HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters

3 [ 編集 ] メニューの [ 新規 ] をクリックし、次のレジストリ エントリを追加し
ます。

値の名前：MaxHashTableSize
値の種類：DWORD
値のデータ：<計算したハッシュ テーブルのサイズ >
有効な範囲：64 ～ 65536（10 進）

4 レジストリ エディタを終了し、システムを再起動します。
 

システム ページ ファイル 
必要なページ ファイルのサイズは、システムに装備されている物理メモリの量に
よって変わります。推奨される最低物理メモリの場合、Windows Server のページ 
ファイル サイズは、他のアプリケーションがインストールされていなければ 1500 
セッションをサポートするのに十分です。

注意   レジストリのエントリは、Active Directory のグループ ポリシーで上書きできま
す。可能な場合は、グループ ポリシーを使用して、View Connection Server の TCB 
ハッシュ テーブルのサイズを設定します。

Σ λ

γ Σ λ+ 10+=
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VMware では、Windows がシステム ページ ファイルの設定を管理できるように環境
を構成することをお勧めします。

Java 仮想マシン
View Connection Server は、Java 仮想マシン（JVM）の専用のインスタンスを使用し
て、アプリケーション プロセスを実行します。この JVM のデフォルトのヒープ メモ
リ構成は 512 MB です。この構成は、約 750 の同時デスクトップ セッションに対応で
きます。

32 ビット Windows システムでは、割り当てられる連続メモリ ブロックの最大サイ
ズは 2 GB です。JVM ヒープは連続するメモリ ブロックとして実装され、JVM 自体の
通常動作には最大 0.5 GB の領域が必要です。したがって、32 ビット Windows システ
ムでは、JVM プログラムがプロセスごとに使用できるメモリは最大でも 1.5 GB だけ
です。

1GB は、約 1500 の同時デスクトップ セッションに十分な容量です。

Windows Server で JVM ヒープを 1 GB に増やすには、次の手順に従ってください。

1 コマンド プロンプトから「regedit」と入力し、Windows レジストリ エディタ
を起動します。

2 レジストリで次のサブキーを見つけ出し、[JvmOptions] をクリックします。

HKLM\SOFTWARE\VMware, Inc.\VMware VDM\Plugins\wsnm\tunnelService\Params

3 [ 編集 ] メニューの [ 修正 ] をクリックします。次のようなエントリを含む 
Windows ダイアログ ボックスが表示されます。

-Xms128m -Xmx512m -Dsimple.http.poller=simple.http.GranularPoller 
-Dsimple.http.connect.configurator=com.vmware.vdi.front.SimpleConfigurator

4 -Xmx パラメータを -Xmx1024m に変更します。ダイアログのエントリは次のよう
になります。

-Xms128m -Xmx1024m -Dsimple.http.poller=simple.http.GranularPoller 
-Dsimple.http.connect.configurator=com.vmware.vdi.front.SimpleConfigurator

5 [OK] をクリックしてレジストリ エディタを終了します。

6 システムを再起動します。

要注意   JVM ヒープ サイズを 1.5 GB より大きくしないでください。この値より大きい
ヒープ サイズを割り当てると、View Connection Server サービスは開始できません。
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View Administrator では、View Manager および デスクトップ管理に関連する、構成、
展開、分析、および管理タスクのすべてを行います。

この章では、View Manager の機能と実行可能なタスクについて説明します。

この章では次のトピックについて説明します。

View Administrator の概要（P.49）

[Desktops and Pools（デスクトップとプール）] ビュー（P.50）

[Users and Groups（ユーザーとグループ）] ビュー（P.54）

[Configuration（構成）] ビュー（P.57）

[Events（イベント）] ビュー（P.64）

View Administrator の概要
[Desktops and Pools（デスクトップとプール）]（ ）、[Users and Groups（ユーザー
とグループ）]（ ）、[Configuration（構成）]（ ）、および [Events（イベント）] 

（ ）の各ボタンが管理インターフェイスの上部に表示されます。これらのボタンを
使用して異なる機能領域に移動し、さまざまなタスクを実行することができます。

ここでは、各ボタンに関連付けられているビューと、そのビューに含まれる機能につ
いて説明します。

View Administrator 3
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[Desktops and Pools（デスクトップとプール）] ビュー
[Desktops and Pools（デスクトップとプール）] ビューは、View Administrator にログ
インしたとき、または [Desktops and Pools（デスクトップとプール）] ボタンをク
リックしたときに、デフォルトで表示されます。このビューで、仮想デスクトップを
作成、展開、管理、監視します。

このビューで、デスクトップまたはデスクトップ プールとそれらに関連付けられる
ユーザー、個別のデスクトップ ソース、アクティブなセッション、スケジュール設
定されたタスク、およびグローバル、プール、ユーザーの各レベルでのデスクトップ
使用ポリシーに関する情報を調べることができます。

[Desktops and Pools（デスクトップとプール）] ビューは 2 つの部分に分かれていま
す。[Inventory（インベントリ）] タブおよび [Search（検索）] タブが含まれる左ペ
インと、現在使用可能なデスクトップのグローバル レベルまたはプール レベルの情
報が表示される右ペインです。

[Inventory（インベントリ）] タブを選択すると、左ペインの最上位の [Global desktop 
and pool view（デスクトップとプールのグローバル ビュー）] エントリ（ ）の下
に、すべてのデスクトップまたはプールがアルファベット順に一覧表示されます。こ
のエントリの範囲はグローバルです。このエントリを選択すると、右側のペインのコ
ンテキストが、使用可能なすべてのデスクトップを対象とするように変更されます。

たとえば、このエントリを選択すると、右ペインの [Active Sessions（アクティブな
セッション）] タブに、すべての View Manager デスクトップのアクティブなセッショ
ンがすべて一覧表示されます。

デスクトップまたはデスクトップ プールが存在する場合は、[Global desktop and 
pool view（デスクトップとプールのグローバル ビュー）] エントリの下にそれらが一
覧表示されます。個別のデスクトップ（ ）またはデスクトップ プール エントリ

（ ）を選択すると、右ペインの内容が変わり、そのデスクトップまたはプール固有
の情報が表示されます。

たとえば、このリスト内のエントリを選択すると、右ペインの [Active Sessions（ア
クティブなセッション）] サブ タブに、そのプール内のデスクトップのアクティブな
セッションがすべて一覧表示されます。

右ペインのタブについては、表 3-1 で説明します。タブの存在は、この表の [Context
（内容）] 列のエントリで示されます。

[Desktop（デスクトップ）]　個別のデスクトップ（ ）が選択されると、タブ
が表示されます。

[Desktop Pool（デスクトップ プール）]　デスクトップ プール エントリ（ ）
が選択されると、タブが表示されます。
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[Global（グローバル）]　[Global desktop and pool view（デスクトップとプール
のグローバル ビュー）] エントリ（ ）が選択されると、タブが表示されます。

[All（すべて）]　上記のすべてのコンテキストにタブが表示されます。

表3-1  [Desktop（デスクトップ）] ペイン　タブの概要

タブ 内容 説明

Summary
（全般）

Desktop（デス
クトップ） 
Desktop Pool

（デスクトップ 
プール） 

このタブには、次に挙げるものを含む、デスクトップま
たはデスクトップ プールに関連付けられるすべての情
報の概要が表示されます。
名前、タイプ、データ保全、現在のアクティビティなど
の、プールに関する一般情報。
サーバ名、容量、ドメイン管理者などの、VirtualCenter 
環境条件。
デスクトップの最大数、最小数、使用可能なデスクトッ
プ数、および電源ポリシーなどのデスクトップ設定。
このタブでは、次の項目をクリックできます。

[Edit（編集）]　デスクトップまたはデスクトップ 
プールの展開設定を変更します。ウィザードの左ナ
ビゲーション ペインで、変更する設定値のあるペー
ジを選択できます。別のページの設定値を変更する
必要のある変更を行うと、ナビゲーション ペインの
そのページの横に情報アイコンが表示されます。
[Entitle（資格付与）]　ユーザーの資格をデスクトッ
プまたはデスクトップ プールに対して追加したり、
削除したりします。
[Enable（有効にする）] または [Disable（無効にす
る）]　デスクトップまたはデスクトップ プールの
可用性とプロビジョニングを有効または無効にし
ます。
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Desktop
（デスクトップ）

Global
（グローバル） 

このタブには、View Manager 内で現在使用可能なすべ
てのデスクトップまたはデスクトップ プールが一覧表
示されます。このタブで [Add（追加）] をクリックし
て、新規のデスクトップまたはプールを展開できます。
また、表示される表から既存のデスクトップまたはデス
クトップ プールのエントリを選択して、次の項目をク
リックできます。

[Edit（編集）]　デスクトップまたはデスクトップ 
プールの展開設定を変更します。ウィザードの左ナ
ビゲーション ペインで、変更する設定値のあるペー
ジを選択できます。別のページの設定値を変更する
必要のある変更を行うと、ナビゲーション ペインの
そのページの横に情報アイコンが表示されます。
[Entitle（資格付与）]　ユーザーの資格をデスクトッ
プまたはデスクトップ プールに対して追加したり、
削除したりします。
[Delete（削除）]　デスクトップまたはデスクトッ
プ プールを削除します。
[Enable（有効にする）] または [Disable（無効にす
る）]　デスクトップまたはデスクトップ プールの
可用性とプロビジョニングを有効または無効にし
ます。

Users and 
Groups
（ユーザーと
グループ）

Desktop
（デスク
トップ） 
Desktop Pool

（デスクトッ
プ プール） 

このタブには、このデスクトップまたはプールを使用す
る資格のあるユーザーおよびグループが一覧表示されま
す。[Entitlements（資格）] サブ タブの下で、表示され
る表に一覧されている任意のユーザーを選択して、
[Remove Entitlement（資格を削除）] できます。
選択したプールが、リンク クローン機能を使用して展開
している場合は、追加のサブ タブ（[Known Users（既知
のユーザー）]）も表示されます。

表3-1  [Desktop（デスクトップ）] ペイン　タブの概要（続き）

タブ 内容 説明
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Desktop 
Sources
（デスクトップ 
ソース）

Desktop（デス
クトップ） 
Desktop Pool

（デスクトッ
プ プール） 

このタブには、選択したプールで使用可能な個々の仮想
システムがすべて表示されます。このタブでは、表示さ
れる表から既存のデスクトップまたはデスクトップ 
プールのエントリを選択して、次の項目をクリックでき
ます。

[Remove（削除）]　仮想マシンを個別に、また
は複数まとめて（View Manager から、または 
VirtualCenter および View Manager から）削除し
ます。
[Reset（リセット）]　選択したデスクトップをリ
セットします。この操作により、現在接続している
ユーザーが切断され、システムが再起動します。
[Rebalance（再分散）]　データストア上の仮想マシ
ンを再分配して、論理ドライブ間で領域が最適に使
用されるようにします（View Composer デスクトッ
プのみ）。
[Cancel Task（タスクをキャンセル）]　選択した仮
想マシンに対してスケジュール設定されているタス
クまたは現在実行中のタスクをすべて終了します

（View Composer デスクトップのみ）。

Active Sessions
（アクティブな
セッション）

All（すべて） このタブには、グローバルで、または選択したプール内
で現在アクティブなすべてのデスクトップ セッション
が一覧表示されます。接続しているユーザーごとに、
ユーザー名、開始時間、期間、および仮想マシンのアド
レスが表示されます。
表示される表からユーザー エントリを選択して、次の
項目をクリックできます。

[Disconnect session（セッションの切断）]　ユー
ザーをデスクトップから切断します。この操作は
ユーザーのログオフは行いません。デスクトップ
の展開時に指定した [Automatic logoff after 
disconnect（切断後に自動的にログオフ）] 設定を
超える前にもう一度ログインすれば、ユーザーの
セッションは保持されます。
[Logoff session（セッションのログオフ）]　ユー
ザーをログオフして、現在のセッションから切断し
ます。
[Reset virtual machine（仮想マシンのリセット）]　
現在接続しているユーザーを切断して、システムを
再起動します。

表3-1  [Desktop（デスクトップ）] ペイン　タブの概要（続き）

タブ 内容 説明
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[Users and Groups（ユーザーとグループ）] ビュー
[Users and Groups（ユーザーとグループ）] ビューは [Users and Groups（ユーザーと
グループ）] ボタンをクリックすると表示され、資格が与えられた View Manager ユー
ザーのアクティブなセッションとデスクトップの割り当てを監視できます。

このビューでは、ユーザーおよび関連するユーザー グループに関する情報を調査し
たり、割り当てられたデスクトップとアクティブなセッションを表示したり、グロー
バル レベルでユーザーの資格を評価したりできます。

Offline Sessions
（オフライン 
セッション）

All（すべて） このタブには、グローバルで、または選択したプール内
で現在チェックアウト済みのすべての Offline Desktop デ
スクトップが一覧表示されます。
このタブで行える機能と関数の詳細については、第 7 章 
Offline Desktop（P.167）を参照してください。

Global Policies
（グローバル ポ
リシー）

Global（グ
ローバル） 

このタブには、すべてのデスクトップとプールに適用さ
れるポリシーが、グローバル レベルで表示されます。

Tasks（タスク） Desktop Pool
（デスクトップ 
プール）

このタブには、プールで実施されているプロビジョニ
ング タスクまたはメンテナンス タスクの詳細が含まれ
ます。
ビューでは、スケジュール設定されているタスクの開始
時刻、タスクの実行中に発生したエラー、およびタスク
が一時停止されているかどうかについての情報が提供さ
れます。
1 つ以上のタスクが進行中の場合、表示される表から個
別のエントリを選択して、次の項目をクリックできます。

[Cancel Task（タスクをキャンセル）] はタスクを終
了します。
[Pause Task（タスクを一時停止）] はタスクを一時停
止します。
[Resume Task（タスクを再開）] は、一時停止され
ていたタスク（[ 停止 ] 列で示されます）を再開し
ます。

Policies
（ポリシー）

Desktop（デス
クトップ） 
Desktop Pool

（デスクトップ 
プール） 

このタブには、選択したデスクトップまたはデスクトッ
プ プールに適用されるポリシーが一覧表示されます。
すでに適用されているユーザー レベルのポリシーも、
このビューに一覧表示されます。

表3-1  [Desktop（デスクトップ）] ペイン　タブの概要（続き）

タブ 内容 説明
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[Users and Groups（ユーザーとグループ）] ビューは 2 つの部分に分かれています。
[Inventory（インベントリ）] タブおよび [Search（検索）] タブが含まれる左ペイン
と、現在資格のあるユーザーに関するグローバル レベルまたはプール レベルの情報
が表示される右ペインです。

[Inventory（インベントリ）] タブを選択すると、左ペインの最上位の [Global users 
and group view（ユーザーとグループのグローバル ビュー）] エントリの下に、すべ
てのユーザーがアルファベット順に一覧表示されます。このエントリの範囲はグロー
バルです。このエントリを選択すると、右側のペインのコンテキストが、使用可能な
すべてのユーザーを対象とするように変更されます。

たとえば、このエントリを選択すると、右ペインの [Active Sessions（アクティブな
セッション）] タブに、すべての View Manager ユーザーのアクティブなセッションが
すべて一覧表示されます。

ユーザーまたはグループが存在する場合は、[Global users and group view（ユーザー
とグループのグローバル ビュー）] エントリの下にそれらが一覧表示されます。ユー
ザーまたはグループの個々のエントリを選択すると、右ペインの内容が変更され、そ
のユーザーまたはグループの固有の情報が表示されます。

たとえば、このリスト内のエントリを選択すると、右ペインの [Active Sessions（ア
クティブなセッション）] サブ タブに、そのユーザーまたはそのグループのすべての
ユーザーのアクティブなセッションが、すべて一覧表示されます。

右ペインのタブについては、表 3-2 で説明します。タブの存在は、この表の [Context
（内容）] 列のエントリで示されます。

[User（ユーザー）]　個々のユーザーが選択されると、このタブが表示され
ます。

[User Group（ユーザー グループ）]　デスクトップ プール エントリが選択される
と、このタブが表示されます。

[Global（グローバル）]　[Global users and group view（ユーザーとグループのグ
ローバル ビュー）] エントリが選択されると、このタブが表示されます。

[All（すべて）]　上記のすべてのコンテキストにタブが表示されます。

注意   [Desktops and Pools（デスクトップとプール）] ビューと比べてこのビューで使
用できる機能は少ないですが、アクティブ セッションを切断またはログオフしたり、
仮想マシンをリセットしたり、ユーザー単位でこのビューからオフィス デスクトッ
プ（使用可能な場合）をロールバックしたりできます。



View Manager 管理ガイド

56 VMware, Inc.  

表3-2  [Users（ユーザー）] ペイン　タブの概要
タブ 内容 説明
Summary
（全般）

User
（ユーザー）
Group

（グループ）

このタブには、選択したユーザーまたはユーザー グループに
関連するすべての情報の概要が表示されます。たとえば、次
のような一般的な情報です。

Number of users（ユーザー数）（グループのみ）
Number of subgroups（サブグループ数）（グループのみ）
Default domain（デフォルトのドメイン）
Contact details（連絡先の詳細）（利用可能な場合、ユー
ザーのみ）
Active sessions（アクティブなセッション）（ユーザー
のみ）
Group membership（グループのメンバーシップ）（ユー
ザーのみ）
Desktop and desktop pool entitlement（デスクトップお
よびデスクトップ プールの資格）

Entitled Users 
and Groups
（資格のある
ユーザーと
グループ）

Global
（グループ） 

このタブには、View Connection Server が管理するデスク
トップおよびプールを使用する資格のある、すべてのユー
ザーとユーザー グループの完全なリストが表示されます。
各ユーザーのデフォルト ドメイン、資格が与えられたデスク
トップまたはプールの数、およびアクティブなセッションも
表示されます。

Desktops 
and Pools
（デスクトップ
とプール）

User
（ユーザー）
Group

（グループ）

このタブには、特定のユーザーまたはグループに対するデス
クトップの資格に関する情報が表示されます。
[Entitled Users and Groups（資格のあるユーザーとグルー
プ）] タブの表示と同じ情報が表示され、選択されたユー
ザーまたはグループが資格を付与されたデスクトップまた
はプールの種類についても表示されます。
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[Configuration（構成）] ビュー
[Configuration（構成）] ビューは、[Configuration（構成）] ボタンをクリックすると
表示されます。このビューには、デスクトップの使用状況の分析や、ライセンス、接
続、認証条件などの設定が可能な、複数のセクションが含まれています。各セクショ
ンは、画面の左側のペインに一覧表示されます。一覧のエントリをクリックすると、
そのセクションと関連付けられた構成情報が表示されます。

製品のライセンスと使用状況
[Product Licensing（製品ライセンス）] 表には、View Manager のライセンスのステー
タスが表示され、View Composer や Offline Desktop 機能などの追加コンポーネント
がライセンスの範囲内で提供されるかどうかも示されます。

[Edit License（編集ライセンス）] をクリックして View Connection Server のライセン
ス シリアル番号を追加または変更します。

Active 
Sessions
（アクティブな
セッション）

All
（すべて）

このタブには、グローバルで、あるいは選択したユーザーま
たはグループで、現在アクティブなすべてのデスクトップ 
セッションが一覧表示されます。接続しているユーザーごと
に、ユーザー名、開始時間、期間、および仮想マシンのアド
レスが表示されます。
表示される表からユーザーを選択して、次の項目をクリック
できます。

[Disconnect session（セッションの切断）]　ユーザーを
デスクトップから切断します。この操作はユーザーまた
はグループのログオフは行いません。デスクトップの展
開時に指定した [Automatic logoff after disconnect（切断
後に自動的にログオフ）] 設定を超える前にもう一度ログ
インすれば、ユーザーのセッションは保持されます。
[Logoff session（セッションのログオフ）]　ユーザーを
ログオフして、現在のセッションから切断します。
[Reset virtual machine（仮想マシンのリセット）]　現在
接続しているユーザーを切断して、システムを再起動し
ます。

Offline 
Sessions
（オフライン 
セッション）

All
（すべて）

このタブには、グローバルに、または選択したユーザーに、
現在チェックアウト済みのすべての Offline Desktop デスク
トップが一覧表示されます。
このタブで行える機能と関数の詳細については、第 7 章 
Offline Desktop（P.167）を参照してください。

表3-2  [Users（ユーザー）] ペイン　タブの概要（続き）
タブ 内容 説明
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[Usage（使用状況）] 表には、現在アクティブなデスクトップ（View Manager ライセ
ンス範囲に Offline Desktop が含まれる場合はオフラインのデスクトップも含む）の
使用状況に関する情報が表示されます。

[Refresh（更新）] をクリックすると、[Usage（使用状況）] 表に表示される情報
が更新されます。

[Reset highest（最大数をリセット）] をクリックすると、同時接続の最大数を集
計するカウンタがリセットされます。

サーバ
このセクションの表では、View Connection Server と環境内に存在する他のすべての
レプリカおよびセキュリティ サーバ間の関係が示されます。また、仮想マシンを管
理するために View Connection Server が使用する VirtualCenter サーバについての情報
も提供されます。

VirtualCenter サーバとセキュリティ サーバの関係は手動で確立し、各表を使用して
一覧のサーバを追加または削除できます。複製されるグループ内の View サーバ間の
関係は、インストール プロセスの間に定義され、自動的に検出されます。

VirtualCenter サーバ
[VirtualCenter Servers（VirtualCenter サーバ）] 表には、View Connection Server で使
用できる VirtualCenter サーバが一覧表示されます。[Add（追加）]、[Edit（編集）]、
または [Remove（削除）] をクリックして、接続条件を変更することができます。

この表にサーバを追加する手順については、View Manager の初期構成（P.40）を参
照してください。

セキュリティ サーバ

セキュリティ サーバは DMZ 内で動作し、View Connection Server の全機能のサブセッ
トを実行します。セキュリティ サーバを中間接続レイヤーとして使用することによ
り、認証されたユーザーのみが内部ネットワークに接続を試みることができます。

セキュリティ サーバは、クライアントがインターネットからアクセスできる環境に
対して、より強力なネットワーク セキュリティを提供します。この詳細については、
セキュリティ サーバのインストール（P.32）を参照してください。

[Security Servers（セキュリティ サーバ）] 表では、View Manager 環境に 1 つ以上の
セキュリティ サーバ インスタンスを追加できます。[Add（追加）]、[Edit（編集）]、
または [Remove（削除）] のリンクをクリックして、環境に存在するセキュリティ 
サーバに関する情報を追加、編集、削除できます。
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[Create Configuration File（構成ファイルの作成）] リンクを使用すると、インター
ネットから受信したクライアント要求をセキュリティ サーバが正しくルーティング
できるようにする構成ファイルを簡単に作成できます。外部接続の詳細についてはイ
ンターネットからのクライアント接続（P.96）を、この機能の詳細については 
[Configuration（構成）] ビューからセキュリティ サーバの config.properties ファイル
を生成するには、次の手順に従ってください。（P.98）を参照してください。

View サーバ
[View Servers（View サーバ）] 表では、チェック マークで示される現在の View 
Connection Server、およびそのサーバに認識されている任意の View Connection 
Server のレプリカ インスタンスを有効または無効にできます。表示される表でサー
バ エントリを選択して、次の項目をクリックします。

[Enable（有効にする）]　ユーザーがこのサーバを使用しているクライアントに
接続できるようにします。

[Disable（無効にする）]　このサーバへの以降のクライアント接続を拒否しま
す。既存のクライアント接続はこの操作の影響を受けません。

[Edit（編集）]　[View Server Settings（View サーバの設定）] ウィンドウを表示し
ます。このウィンドウでは、通信と認証のさまざまなプロパティを変更できま
す。これらのプロパティについて 表 3-3 で説明します。

[Backup Now（今すぐバックアップ）]　すべての View Connection Server のサー
バ バックアップをすぐに開始します。

View LDAP データおよび View Composer データのインポート方法については、
View Connection Server のバックアップ（P.42）および View Composer データ
ベースの復元（restoredata）（P.163）を参照してください。

注意   [View Server Settings（View サーバの設定）] の View Manager Configuration 
バックアップのプロパティでは、View Connection Server データの自動バック
アップのスケジュールを構成できます。表 3-3 「View サーバの設定」（P.60）を
参照してください。
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表3-3  View サーバの設定
プロパティ 説明

External URL
（外部 URL）

外部クライアントが View Connection Server と通信するに
は、外部で解決できる URL を入力する必要があります。
[External URL（外部 URL）] フィールドに URL を入力します。
名前にはプロトコル、アドレス、ポート番号を含める必要が
あります。例：
https://view.example.com:443

このプロパティの詳細については、インターネットからのク
ライアント接続（P.96）を参照してください。

Direct connection to desktop
（デスクトップへの直接接続）

この View Connection Server サーバによって仲介されるクラ
イアント接続が直接（非トンネル）接続を使用する場合は、
このチェック ボックスをオンにします。

Smart card authentication
（スマート カード認証）

このプロパティのドロップダウン メニューには次のオプ
ションがあります。

[Not allowed（不許可）]　スマート カード認証が無効に
なります。
[Optional（オプション）]　ユーザーはスマート カード
認証を使用して接続できますが、パスワード認証も許可
されます。
スマート カード認証による認証に失敗する場合は、代わ
りにパスワード認証を使用する必要があります。
[Required（必須）]　ユーザーはスマート カード認証を
使用した場合にのみ接続できます。

スマート カード認証機能の詳細については、スマート カー
ド認証（P.105）を参照してください。

RSA SecurID 2-Factor 
Authentication
（RSA SecurID 2 要素認証）

このグループのプロパティは、View Connection Server に接
続するクライアントが認証のために RSA SecureID も必要と
するかどうかを指定します。

[Enable（有効にする）]　クライアント認証プロセスで 
RSA SecureID 認証情報が必要かどうかを決定します。
[Enforce SecurID and Windows user name matching

（SecurID と Windows ユーザー名の一致を強制）]　RSA 
SecurID のユーザー名が Active Directory に格納されている
ユーザー名と一致する必要があるかどうかを決定します。
[Clear node secret（ノードの秘密をクリアする）]　View 
Agent 上のノードの秘密をクリアします。
[Upload RSA authentication agent configuration file 
(sdconf.rec)（RSA 認証エージェントの設定ファイル

（sdconf.rec）をアップロードする）]　このサーバの RSA 
Authentication Manager からエクスポートされた 
sdconf.rec ファイルを選択してアップロードするに
は、[Browse（参照）] ボタンをクリックします。

この機能の詳細については、RSA SecurID 認証（P.112）およ
び http://www.rsa.com/rsasecured で RSA から提供されている
パートナー向けのサポート ドキュメントを参照してください。

http://www.rsa.com/rsasecured/
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View Manager Configuration 
Backup（View Manager 
Configuration バックアップ）

構成情報を保存するには、View Manager を使用すると、環
境内のすべての View Connection Server で使用される View 
LDAP リポジトリの内容をバックアップできます。
このプロパティ グループのプロパティでは、View 
Connection Server（View Composer データベース データを含
む）の自動バックアップのスケジュール条件を決定します。

[Automatic backup frequency（自動バックアップの頻
度）]　バックアップの間隔を次のいずれかから選択し
ます。

[Every Hour（1 時間ごと）]　1 時間ごとにバックアッ
プを行います。
[Every 6 Hours（6 時間ごと）]　午前 0 時、午前 6 時、
午後 0 時、午後 6 時にバックアップを行います。
[Every 12 Hours（12 時間ごと）]　午前 0 時と午後 0 
時にバックアップを行います。
[Every Day（毎日）]　毎日午前 0 時にバックアップ
を行います。
[Every 2 Days（2 日ごと）]　土曜日、月曜日、水曜
日、金曜日の午前 0 時にバックアップを行います。
[Every Week（毎週）]　毎週、土曜日の午前 0 時に
バックアップを行います。
[Every 2 Weeks（2 週ごと）]　2 週ごとの土曜日の午
前 0 時にバックアップを行います。
[Never（バックアップしない）]　自動バックアップ
を行わず、手動でバックアップを開始します。

[Max number of backups（バックアップの最大数）]　
View Connection Server に一度に格納できるバックアッ
プ ファイルの数を表します。
このレベルに達すると、新しいバックアップ ファイルが
作成されるたびに、バックアップ フォルダで最も古い
バックアップ ファイルが削除されます。この値には、
0より大きい整数を指定する必要があります。

この設定は、[View Servers（View サーバ）] 表の [Backup 
Now（今すぐバックアップ）] リンクを使用して手動で
作成するバックアップ ファイルにも適用されます。
[Folder Location（フォルダの場所）]　バックアップ 
ファイルの場所です。デフォルトは次のとおりです。
C:\Documents and Settings\All 
Users\Application Data\VMware\VDM\backups

この場所は、[View Servers（View サーバ）] 表の [Backup 
Now（今すぐバックアップ）] リンクを使用して手動で
作成するバックアップ ファイルも保持します。

表3-3  View サーバの設定（続き）
プロパティ 説明
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登録済みのデスクトップ ソース
このセクションには、View Connection Server に現在登録されている Terminal 
Services のソースと他のソース（スタンドアロンの仮想マシンおよび物理システ
ム）の数が表示されます。

管理者
[Administrators（管理者）] 表には、View Administrator にログインできるすべての
ユーザーとグループが一覧表示されます。このリストのすべてのエンティティは、現
在の Active Directory ドメイン フォレスト内に存在します。

Active Directory のユーザーまたはグループを検索して View Connection Server の
管理者として追加するには、[Add（追加）] をクリックします。

a [Add Administrator（管理者の追加）] ウィンドウが表示されます。ドメイン 
フォレスト内のすべての Active Directory ユーザーがここに表示され、ユー
ザーの検索や絞り込みを行うこともできます。

b [Type（タイプ）] で、[Users（ユーザー）] チェックボックスまたは [Groups
（グループ）] チェックボックス、あるいはその両方を選択します。

c [Domain（ドメイン）] ドロップダウン リストから、追加するユーザーまた
はグループが含まれるドメインを選択するか、または [Entire Directory

（ディレクトリ全体）] を選択して Active Directory ドメイン フォレスト全体
を検索します。

d 所定のフィールドを使用して、名前または説明で検索することもできます。
[Find（検索）] をクリックすると検索が実行されます。

e 表から追加するユーザーまたはグループを選択して、[OK] をクリックします。

一覧から管理者を削除するには、該当するエントリを選択して [Remove（削
除）] をクリックします。

グローバル設定
このセクションには、製品のすべての領域に適用されるグローバルな製品構成パラ
メータに関する情報が表示されます。設定を変更するには、[Edit（編集）] をクリッ
クして、表 3-4 で説明されているエントリのいずれかを変更します。

注意   ドメイン内のすべてのユーザーのリストを表示する場合は、[Name
（名前）] および [Description（説明）] フィールドは空白のままにします。
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表3-4  グローバル設定

プロパティ 説明

Session timeout
（セッション タイムアウト）

ユーザーが View Connection Server にログインした後にセッ
ションを開いておくことができる時間（分単位）を指定しま
す。このフィールドの値は必須です。デフォルトは 600 です。

Use SSL for client 
connections（クライアン
ト接続に SSL を使用する）

SSL を使用して、View Connection Server とクライアントとの
間で安全な通信チャネルを作成するかどうかを指定します。
スマート カード認証を使用している場合は、この設定を有効
にする必要があります。

Reauthenticate Secure VPN 
connections after network 
interruption（ネットワー
クへの割り込み後に Secure 
VPN 接続を再認証する）

トンネル クライアントのユーザー認証情報を、ネットワーク
への割り込み後に再認証する必要があるかどうかを指定しま
す。接続を直接使用している場合、この設定は効果がありま
せん。

Message security mode
（メッセージ セキュリティ 
モード）

View Manager 3.x コンポーネント間で渡される JMS メッセー
ジの署名と認証が行われるかどうかを指定します。View 環
境のコンポーネントが View Manager 3.0 より前のバージョン
の場合、署名と検証は行われません。

[Disabled（無効にする）]　メッセージ セキュリティ 
モードを無効にします。
[Mixed（混在する）]　メッセージ セキュリティ モード
は有効ですが、実行されません。
このモードは View Manager 3.0 より前の環境のコンポー
ネントを検出するときに使用できます。View Connection 
Server が生成するログ ファイルにこれらのコンポーネン
トの参照情報が含まれているためです。
[Enabled（有効にする）]　メッセージ セキュリティ 
モードを完全に有効にします。View Manager 3.0 より前
のコンポーネントは、通信を試みようとしても拒否さ
れます。

View Manager 環境にセキュリティ サーバが存在し、この設定
を有効にする場合は、正しく構成された config.properties 
ファイルがセキュリティ サーバ上に存在している必要があり
ます。
この詳細については、[Configuration（構成）] ビューから
セキュリティ サーバの config.properties ファイルを生成す
るには、次の手順に従ってください。（P.98）を参照してく
ださい。
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[Events（イベント）] ビュー
[Events（イベント）] ビューを使用して、View Connection Server 内で行われるアク
ションによって生成されるイベントを調べます。[Contains（含む）] フィールドにテ
キストを入力し、メッセージの種類、メッセージの時間、またはメッセージ テキス
トそのもので検索できます。また、メッセージを表示する日数も決定できます。

[Events（イベント）] ページの情報を利用して、サーバ上の問題を診断したり、アク
ティビティを表示したりできます。

Direct connection for Offline 
Desktop operations
（オフライン デスクトップの
操作に直接接続を使用する）

Offline Desktop （使用可能な場合）は、LAN ベースのデータ
転送用に、トンネリングされた通信またはトンネリングされ
ていない通信をサポートします。
トンネリングを有効にした場合は、すべてのトラフィックが 
View Connection Server を介してルーティングされます。ト
ンネリングを有効にしていない場合、データ転送は、オンラ
イン デスクトップのホスト システムとオフライン クライア
ントとの間で直接行われます。

Use SSL for Offline Desktop 
operations
（Offline Desktop の操作に 
SSL を使用する）

Offline Desktop クライアントと View Connection Server との
間で行われる通信およびデータ転送を暗号化するかどうかを
指定します。

Disable Single Sign-On for 
Offline Desktop operations
（Offline Desktop の操作でシ
ングル サインオンを無効に
する）

Offline Desktop でシングル サインオンを有効にするかどうか
を指定します。無効にした場合、ユーザーは手動でデスク
トップにログインして Windows セッションを開始する必要
があります。

Display a pre-login message
（ログイン前メッセージを
表示する）

View Client と View Portal のユーザーに、表示されるフィール
ドに管理者が入力した情報または指示を含むログイン メッ
セージまたは免責事項を表示するかどうかを指定します。

Display a warning before 
forced logoff（強制的にロ
グオフする前に警告を表示
する）

スケジュール設定された、または即時のアップデート イベン
ト（デスクトップの更新など）の結果としてデスクトップ 
ユーザーをログオフするかどうかを指定します。
表示されるフィールドで、表示する通知メッセージを入力
し、メッセージが表示されてからユーザーがログオフされる
までの時間を入力します。

表3-4  グローバル設定（続き）

プロパティ 説明
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イベントを検索するには、次の手順に従ってください。

1 [Messages contains（メッセージを含む）] の後の矢印をクリックし、検索す
る列を選択します（[Messages（メッセージ）]、[Time（時間）]、[Type（タ
イプ）]）。

2 リストから、[Events（イベント）] テーブルにメッセージを表示する日数を選択
して、[Done（完了）] をクリックします。

3 テキスト ボックスに検索テキストを入力して、[Find（検索）] をクリック
します。

検索結果が [Events（イベント）] テーブルに表示されます。イベントの詳細を表示す
るには、各メッセージの最後の [more...（詳細）] をクリックします。
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仮想デスクトップの展開とは、個々のまたは複数の仮想マシンから View Manager に
クライアント接続できるように準備する作業のことです。展開が完了して接続できる
状態になったら、View Manager に直接アクセスすることができます。さらに、拡張
可能なクローン デスクトップ プールを作成するためのテンプレートとして使用する
こともできます。

この章では、デスクトップを展開することに関連する要件および手順について詳細に
説明します。特に、VirtualCenter が管理する仮想マシンからデスクトップとデスク
トップ プールを作成する作業について詳しく説明します。

この章では次のトピックについて説明します。

仮想デスクトップの展開の概要（P.68）

ゲスト システムの準備（P.70）

Individual Desktops（個別デスクトップ）（P.72）

Automated Desktop Pools（自動デスクトップ プール）（P.75）

Manual Desktop Pools（手動デスクトップ プール）（P.83）

デスクトップまたはプールへの資格の付与（P.87）

デスクトップおよび資格のあるユーザーとグループの検索（P.88）

View Manager の無効化とオブジェクトの削除（P.90）

仮想デスクトップの展開 4
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仮想デスクトップの展開の概要
仮想デスクトップを展開する手順は、仮想マシン テンプレートから自動プールを作
成するか、デスクトップ インスタンスを個別に作成するか、仮想デスクトップを手
動で選択してプールを作成するかによって異なります。ただしどの場合でも、基本

（ゲスト）システムを最初に選択し、View Manager で使用できるように構成する必要
があります。

Desktop Sources（デスクトップ ソース）
デスクトップ ソースごとにアプリケーション サポートやユーザー体験が異なります。
また、構成方法、管理方法、プロビジョニング オプションも異なります。View 
Manager がサポートするデスクトップ ソースは次のとおりです。

View Manager によってプロビジョニングされ、VirtualCenter によって管理される　
このデスクトップ ソースは、View Manager によってプロビジョニングされ、
VirtualCenter サーバによって管理される仮想マシンです。このデスクトップ ソース
を追加するには、管理者が次の設定を指定する必要があります。

仮想マシンをプロビジョニングおよび管理する VirtualCenter サーバ。View 
Manager サーバから認識されている VirtualCenter サーバのみを使用できます。

仮想マシンのプロビジョニングに使用されるテンプレート。

VirtualCenter インベントリ階層内で仮想マシンを追加する場所。

仮想マシン用のデータ ストア。

仮想マシンのカスタマイズ仕様。

View Manager によってプロビジョニングされない、VirtualCenter によって管理さ
れる　このデスクトップ ソースは、VirtualCenter サーバによって管理されますが、
View Manager によってプロビジョニングされない仮想マシンです。仮想マシンは既
に VirtualCenter サーバ上に存在しています。このデスクトップ ソースを追加するに
は、管理者が次の設定を指定する必要があります。

仮想マシンを管理する VirtualCenter サーバ。View Manager サーバから認識され
ている VirtualCenter サーバのみを使用できます。

Individual desktop（個別デスクトップ）：仮想マシンを選択してそれをデスク
トップ ソースとして追加します。

Desktop pool（デスクトップ プール）：複数の仮想マシンを選択してそれらをデ
スクトップ ソースとして追加します。

仮想マシンがすでに別のデスクトップに割り当てられている場合は、エラーが表
示されます。以前に割り当てたデスクトップ プールからそのデスクトップを取
り除くか、または個別にデスクトップを取り除く必要があります。
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Unmanaged Desktop Sources（管理されないデスクトップ ソース）　このデスクトッ
プ ソースは、VirtualCenter サーバによって管理されないマシンです。これには、
VMware Server 上で動作する仮想マシンと、View Agent をサポートする他の仮想プ
ラットフォーム上で動作する仮想マシンがあります。View Agent をインストールで
きるブレード PC、物理 PC、およびターミナル サーバは、管理されないデスクトップ 
ソースです。

デスクトップ配布モデル
Unified Access では、デスクトップの作成、資格付与、配布、および使用方法が異な
る、さまざまなデスクトップ配布モデルがサポートされます。View Manager がサ
ポートするデスクトップ配布モデルは次のとおりです。

Individual Desktop（個別デスクトップ）　既存のバックエンド ソースを 1 つだけ許
可するデスクトップです。次の特性を持っています。

多くのユーザーまたはユーザー グループに資格が付与されます。ただし、一度
に 1 人のアクティブ ユーザーだけが許可されます。

自動的にプロビジョニングされません。

Manual Pool（手動プール）　次の特性を持つデスクトップ ソースのプールです。

複数のユーザーが複数のデスクトップにマッピングされます。ただし、1 つのデ
スクトップ上で一度に 1 人のアクティブ ユーザーだけが許可されます。

自動的にプロビジョニングされません。

通常および読み取り専用の両方のアクセス モードがサポートされます。

管理者がプール全体の資格をユーザーまたはユーザー グループに付与します。

Automated Pool（自動プール）　1 つまたは複数の動的に生成されたデスクトップで
構成されるプール。デスクトップは、View Manager によって VirtualCenter 仮想マシ
ン テンプレートから自動的に作成およびカスタマイズされます。次の特性を持って
います。

複数のユーザーが複数のデスクトップにマッピングされます。ただし、1 つのデ
スクトップ上で一度に 1 人のアクティブ ユーザーだけが許可されます。これは、
VI マシン上でのみ適用されます。

自動的にプロビジョニングされません。

管理者がデスクトップ ソースのプロビジョニングに使用されるテンプレートと
カスタマイズ仕様を指定します。

通常および読み取り専用の両方のアクセス モードがサポートされます。

管理者がプール全体の資格をユーザーまたはユーザー グループに付与します。
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Terminal Server Pool（ターミナル サーバ プール）　1 つまたは複数のターミナル サー
バから提供される、ターミナル サーバ（TS）デスクトップ ソースのプールです。
ターミナル サーバ デスクトップ ソースから複数のデスクトップを配布できます。TS 
プールには次の特性があります。

1 つまたは複数のターミナル サーバで構成されるファームから提供される TS デ
スクトップのプール。

最小セッション数に基づくロード バランシング：View Manager では、アクティ
ブ セッション数が最小のプールを選択することによって、プール内のターミナ
ル サーバに接続要求の負荷が分散されます。

管理者がプール全体の資格をユーザーまたはユーザー グループに付与します。

管理者は、ユーザー設定および個人用設定が現在アクセスしているデスクトップ
に伝達されるように、ローミング プロファイル ソリューションを展開する必要
があります。

ゲスト システムの準備
どのような仮想デスクトップを展開するときにも、ゲスト システムが基本の仮想マ
シンになります。新しい仮想マシンを作成する手順はこのマニュアルでは扱いません
が、選択する仮想マシンはシステム要件（P.17）で説明する要件を満たしている必要
があります。

ゲスト システムを選択したら、次の前提条件が満たされていることを確認する必要
があります。

最新バージョンの VMware Tools がインストールされていること（VI 3.5 で提供さ
れる）。

ネットワーク設定（プロキシなど）が適切に構成されていて、ゲスト システム
がドメインに関連付けされていること。

View Manager Agent がインストールされていること。

ゲスト システムに対する管理者権限があること。

注意   新しい仮想マシン インスタンスの作成の詳細については、VirtualCenter のマ
ニュアルを参照してください。

注意   大規模な環境で View Agent を自動的に更新する場合は、標準的な 
Windows 更新メカニズム（Altiris、SMS、LanDesk、BMC などのシステム管理シ
ステム）を使用することをお勧めします。
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ゲスト システムへの View Agent のインストール
View Agent は、セッション管理、シングル サインオン、およびデバイスのリダイレ
クトを支援するコンポーネントです。View Connection Server がデスクトップと通信
できるように、ゲスト システム上に View Agent をインストールする必要があります。

View Manager Agent をインストールするには、次の手順に従ってください。

1 エージェントをホストするシステム上で View Agent 実行可能プログラムを実行
します。xxx は次のファイルのビルド番号です。

VMware-viewagent-xxx.exe

インストール ウィザードが開きます。[Next（次へ）] をクリックします。

2 VMware のライセンス条件に同意して、[Next（次へ）] をクリックします。

3 カスタム セットアップのオプションを選択します。リンク クローン デスクトッ
プを展開する場合は、[View Manager Composer Agent] をインストールする必要
があります。この機能の詳細については、第 6 章 View Composer（P.125）を参
照してください。次の機能を選択または選択解除できます。

Graphical Identification and Authentication（GINA）ダイナミック リンク ラ
イブラリをインストールする場合は、[View Secure Authentication] コンポー
ネントをインストールします。このコンポーネントをインストールするとシ
ングル サイン オン（SSO）が有効になるので、View Client にログインした
ユーザーはデスクトップにログインするために認証情報を再度入力する必要
がなくなります。

仮想デスクトップ ユーザーがローカルに接続されている USB デバイスに、
自身の仮想デスクトップを使ってアクセスする必要がある場合は、[USB 
Redirection（USB リダイレクト）] コンポーネントをインストールします。

最初にデスクトップに追加のドライバをインストールしなくてもユーザーが
クライアント システムで利用できるプリンタに出力できるようにする場合
は、[Virtual Printing] コンポーネントをインストールします。この機能の詳
細については、View Client の構成ファイル（P.116）を参照してください。

4 インストール先フォルダを受け入れるか、変更して、[Next（次へ）] をクリック
します。

5 [Install（インストール）] をクリックしてインストール プロセスを開始します。
プロセスが完了したら、[Finish（完了）] をクリックします。

注意   Windows 2000 は USB リダイレクトをサポートしていません。
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複数の NIC を使用する仮想マシン上での View Agent の使用

複数の仮想 NIC を使用するゲスト システムに関しては、View Agent が使用するサ
ブネットを設定する必要があります。これによって、クライアント RDP 接続のため
に View Agent が View Connection Server に提供するネットワーク アドレスが決まり
ます。

このサブネットを設定するには、View Agent をインストールする仮想マシンに、次
のレジストリ文字列を作成します。n.n.n.n は TCP/IP サブネット、m はサブネット 
マスク内のビットの数です。

HKLM\Software\VMware, Inc.\VMware VDM\Node Manager\subnet = n.n.n.n/m 
(REG_SZ) 

Individual Desktops（個別デスクトップ）
個別デスクトップとは、View Agent がインストールされていて View Manager クライ
アントからリモート アクセスできる、1 つだけの仮想マシンのことです。このタイプ
のデスクトップを使用する資格が付与されたユーザーは、接続すると常に同じシステ
ムにアクセスすることになります。

個別デスクトップは、ユーザーが専用のデスクトップを 1 つだけ必要としている場合
や、1 つのホスト ライセンスしかない高価なアプリケーションに複数のユーザーがさ
まざまなときにアクセスする必要がある場合に適しています。

個別のデスクトップは永続的に割り当てられることはなく、複数のユーザーに資格を
付与したり、複数のユーザーがアクセスしたりできます。したがって、その使用モデ
ルは、承認された複数のユーザーによって共有される物理システムと同じです。

Individual Desktop（個別デスクトップ）の展開
1 View Administrator インターフェイス内から、[Desktops and Pools（デスクトッ

プとプール）] ボタンをクリックしてから [Inventory（インベントリ）] タブを
クリックします。[Desktops（デスクトップ）] ペインで、[Desktops and Pools

（デスクトップとプール）] タブが選択されていることを確認してから [Add（追
加）] をクリックします。

2 デスクトップの追加ウィザードが表示されます。ここから新しいリンク クロー
ン デスクトップ プールを構成して展開できます。[Individual Desktop（個別デス
クトップ）] を選択して [Next（次へ）] をクリックします。

3 ゲスト システムのソース タイプを指定するために、[VirtualCenter virtual 
machine（VirtualCenter 仮想マシン）] または [Other sources（その他のソース）] 
を選択します。[Next（次へ）] をクリックします。
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4 このステップは、ゲスト システムとして仮想マシンを選択した場合に限り表示
されます。表示されたリストから、このデスクトップで使用される VirtualCenter 
サーバを選択します。[Next（次へ）] をクリックします。

5 [Unique ID（一意の ID）] を入力し、必要に応じて [Display name（表示名）] と 
[Description（説明）] を入力します。

一意の ID は デスクトップ プールの指定に View Manager で使用され、ログイン
したときにクライアントが認識する名前です。一意の ID と表示名は任意に設定
できますが、表示名を指定しないと、両方に一意の ID が使用されます。

デスクトップの識別詳細を入力したら、[Next（次へ）] をクリックします。

6 デスクトップ プロパティを構成して、[Next（次へ）] をクリックします。

注意   オプションの説明には、スペースを含む英数字を使用できます。説明は、
最大で 1024 文字まで入力でき、View Administrator だけに表示されます。

要注意   親仮想マシンとして Windows Vista を使用する場合は、電源ポリシーを 
[Ensure VM is always powered on（仮想マシンは常にパワーオン）] に設定する
必要があります。

プロパティ パラメータの説明

State
（状態）

Enabled（有効にする）　デスクトップ プールは作成後に自動
的に有効になり、すぐに使用できます。
Disabled（無効にする）　デスクトップ プールは作成後に無
効になり、使用できません。展開後にテストなどの標準メ
ンテナンスのような作業を行う場合にはこの設定が適して
います。

When VM is not in use
（仮想マシンが使用され
ていないとき）

Do nothing (VM remains on)（何もしない（仮想マシンはオ
ンのまま））　パワーオフされている仮想マシンを使用する必
要があって起動した後は、使用されていないときを含めて、
シャットダウンされるまでオンの状態が継続します。
Always on (ensure VM is always powered on)（常にオン（仮
想マシンは常にパワーオン））　プール内のすべての仮想マシ
ンが、使用されていないときを含めてパワーオンの状態が継
続します。シャットダウンされた場合は、すぐに再起動され
ます。
Suspend VM（仮想マシンをサスペンド）　プール内のすべて
の仮想マシンが、使用されていないときにサスペンド状態に
なります。
Power off VM（仮想マシンをパワーオフ）　プール内のすべ
ての仮想マシンが、使用されていないときにシャットダウン
されます。
この構成を電源ポリシー（P.179）に示します。
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Automatic logoff after 
disconnect
（切断後に自動的に
ログオフ）

このオプションは、ゲスト システムとして仮想マシンを選択
した場合に限り表示されます。
Immediately（直後）　ユーザーが接続を切断すると、すぐ
にログオフされます。
Never（ログオフしない）　ユーザーはログオフされません。
After（時間が経過した後）　ユーザーが接続を切断してから
この時間が経過すると、ログオフされます。所定のフィール
ドに期間（分単位）を入力してください。

Allow users to reset 
their desktop
（ユーザーによるデスク
トップのリセットを
許可する）

デスクトップ ユーザーが管理者の支援なしに自身のデスク
トップをリセットできるようにする場合に選択します。

Default display 
protocol
（デフォルト表示
プロトコル）

View Connection Server が View Client と通信するときに使用
する表示プロトコルを選択します。
Microsoft RDP　デフォルトのオプションです。
HP RGS　HP RGS 表示プロトコルの有効化（P.122）を参照し
てください。

Allow users to override 
the default protocol
（ユーザーがデフォルト 
プロトコルを上書きで
きるようにする）

ユーザーが View Client 内からデフォルトの表示プロトコル設
定を上書きできるようにする場合に選択します。

Adobe Flash quality
（Adobe Flash の品質）

ドロップダウン メニューから、View Client で表示する Adobe 
Flash アニメーションの品質レベルを選択します。品質レベ
ルを低くすると、帯域幅使用量が少なくなるため表示の更新
が速くなる場合があります。

Adobe Flash throttling
（Adobe Flash のスロッ
トル）

ドロップダウン メニューから、View Client で表示する Adobe 
Flash アニメーションのスロットル レベルを選択します。ス
ロットルのレベルを高くすると、すべての Adobe Flash アニ
メーションのフレーム レートを下げて、帯域幅の使用量を減
らすことができる可能性があります。

注意   オフライン デスクトップのプロパティ設定は、デスクトップが再度チェックイ
ンされるまで有効になりません。

プロパティ パラメータの説明



VMware, Inc. 75

第 4章仮想デスクトップの展開

  

7 表示されたリストから、個別デスクトップとして使用する仮想マシンまたは物理
マシンを選択します。[Next（次へ）] をクリックします。

8 この展開の構成設定の概要が表示されます。

構成を修正する必要がある場合は、[Back（戻る）] ボタンを使用して前の
ページに戻ることができます。

構成を修正する必要がない場合は、[Finish（完了）] をクリックすると、個
別デスクトップが展開されます。

展開が開始された後に、[Global desktop and pool view（デスクトップとプールのグ
ローバル ビュー）] ペインで [Desktops and Pools（デスクトップとプール）] または 
[Desktop Sources（デスクトップ ソース）] タブを選択することで、個別デスクトッ
プの進捗状況を監視できます。

Automated Desktop Pools（自動デスクトップ プール）
自動デスクトップ プールは、1 つまたは複数の動的に生成されたデスクトップで構成
され、デスクトップは View Manager によって VirtualCenter 仮想マシン テンプレート
から自動的に作成およびカスタマイズされます。このタイプのデスクトップ プール
は次のいずれかになります。

[Persistent（通常）]　このタイプのプール内のデスクトップは、ユーザーがログ
インするときに常に同じシステムに接続されるように、静的に割り当てられま
す。デスクトップの割り当ては、ユーザーが初めて接続したときに行われます。

[Non-persistent（読み取り専用）]　このタイプのプール内のデスクトップは、
ユーザーがログインするときに動的に割り当てられ、ユーザーが接続を解除す
るとプールに戻ります。

自動デスクトップ プールでは、リンク クローン機能を使用して 1 つの「Parent VM
（親仮想マシン）」から複数のデスクトップをすばやく展開できます。ただし、ここで
はこの機能を使用しない展開について説明します。展開する手順など、リンク ク
ローンの詳細については、第 6 章 View Composer（P.125）を参照してください。

仮想マシン テンプレート
自動デスクトップ プールを作成するには、最初に VirtualCenter 内で仮想マシン テン
プレートを作成する必要があります。テンプレートは、VirtualCenter 内で構成済みの
ゲスト システム仮想マシンを右クリックして、ショートカット メニューから次のエ
ントリのいずれかを選択することで作成されます。
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Clone to Template（テンプレートに複製）　仮想マシン自体を変更せずに、選択
したゲスト システムに基づいて新しいテンプレートを作成する場合は、このオ
プションを選択します。このオプションを選択する場合は、テンプレートの名
前、テンプレートを配置する環境の情報、使用するディスク フォーマットを入
力するセットアップ ウィザードが表示されます。

Convert to Template（テンプレートに変換）　ゲスト システムをテンプレート
に変更する場合は、このオプションを選択します。このプロセスはすぐに終わ
ります。

カスタマイズ仕様
カスタマイズ仕様はオプションですが、ライセンス情報、ドメインへの関連付け、
DHCP 設定などの一般的なプロパティの構成情報を入力することによって、自動デス
クトップ プールの展開を大幅に効率化できます。

カスタマイズ仕様を作成するには、次の手順に従ってください。

1 VirtualCenter で、[Edit（編集）] - [Customization Specifications（カスタマイズ仕
様）] をクリックします。

2 新しいカスタマイズ仕様を作成するときは、[New（新規）] をクリックします。

3 [Target Virtual Machine OS（ターゲット仮想マシン OS）] ドロップダウン メ
ニューで [Windows] が選択されていることを確認してから、所定のフィールド
にカスタマイズ仕様の名前と、必要に応じて説明を入力します。[Next（次へ）] 
をクリックします。

4 自動プールで作成されるデスクトップに関連付ける [Name（名前）] と 
[Organization（所属）] を所定のフィールドに入力します。[Next（次へ）] をク
リックして続行します。

5 次のいずれかを選択します。

Use the virtual machine name（仮想マシン名を使用）　View Manager から
展開するときに各デスクトップ仮想マシンに割り当てた名前を基にして、
プール内のデスクトップの名前を付ける場合。このオプションをお勧めし
ます。

Use a specific name（特定の名前を使用）　定義済みラベルを基にして各デ
スクトップの名前を付ける場合。このオプションを選択する場合は、
[Append a numeric value to ensure uniqueness（一意にするために数値を追
加）] を選択することもお勧めします。

[Next（次へ）] をクリックします。
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6 View Manager デスクトップ オペレーティング システムのライセンス番号を 
[Product ID（製品 ID）] フィールドに入力し、単一ライセンスなのか複数シート 
ライセンスなのかを指定します。[Next（次へ）] をクリックします。

7 ローカル管理者パスワードを所定のフィールドに入力および確認入力します。
[Next（次へ）] をクリックします。

8 ドロップダウン リストから地域のタイムゾーンを選択します。[Next（次へ）] を
クリックします。

9 （オプション）ユーザーが初めて接続したときに実行されるコマンド プロンプ
ト命令を入力する画面が表示されます。所定のフィールドにコマンドを入力し
て [Add（追加）] をクリックします。必要に応じて繰り返します。

終了したら、[Next（次へ）] をクリックします。

10 ネットワーク インターフェイスに使用する設定の種類を指定します。[Typical 
settings（標準設定）] を選択することをお勧めします。[Next（次へ）] をク
リックします。

11 このテンプレートに基づいて作成したデスクトップがどのようにネットワークに
参加するかを指定します。

展開したデスクトップをドメインに自動的に追加する場合は、[Windows Server 
Domain（Windows サーバ ドメイン）] を選択して所定のフィールドに適切な名
前を入力します。ユーザー名、パスワード、およびパスワード確認フィールドに
は、システムをこのドメインに追加するために必要な権限を持つユーザーの認証
情報を入力します。

12 [Generate New Security ID (SID)（新しいセキュリティ ID（SID）の生成）] が選択
されていることを確認し、[Next（次へ）] をクリックします。

Automated Desktop Pool（自動デスクトップ プール）の展開
1 View Administrator 内から、[Desktops and Pools（デスクトップとプール）] ボタ

ンをクリックしてから [Inventory（インベントリ）] タブをクリックします。
[Global desktop and pool view（デスクトップとプールのグローバル ビュー）] ペ
インで、[Desktops and Pools（デスクトップとプール）] タブが選択されている
ことを確認してから [Add（追加）] をクリックします。

2 デスクトップの追加ウィザードが表示されます。ここから新しいリンク クロー
ン デスクトップ プールを構成して展開できます。[Automated Desktop Pool（自
動デスクトップ プール）] を選択して [Next（次へ）] をクリックします。

3 作成するデスクトップ プールのタイプを選択して [Next（次へ）] をクリックし
ます。
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4 表示されたリストから、このデスクトップで使用される VirtualCenter サーバを
選択します。[Next（次へ）] をクリックします。

5 [Unique ID（一意の ID）] を入力し、必要に応じて [Display name（表示名）] と 
[Description（説明）] を入力します。

一意の ID は デスクトップ プールの指定に View Manager で使用され、ログイン
したときにユーザーが認識する名前です。一意の ID と表示名は任意に設定でき
ますが、表示名を指定しないと、両方に一意の ID が使用されます。

デスクトップの識別詳細を入力したら、[Next（次へ）] をクリックします。

6 デスクトップ プロパティを構成して、[Next（次へ）] をクリックします。

プール タイプ 説明

Persistent
（通常）

このタイプのプール内のデスクトップは、ユーザーがログインすると
きに常に同じシステムに接続されるように、静的に割り当てられま
す。デスクトップの割り当ては、ユーザーが初めて接続したときに行
われます。

Non-persistent
（読み取り
専用）

このタイプのプール内のデスクトップは、ユーザーがログインすると
きに動的に割り当てられ、ユーザーが接続を解除するとプールに戻り
ます。

注意   オプションの説明には、スペースを含む英数字を使用できます。説明は、
最大で 1024 文字まで入力でき、View Administrator だけに表示されます。

要注意   親仮想マシンとして Windows Vista を使用する場合は、電源ポリシーを 
[Ensure VM is always powered on（仮想マシンは常にパワーオン）] に設定する
必要があります。
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プロパティ パラメータの説明

State
（状態）

Enabled（有効にする）　デスクトップ プールは作成後に
自動的に有効になり、すぐに使用できます。
Disabled（無効にする）　デスクトップ プールは作成後に
無効になり、使用できません。展開後にテストなどの標
準メンテナンスのような作業を行う場合にはこの設定が
適しています。

When VM is not in use
（仮想マシンが使用されて
いないとき）

Do nothing (VM remains on)（何もしない（仮想マシンは
オンのまま））　パワーオフされている仮想マシンを使用
する必要があって起動した後は、使用されていないとき
を含めて、シャットダウンされるまでオンの状態が継続
します。
Always on (ensure VM is always powered on)（常にオン
（仮想マシンは常にパワーオン））　プール内のすべての仮
想マシンが、使用されていないときを含めてパワーオン
の状態が継続します。シャットダウンされた場合は、す
ぐに再起動されます。
Suspend VM（仮想マシンをサスペンド）　プール内の
すべての仮想マシンが、使用されていないときにサス
ペンド状態になります。
Power off VM（仮想マシンをパワーオフ）　プール内のす
べての仮想マシンが、使用されていないときにシャット
ダウンされます。
この構成を電源ポリシー（P.179）に示します。

Automatic logoff after 
disconnect（切断後に自動
的にログオフ）

Immediately（直後）　ユーザーが接続を切断すると、す
ぐにログオフされます。
Never（ログオフしない）　ユーザーはログオフされませ
ん。
After（時間が経過した後）　ユーザーが接続を切断して
からこの時間が経過すると、ログオフされます。所定の
フィールドに期間（分単位）を入力してください。

Power off and delete virtual 
machine after first use
（初めて使用した後、仮想
マシンをパワーオフして
削除する ）

（読み取り専用プールのみ）

ユーザーがログオフした後にすぐに仮想マシンを削除す
る場合に選択します。
必要に応じて、新しい仮想マシンのクローンが作成され、
仮想マシンが削除された後も特定のプール サイズが保持
されます。

Allow users to reset their 
desktop（ユーザーによる
デスクトップのリセットを
許可する）

デスクトップ ユーザーが管理者の支援なしに自身のデス
クトップをリセットできるようにする場合に選択します。
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7 デスクトップ プロビジョニングのプロパティを構成して、[Next（次へ）] をク
リックします。

Allow multiple sessions per 
user（ユーザーごとに複数
のセッションを許可する） 

（読み取り専用プールのみ）

各ユーザーが同じプール内の複数のデスクトップに同時
に接続することを許可する場合に選択します。

Default display protocol
（デフォルト表示
プロトコル）

View Connection Server が View Client と通信するときに
使用する表示プロトコルを選択します。
Microsoft RDP　デフォルトのオプションです。
HP RGS　HP RGS 表示プロトコルの有効化（P.122）を参
照してください。

Allow users to override the 
default protocol（ユーザー
がデフォルト プロトコルを
上書きできるようにする）

ユーザーが View Client 内からデフォルトの表示プロトコ
ルを上書きできるようにする場合に選択します。

Adobe Flash quality
（Adobe Flash の品質）

ドロップダウン メニューから、View Client で表示する 
Adobe Flash アニメーションの品質レベルを選択します。
品質レベルを低くすると、帯域幅使用量が少なくなるた
め表示の更新が速くなる場合があります。

Adobe Flash throttling
（Adobe Flash の
スロットル）

ドロップダウン メニューから、View Client で表示する 
Adobe Flash アニメーションのスロットル レベルを選択
します。スロットルのレベルを高くすると、すべての 
Adobe Flash アニメーションのフレーム レートを下げて、
帯域幅の使用量を減らすことができる可能性があります。

プロパティ パラメータの説明

Provisioning
（プロビジョニング）

Enabled（有効にする）　展開手順が完了したときまたは
デスクトップが削除された後に、すぐにプール内のデス
クトップが作成されます。
Disabled（無効にする）　展開手順が完了したときまたは
デスクトップが削除された後に、すぐにプール内のデス
クトップは作成されません。

Number of desktops
（デスクトップ数）

このプールで作成するデスクトップの数を指定します。
[Advanced Settings（詳細設定）] パネルの [Enable 
Advanced Pool Settings（高度なプール設定を有効にす
る）] を選択すると、この設定は無効になります。

プロパティ パラメータの説明
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VM naming pattern
（仮想マシンの名前付け
パターン）

デフォルトでは、プール内のすべてのデスクトップが同
じグループに属しているということを識別するために、
プレフィックスが使用されます。プレフィックスは最大 
13 文字まで指定でき、同じプール内のデスクトップを識
別するために数値サフィックスが付加されます。
プール番号を表現するトークンが含まれる名前を付ける
ことで、この動作を無効にできます。トークンは名前の
どこに入れてもかまいません。例：
amber-{n}-desktop

デスクトップが展開された後に、{n} はそのデスクトッ
プのプール番号に置き換えられます。
n:fixed= 構文を使用して固定長のトークンを入力できま
す。例：
amber-{n:fixed=3}

展開の後に、{n:fixed=3} は各デスクトップの固定長の
プール番号に置き換えられます。amber-001、
amber-002、amber-003 などです。
最大 15 文字の制限が、トークンが含まれる名前に適用さ
れますが、トークン長が固定される場合は「可変部分」
にのみ適用されます。例：
my-view-system{n:fixed=1}

トークン長が固定されない場合には、バッファ 1 がトーク
ンに適用され、「可変部分」の最大長は 14 文字です。例：
a-view-system{n}

Stop provisioning on error
（エラー時にプロビジョニ
ングを停止する）

デスクトップの作成中にエラーが検出されたときに、
View Manager で新しい仮想マシンのプロビジョニングを
自動的に停止するように設定する場合に選択します。

Advanced Settings
（詳細設定）

クリックすると、詳細なプール構成設定が表示されます。
[Enable Advanced Pool Settings（高度なプール設定を有
効にする）] を選択することで、詳細パラメータを有効に
できます。これにより、[Pool Size（プール サイズ）] パ
ラメータが無効になります。
Minimum number of virtual machines（最小仮想マシン
数）　このプールのためにプロビジョニングする必要があ
るデスクトップの最小数。
Maximum number of virtual machines（最大仮想マシン
数）　このプールのためにプロビジョニングできるデスク
トップの最大数。
Number of available virtual machines（使用可能な仮想
マシン数）　いつでも使用できるように未割り当ての状態
で使用可能になっている必要がある仮想マシンの数。こ
の数に、プール全体で使用できるデスクトップの最大数
を超える値を設定することはできません。

プロパティ パラメータの説明
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8 展開するための基本イメージとして使用するテンプレートを選択します。表示さ
れるテンプレートは、View Manager でサポートされるデスクトップ オペレー
ティング システムが含まれるものだけです。[Next（次へ）] をクリックします。

9 このデスクトップ プール用のフォルダを配置する場所を VirtualCenter 内で選択
してから、[Next（次へ）] をクリックします。

10 このデスクトップが使用する仮想マシンを実行するホストまたはクラスタを選択
し、[Next（次へ）] をクリックします。

11 このデスクトップが使用する仮想マシンを実行するリソース プールを選択し、
[Next（次へ）] をクリックします。

12 デスクトップ プールを格納するデータストアを 1 つ以上選択します。利用でき
る十分な空き領域がない場合は、データストアを追加して空き領域を追加する必
要があります。

データストアの格納条件を構成したら、[Next（次へ）] をクリックします。

13 ゲスト システムから作成したデスクトップをカスタマイズする方法を選択しま
す。VirtualCenter 上にカスタマイズ仕様がある場合は、[Use this customization 
specification（このカスタマイズ仕様を使用）] リストから選択してライセンス
情報、ドメインへの関連付け、DHCP 設定などのプロパティを事前に構成でき
ます。

プロビジョニングされた後に、プール内のデスクトップを手動で構成する場合
（カスタマイズ仕様が検出されない場合）は、[None（なし）] - [Customization 
will be done manually（カスタマイズを手動で行う）] を選択します。

必要に応じて、仮想マシンの電源をオフのままにする場合は、[Do not power on 
virtual machines after creation（作成後に仮想マシンの電源をオンにしない）] を
選択します。

[Next（次へ）] をクリックします。

14 この展開の構成設定の概要が表示されます。

構成を修正する必要がある場合は、[Back（戻る）] ボタンを使用して前の
ページに戻ることができます。

注意   クラスタについては、ホスト数が 8 個以下のものだけがサポートおよび表
示されます。

注意   クラスタの場合は、共有データストアだけがサポートされるので、それら
だけが表示されます。
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構成を修正する必要がない場合は、[Finish（完了）] をクリックすると、自
動デスクトップ プールが展開されます。

展開が開始された後に、[Global desktop and pool view（デスクトップとプールのグ
ローバル ビュー）] ペインで [Desktops（デスクトップ）] または [Desktop Sources

（デスクトップ ソース）] タブを選択することで、自動デスクトップ プールの進捗状
況を監視できます。

Manual Desktop Pools（手動デスクトップ プール）
手動デスクトップ プールは、View Manager 管理者が手動で構築する仮想マシン プー
ルです。このタイプのデスクトップ プールは次のいずれかになります。

Persistent（通常）　ユーザー専用のデスクトップが割り当てられ、そこにすべて
のドキュメント、アプリケーション、および設定がセッションをまたいで保管さ
れます。デスクトップは最初にユーザーが接続するときに静的に割り当てられ、
後続のすべてのセッションで使用されます。

Non-persistent（読み取り専用）　ユーザーが接続するたびに異なるデスクトッ
プに接続され、環境またはユーザー データはセッションをまたいで保持されま
せん。

Manual Desktop Pool（手動デスクトップ プール）の展開
1 View Administrator 内から、[Desktops and Pools（デスクトップとプール）] ボタ

ンをクリックしてから [Inventory（インベントリ）] タブをクリックします。
[Global desktop and pool view（デスクトップとプールのグローバル ビュー）] ペ
インで、[Desktops and Pools（デスクトップとプール）] タブが選択されている
ことを確認してから [Add（追加）] をクリックします。

2 デスクトップの追加ウィザードが表示されます。ここから新しいリンク クロー
ン デスクトップ プールを構成して展開できます。[Manual Desktop Pool（手動デ
スクトップ プール）] を選択して [Next（次へ）] をクリックします。

3 作成するデスクトップ プールのタイプを選択して [Next（次へ）] をクリックし
ます。
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4 ゲスト システムのソース タイプを指定するために、[VirtualCenter virtual 
machine（VirtualCenter 仮想マシン）] または [Other sources（その他のソース）] 
を選択します。[Next（次へ）] をクリックします。

5 表示されたリストから、このデスクトップで使用される VirtualCenter サーバを
選択します。[Next（次へ）] をクリックします。

6 [Unique ID（一意の ID）] を入力し、必要に応じて [Display name（表示名）] と 
[Description（説明）] を入力します。

一意の ID は デスクトップ プールの指定に View Manager で使用され、ログイン
したときにユーザーが認識する名前です。一意の ID と表示名は任意に設定でき
ますが、表示名を指定しないと、両方に一意の ID が使用されます。

デスクトップの識別詳細を入力したら、[Next（次へ）] をクリックします。

7 デスクトップ プロパティを構成して、[Next（次へ）] をクリックします。

プール タイプ 説明

Persistent
（通常）

このタイプのプール内のデスクトップは、ユーザーがログインすると
きに常に同じシステムに接続されるように、静的に割り当てられま
す。デスクトップの割り当ては、ユーザーが初めて接続したときに行
われます。

Non-persisten
（読み取り
専用）

このタイプのプール内のデスクトップは、ユーザーがログインすると
きに動的に割り当てられ、ユーザーが接続を解除するとプールに戻り
ます。

注意   オプションの説明には、スペースを含む英数字を使用できます。説明は、
最大で 1024 文字まで入力でき、View Administrator だけに表示されます。

要注意   親仮想マシンとして Windows Vista を使用する場合は、電源ポリシーを 
[Ensure VM is always powered on（仮想マシンは常にパワーオン）] に設定する
必要があります。
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プロパティ パラメータの説明

State
（状態）

Enabled（有効にする）　デスクトップ プールは作成後に
自動的に有効になり、すぐに使用できます。
Disabled（無効にする）　デスクトップ プールは作成後に
無効になり、使用できません。展開後にテストなどの標
準メンテナンスのような作業を行う場合にはこの設定が
適しています。

When VM is not in use
（仮想マシンが使用されて
いないとき）

（仮想マシン ゲストのみ）

Do nothing (VM remains on)（何もしない（仮想マシンは
オンのまま））　パワーオフされている仮想マシンを使用
する必要があって起動した後は、使用されていないとき
を含めて、シャットダウンされるまでオンの状態が継続
します。
Always on (ensure VM is always powered on)（常にオン
（仮想マシンは常にパワーオン））　プール内のすべての仮
想マシンが、使用されていないときを含めてパワーオン
の状態が継続します。シャットダウンされた場合は、す
ぐに再起動されます。
Suspend VM（仮想マシンをサスペンド）　プール内の
すべての仮想マシンが、使用されていないときにサス
ペンド状態になります。
Power off VM（仮想マシンをパワーオフ）　プール内のす
べての仮想マシンが、使用されていないときにシャット
ダウンされます。
この構成を電源ポリシー（P.179）に示します。

Automatic logoff after 
disconnect（切断後に自動
的にログオフ）

Immediately（直後）　ユーザーが接続を切断すると、す
ぐにログオフされます。
Never（ログオフしない）　ユーザーはログオフされ
ません。
After（時間が経過した後）　ユーザーが接続を切断して
からこの時間が経過すると、ログオフされます。所定の
フィールドに期間（分単位）を入力してください。

Allow users to reset their 
desktop（ユーザーによる
デスクトップのリセットを
許可する）

デスクトップ ユーザーが管理者の支援なしに自身のデス
クトップをリセットできるようにする場合に選択します。

Allow multiple sessions per 
user（ユーザーごとに複数
のセッションを許可する） 

（読み取り専用プールのみ）

各ユーザーが同じプール内の複数のデスクトップに同時
に接続することを許可する場合に選択します。

Default display protocol
（デフォルト表示
プロトコル）

View Connection Server が View Client と通信するときに
使用する表示プロトコルを選択します。
Microsoft RDP　デフォルトのオプションです。
HP RGS　HP RGS 表示プロトコルの有効化（P.122）を参
照してください。
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8 表示されたリストから、プールに追加する仮想マシンまたは物理システムを選択
します。[Next（次へ）] をクリックします。

9 この展開の構成設定の概要が表示されます。

構成を修正する必要がある場合は、[Back（戻る）] ボタンを使用して前の
ページに戻ることができます。

構成を修正する必要がない場合は、[Finish（完了）] をクリックすると、個
別デスクトップが展開されます。

展開が開始された後に、[Global desktop and pool view（デスクトップとプールのグ
ローバル ビュー）] ペインで [Desktops and Pools（デスクトップとプール）] または 
[Desktop Sources（デスクトップ ソース）] タブを選択することで、手動デスクトッ
プ プールの進捗状況を監視できます。

Allow users to override the 
default protocol（ユーザー
がデフォルト プロトコルを
上書きできるようにする）

ユーザーが View Client 内からデフォルトの表示プロトコ
ルを上書きできるようにする場合に選択します。

Adobe Flash quality
（Adobe Flash の品質）

ドロップダウン メニューから、View Client で表示する 
Adobe Flash アニメーションの品質レベルを選択します。
品質レベルを低くすると、帯域幅使用量が少なくなるた
め表示の更新が速くなる場合があります。

Adobe Flash throttling
（Adobe Flash の
スロットル）

ドロップダウン メニューから、View Client で表示する 
Adobe Flash アニメーションのスロットル レベルを選択
します。スロットルのレベルを高くすると、すべての 
Adobe Flash アニメーションのフレーム レートを下げて、
帯域幅の使用量を減らすことができる可能性があります。

注意   オフライン デスクトップのプロパティは、デスクトップが再度チェックインさ
れるまで有効ではありません。

プロパティ パラメータの説明
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デスクトップまたはプールへの資格の付与
デスクトップまたはデスクトップ プールが作成されたら、Active Directory ユーザー
またはグループにアクセスする資格を付与できます。

Active Directory ユーザーまたはグループにデスクトップへの資格を付与するには、
次の手順に従ってください。

1 View Administrator 内から、[Desktops and Pools（デスクトップとプール）] ボ
タンをクリックしてから、[Inventory（インベントリ）] タブで [Global desktop 
and pool view（デスクトップとプールのグローバル ビュー）] をクリックしま
す。[Global desktop and pool view（デスクトップとプールのグローバル 
ビュー）] ペインから資格を付与するデスクトップまたはプールを選択します。

2 [Entitlements（資格付与）] をクリックします。[Entitlements（資格付与）] ウィ
ンドウが開き、このデスクトップまたはプールを使用できるユーザーとグループ
のリストが表示されます。[Add（追加）] をクリックします。

3 ユーザーとグループの資格付与ウィンドウが表示されます。ドメイン フォレス
ト内のすべての Active Directory ユーザーがここに表示され、ユーザーの検索や
絞り込みを行うこともできます。

4 [Type（タイプ）] で、[Users（ユーザー）] または [Groups（グループ）]、あるい
はその両方を選択します。

5 [Domain（ドメイン）] ドロップダウン メニューから、資格を付与するユーザー
またはグループが含まれるドメインを選択するか、または [Entire Directory

（ディレクトリ全体）] を選択して Active Directory ドメイン フォレスト全体を検
索します。

6 所定のフィールドを使用して、名前または説明で検索することもできます。
[Find（検索）] をクリックすると検索が実行されます。

7 表からこのデスクトップまたはプールを使用できるユーザーまたはグループを選
択して、[OK] をクリックします。

8 [Entitlements（資格付与）] ウィンドウの最初のページに戻ります。選択した
ユーザーまたはグループが表示されています。[OK] をクリックして終了します。

注意   ドメイン内のすべてのユーザーのリストを表示する場合は、[Name（名
前）] および [Description（説明）] フィールドは空白のままにします。
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デスクトップおよび資格のあるユーザーとグループの検索
デスクトップおよび資格のあるユーザーとグループに関する情報を検索するには、
[Inventory（インベントリ）] タブを使用します。ページの右側に表示されている
テーブル内の列と、ページの左側に表示されているカテゴリのいずれかを使用して
検索できます。

[Desktops（デスクトップ）] インベントリ ビューで列を検索するには、次の手
順に従ってください。

1 View Administrator 内から、[Desktops and Pools（デスクトップとプール）] ボタ
ンをクリックします。

2 [Desktops（デスクトップ）] フィールド（ページの右側）で、[Desktops and 
Pools（デスクトップとプール）]、[Desktop Sources（デスクトップ ソース）]、
または [Active Sessions（アクティブなセッション）] タブをクリックします。

3 検索フィールドの左にある矢印をクリックして、該当する列のチェックボックス
をオンにします。

4 [Done（完了）] をクリックします。

5 検索テキストを入力して [Go（実行）] をクリックします。

[Desktops（デスクトップ）] 検索ビューでカテゴリを検索するには、次の手順に
従ってください。

1 View Administrator 内から、[Desktops and Pools（デスクトップとプール）] ボタ
ンをクリックしてこのページの左側の [Search（検索）] タブをクリックします。

2 [Search for desktops and pools（デスクトップとプールを検索）] フィールドに検
索テキストを入力します。

3 [Display Name（表示名）]、[Desktop ID（デスクトップ ID）]、[Type（タイプ）]、
[User（ユーザー）]、[Virtual Center name（Virtual Center 名）]、[Desktop source

（デスクトップ ソース）]、または [Persistence（通常）] を選択または選択解除す
ると、そのカテゴリ内で検索されます。

4 [Search（検索）] をクリックします。
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[Entitled Users and Groups（資格のあるユーザーとグループ）] インベントリ ビュー
で列を検索するには、次の手順に従ってください。

1 View Administrator 内から、[Users and Groups（ユーザーとグループ）] ボタンを
クリックします。

2 [Global user and group view（ユーザーとグループのグローバル ビュー）] フィー
ルド（ページの右側）で、[Entitled Users and Groups（資格のあるユーザーとグ
ループ）]、[Active Sessions tab（アクティブなセッション）] タブ、または（選
択できる場合）[Offline Sessions（オフライン セッション）] をクリックします。

3 検索フィールドの左にある矢印をクリックして、該当する列のチェックボックス
をオンにします。

4 [Done（完了）] をクリックします。

5 検索テキストを入力して [Find（検索）] をクリックします。

[Entitled Users and Groups（資格のあるユーザーとグループ）] 検索ビューでカテゴ
リを検索するには、次の手順に従ってください。

1 View Administrator 内から、[Users and Groups（ユーザーとグループ）] ボタンを
クリックしてページの左側の [Search（検索）] タブをクリックします。

2 [Search for users and groups（ユーザーとサーバを検索）] フィールドに検索テキ
ストを入力します。

3 [Name（名前）]、[Email（電子メール）]、[Display name（表示名）]、または 
[Domain（ドメイン）] を選択または選択解除すると、そのカテゴリ内で検索さ
れます。

4 [Search（検索）] をクリックします。

Active Sessions（アクティブなセッション）の操作
ユーザーがデスクトップに接続すると、アクティブなセッションのリストがインベン
トリに表示されます。[Inventory（インベントリ）] ページでアクティブなセッション
を確認できます。

アクティブなセッションを表示、切断、または再起動するには、次の手順に従って
ください。

1 View Administrator 内から、[Desktops and Pools（デスクトップとプール）] ボタ
ンをクリックしてページの左側の [Inventory（インベントリ）] タブをクリック
します。
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2 [Global desktop and pool view（デスクトップとプールのグローバル ビュー）] 
で、[Active Sessions（アクティブなセッション）] をクリックします。この
ビューから、アクティブなセッションごとにユーザー、デスクトップ ID、DNS 
名、開始時間、期間、およびセッションの状態（接続または切断）を表示でき
ます。

3 アクティブなセッションの任意の場所をクリックします。[Disconnect Session
（セッションの切断）]、[Logoff Session（セッションのログオフ）]、および 
[Reset Virtual Machine（仮想マシンのリセット）] オプションが選択できる状態に
なります。

4 適切なオプションを選択し、確認ウィンドウで [OK] をクリックします。

View Manager の無効化とオブジェクトの削除
ユーザーがデスクトップにアクセスすることを拒否する場合は、View Connection 
Server を無効にすることでクライアントのログインを拒否できます。View 
Connection Server を無効にしても、現在ログインしているユーザーには影響ありま
せん。

View Connection Server の無効化は、なんらかの理由でサービス停止にする必要があ
る場合に便利です。View Connection Server を無効にすると、ログインしようとする
エンド ユーザーに対して、接続に失敗したことと、View Connection Server が現在無
効化されていることを示すメッセージが表示されます。

View Connection Server インスタンスを有効または無効にするには、次の手順に従っ
てください。

1 [Configuration（構成）] ボタンをクリックします。

2 サーバのリストから View Connection Server を選択して [Enable（有効にする）] 
または [Disable（無効にする）] を選択します。

View Connection Server を無効にしても、現在アクティブなデスクトップ セッション
には影響しません。また、新しいデスクトップ セッションの確立が妨げられること
もありません。

オプション 説明

Disconnect Session
（セッションの切断）

ユーザーは切断されますが、セッションはアクティブなま
まです。

Logoff Session
（セッションのログオフ）

ユーザーが切断され、セッションもログオフされます。

Reset Virtual Machine
（仮想マシンのリセット）

正常なログオフと切断を行わずに、デスクトップが強制的
にシャットダウンされて再起動されます。
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View Manager オブジェクトの削除
View Manager オブジェクト（VirtualCenter 接続、View Connection Server 接続、
およびデスクトップ）を削除するときは、管理者ユーザー インターフェイスを使
用します。

View Connection Server から VirtualCenter サーバ接続を削除するには、次の手順に
従ってください。

1 View Administrator 内から [Configuration（構成）] ボタンをクリックします。

2 [VirtualCenter Servers（VirtualCenter サーバ）] で、削除する VirtualCenter サーバ
を選択して [Remove（削除）] をクリックします。

デスクトップでこの VirtualCenter サーバが使用されている場合、VirtualCenter を
削除する前に、まずはこの VirtualCenter を使用しているデスクトップを削除す
る必要があることを知らせるエラー メッセージが表示されます。

デスクトップでこの VirtualCenter サーバが使用されていない場合は、この 
VirtualCenter サーバで管理されている仮想マシンにはアクセスできなくなってい
ることを知らせる警告メッセージが表示されます。

3 [OK] をクリックします。

VirtualCenter サーバ エントリが削除されます。

View Connection Server からデスクトップ プールを削除するには、次の手順に従っ
てください。

1 View Administrator 内から、[Desktops and Pools（デスクトップとプール）] ボタ
ンをクリックします。

2 [Global desktop and pool view（デスクトップとプールのグローバル ビュー）] 
で、右側のリストからデスクトップまたはデスクトップ プールを選択して 
[Delete（削除）] をクリックします。

コネクション ブローカーのみから、仮想マシンを削除するオプションも選択で
きます。この場合、仮想マシンは引き続き VirtualCenter に表示されます。ディ
スクから削除することを選択した場合、仮想マシンは VirtualCenter で表示され
なくなります。

デスクトップにアクティブなセッションが存在する場合、ユーザーの切断を選択
することもできます。この場合、ユーザーは接続しているデスクトップを失いま
す。ユーザーを接続したままにすることを選択した場合、ユーザーは接続してい
るデスクトップを失わないことになります。
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5

ユーザーは、ローカルにインストールした View Client アプリケーションと Web ベー
スの View Portal コンポーネントによって、それぞれのデスクトップに接続できます。
これらのアプリケーションは内部ネットワーク内でも、インターネット経由で外部か
らでも操作でき、その動作はさまざまに変更できます。

さらに View Client には、安全な認証を含めさまざまなユーザー認証モデルが用意さ
れています。これらはすべて最初に View Connection Server 上で構成する必要があり
ます。

この章では次のトピックについて説明します。

View Client と View Portal（P.94）

インターネットからのクライアント接続（P.96）

SSL サーバ証明書の作成（P.99）

既存の SSL 証明書の使用（P.104）

スマート カード認証（P.105）

RSA SecurID 認証（P.112）

View Client のコマンドライン オプション（P.114）

Virtual Printing（P.116）

クライアント管理 5

注意   View の試験的オフライン デスクトップ機能を使用するユーザーは、View Client 
with Offline Desktop を使用する必要があります。これによって、ローカル（オフライ
ン）とリモートの両方からデスクトップにアクセスできます。この機能の詳細につい
ては、第 7 章 Offline Desktop（P.167）を参照してください。
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Adobe Flash 帯域幅の削減（P.118）

クライアント デバイスの情報（P.120）

HP RGS 表示プロトコルの有効化（P.122）

View Client と View Portal
ここでは、View Client と View Portal を使用するために必要なコンポーネントをイン
ストールする方法について説明します。これらの作業を実行するには、管理者として
クライアント システムにログインする必要があります。

View Client と View Portal が提供する機能は、ローカルにインストールされたコン
ポーネントに基づいて決まります。すでに View Client をインストールしている場合
は、初めて View Portal を使用するときに、追加の ActiveX コントロールをブラウザに
インストールすることを求められます。

同様に、View Client をインストールしていない View Portal ユーザーは、初めてオン
ライン接続するときに、必要な View Client コンポーネントを自動的にインストール
することをブラウザで許可することを求められます。

View Client アプリケーションをインストールするときは、View Portal ページにアクセ
スして、クライアント システム上で必要なコンポーネントを自動的にインストール
することをブラウザで許可する方法が便利です。ただし、この方法を選択する場合は
次の点に注意してください。

Virtual Printing と USB は View Portal ではサポートされていません

インストール後に、Windows [ スタート ] メニューに View Portal のエントリは作
成されません

注意   使用する View Client によって機能が異なります。このガイドでは、主に 
Microsoft Windows 対応の View Client および View Portal について説明します。次の
タイプのクライアントについては、このガイドには含まれていません。

View Portal for Linux（試験的）および View Portal for Mac OS X（試験的）。

View Client for Linux（認定されたパートナーからの購入に限定）。

様々なサードパーティ クライアント（認定されたパートナーからの購入に
限定）。

View Open Client（VMware のパートナー認定プログラムをサポート）。View 
Open Client は正式な View クライアントでないため、サポートされていません。
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実行可能プログラムから View Client をインストールする場合は、USB サポートと仮
想印刷はアプリケーション内で提供され、[ スタート ] メニューにエントリが作成さ
れます。

View Client をインストールするには、次の手順に従ってください。

1 クライアントをホストするシステムで、View Client 実行可能プログラムを実行し
ます。xxx はファイルのビルド番号です。

VMware-viewclient-xxx.exe

インストール ウィザードが開きます。[ 次へ ] をクリックします。

2 VMware のライセンス条件に同意して、[ 次へ ] をクリックします。

3 カスタム セットアップのオプションを選択します。ユーザーがデスクトップか
らローカル接続の USB デバイスにアクセスする必要がない場合は、[USB リダイ
レクト ] コンポーネントを選択解除してもかまいません。

[ 次へ ] をクリックして、デフォルトのインストール先のフォルダを受け入れま
す。別のインストール先を使用する場合は、[ 変更 ] をクリックして [ 次へ ] をク
リックします。

4 （オプション）クライアントの接続先のサーバの IP アドレスまたは FQDN を入力
して、[ 次へ ] をクリックします。

5 View Client のショートカットを構成してから、[ 次へ ] をクリックします。

6 インストールの完了後に View Client を起動するには、チェックボックスを選択
します。[ インストール ] - [ 完了 ] をクリックします。

View Client を起動するには

1 インストール後に View Client が自動的に起動しない場合は、[ スタート ] - [ すべて
のプログラム ] - [VMware] - [VMware View Client] をクリックします。

2 [ コネクション サーバ ] ドロップダウン メニューで、View Connection Server の
ホスト名または IP アドレスを入力して [ 接続 ] をクリックします。

3 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 [ ログイ
ン ] をクリックします。

4 表示されたリストからデスクトップを選択して [ 接続 ] をクリックします。

View Client から指定されたデスクトップへの接続が開始されます。接続しようとする
ときにクライアント ウィンドウが表示されます。

注意   インストール パスに関係なく、View Portal では USB リダイレクトはサポートさ
れません。
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View Portal を使用してデスクトップに接続するには

1 View Portal がサポートするブラウザを開き、標準またはレプリカの View 
Connection Server またはセキュリティ サーバのインスタンスの URL を入力し
ます。

2 資格が付与されたユーザー名とパスワードを入力して、ドロップダウン メ
ニューから正しいドメインを選択して、[ ログイン ] をクリックします。

3 [ アクセスの状態 ] が [ 作動可能 ] のときは、使用するデスクトップの横の [ オプ
ション ] - [ 接続 ] をクリックします。

View Client ポリシー
特定の View Client の機能はポリシーによって制御できます。グローバル、プール、
またはユーザー レベルのポリシーを構成する方法と、それらを View Client に適用す
る方法については、クライアント ポリシー（P.183）を参照してください。

インターネットからのクライアント接続
仮想デスクトップにアクセスするユーザーの場合は、指定された View Connection 
Server のホスト名または IP アドレスをクライアント システム上で解決できる必要が
あります。初期設定（デフォルト）で View Connection Server に接続できるクライア
ントは、同じネットワーク内に存在して要求されたサーバを検出できるトンネル ク
ライアントだけになっています。

多くの組織では、クライアント要求を適切な場所（通常、セキュリティサーバ）に転
送できるように、グローバルに解決可能なドメイン名、サブドメイン名、または IP 
アドレスを使用するか、または既存のアドレスに特定のポートを再度割り当てること
によって、ユーザーが外部の場所から接続できるようにする必要があります。例：

https://view-example.com:443

https://view.example.com:443

https://example.com:1234

ただし、このようなアドレスを使用するには、View Connection Server 内でいくつか
追加設定が必要になります。

クライアント接続の概要
View Client は、自分自身および View Connection Server との間に 2 つの別々の TCP 接
続を作成しようとします。最初の接続は、認証やデスクトップの選択などのユーザー
操作のためのものです。2 番目の接続は、ログオン後にインスタンス化され、RDP 
データを送信するためのトンネルになります。
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最初の接続は、ユーザーがクライアントに入力した URL または IP アドレスを使用し
て作成されます。ファイアウォールおよびロードバランシング コンポーネントが
ネットワーク環境内で正しく構成されているときは、この要求はサーバに到達しま
す。認証が完了すると、View Connection Server の FQDN がクライアントに返され
ます。

2 番目の接続（トンネル接続、デフォルトでは SSL で暗号化）は、FQDN を使用して
作成が試みられます。ただし、外部 View Client が FQDN を解決できない場合は、接
続に失敗します。サーバの外部および内部クライアントとの対話の流れの例を 図 5-1 
で紹介します。

図5-1  外部クライアント接続

このシナリオは、2 番目の接続チャネルに対して自身の FQDN ではなく外部 URL を返
すように View Connection Server を構成することで実現できます。

外部 URL を設定するプロセスは、すべてのサーバ タイプで同じというわけではあり
ません。標準サーバまたはレプリカ サーバの場合は、View Administrator 内から URL 
を設定できます。セキュリティ サーバの場合は、着信接続の詳細が含まれるプロパ
ティ ファイルを作成または編集し、セキュリティ サーバ インストール パスにある
ディレクトリにそれを保存する必要があります。

要注意   セキュリティ サーバを使用する View 環境でメッセージ セキュリティ モード
を使用する場合は、[Configuration（構成）] ビューからセキュリティ サーバの 
config.properties ファイルを生成するには、次の手順に従ってください。（P.98）で説
明する方法を使用する必要があります。この手順で作成する構成ファイルには、この
タイプのグローバル構成にとって重要な情報が書き込まれます。
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標準サーバまたはレプリカ サーバで外部 URL を設定するには、次の手順に従って
ください。

1 View Administrator 内から [Configuration（構成）] ボタンをクリックします。

2 [View Servers（View サーバ）] で [View Connection Server] エントリを選択して 
[Edit（編集）] をクリックします。

3 [External URL（外部 URL）] フィールドに URL を入力します。名前にはプロトコ
ル、アドレス、ポート番号を含める必要があります。例：

https://view.example.com:443

[OK] をクリックします。

セキュリティ サーバの外部 URL
セキュリティ サーバの外部 URL は View Administrator から定義できません。ただし、
View Administrator を使用して、外部で解決できるセキュリティ サーバ名、ポート番
号、およびプロトコルを格納する定義ファイルを作成できます。次に、このファイル
をセキュリティ サーバ上に配置します。

[Configuration（構成）] ビューからセキュリティ サーバの config.properties ファイ
ルを生成するには、次の手順に従ってください。

1 標準サーバまたはレプリカ サーバ上の View Administrator 内から、
[Configuration（構成）] ボタンをクリックします。左側のペインで [Servers

（サーバ）] エントリをクリックします。

2 [Under Security Servers（セキュリティ サーバ）] で [Add（追加）] をクリックし
ます。[Add Security Server（セキュリティ サーバの追加）] ウィンドウが表示さ
れます。

3 [Server Name（サーバ名）] フィールドにセキュリティ サーバの FQDN を入力し
ます。

4 [External URL（外部 URL）] フィールドに外部 URL を入力します。名前にはプロ
トコル、アドレス、ポート番号を含める必要があります。例：

https://view.example.com:443

[OK] をクリックします。セキュリティ サーバが [Configuration（構成）] ビュー
の [Security Servers（セキュリティ サーバ）] リストに追加されます。

5 セキュリティ サーバ エントリを選択して [Create Configuration File（構成ファイ
ルの作成）] をクリックします。ブラウザにより構成ファイルがダウンロードさ
れます。
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6 このファイルを適切な場所に config.properties として保存してから、セキュ
リティ サーバ上の次の場所にコピーします。

C:\Program Files\VMware\VMware View\Server\sslgateway\conf

SSL サーバ証明書の作成
Secure Sockets Layer（SSL）証明書は、サーバの ID、暗号化された公開鍵と秘密鍵、
および証明書発行元のデジタル署名が含まれる、暗号によって封印されたデータ オ
ブジェクトです。証明書には主に次の 2 つの目的があります。

クライアントがアクセスする Web サイトが、その証明書をインストールした会
社または個人が所有するサイトであることの正式な証明になります。

クライアントがサーバとの暗号化された接続を確立するために使用する公開キー
が入っています。

View Connection Server では、クライアントが View Administrator などの安全なペー
ジにアクセスすると、そのアプリケーションに用意されている自己署名証明書がデ
フォルトで提示されます。ユーザーは、サーバ証明書を読んでサーバが信頼された発
行元であるかどうかを判断してから、接続を受け入れる／拒否することができます。

証明書は証明機関（CA）によって署名できます。これは、証明書とその作成者の身
元を保証する信頼されたサードパーティ機関です。

View Connection Server 用の自分の証明書を作成するには、次のいずれかの作業を行
います。

View Connection Server に付属の Java Runtime Environment（JRE）インスタンス
に用意されている keytool ユーティリティを使用して、システム用の自己署名
証明書を作成する。自己署名証明書はユーザーが生成する証明書で、信頼された 
CA に正式には登録されていないため、認証される保証はありません。

証明書を作成してからその証明書の詳細が含まれる証明書署名要求（CSR）を 
CA に送信する。CA は、そのアプリケーションを作成した会社または個人を確認
した後に、要求に署名して自身の秘密キーで暗号化します。有効な証明書が返さ
れると、View Connection Server 上のキーストアに挿入されます。

注意   これらの変更を反映するには、VMware View Security Server のサービスを再起
動する必要があります。

注意   独自の証明書を作成して CA による署名を受けられる状態になるまでは、View 
Connection Server で提供されるデフォルトの証明書を引き続き使用することを強く
お勧めします。
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View Connection Server に接続するクライアントには証明書が提示されます。その証
明書が自己署名証明書でユーザーが受け入れたものである場合、またはクライアント 
ブラウザが信頼する CA が署名したものである場合は、クライアントはその証明書に
含まれる公開鍵を使用してデータを暗号化し、そのデータが View Connection Server 
に送信されます。CA 自体の証明書は通常、ブラウザに埋め込まれるか、またはクラ
イアントがアクセスできる信頼されたデータベースに置かれます。

証明書が受け入れられると、クライアントはそれに応答して自身の公開鍵を送信し、
View Connection Server は暗号化されたデータをクライアントに転送できます。この
ようにして、クライアントとサーバの間に安全な接続が確立されます。

View Connection Server にはデフォルトで、クライアントが接続するときに安全な
セッションを作成するために使用できる、自己署名 SSL 証明書が含まれています。こ
の証明書はクライアントから信頼されていないもので、サービスの正しい名前も含ま
れていませんが、接続は許可されます。

View に用意されているデフォルト証明書は、サービスを適切に定義した証明書に置
き換えることができます。証明書が信頼された CA によって署名されている場合は、
証明書の検証を求めるメッセージは表示されず、追加の構成をしなくてもシン クラ
イアント デバイスから接続できます。

自己署名証明書を作成してインストールするには、最初に Java keytool ユーティリ
ティをコマンド パスに追加して、コマンド プロンプトを使用してどこからでもこの
ユーティリティを実行できるようにする必要があります。この作業が完了すると、
keytool ユーティリティを使用して自己署名 SSL 証明書を作成できます。

信頼される第三者によって署名された有効な証明書を取得するには、最初に証明書署
名要求（CSR）を CA に送信する必要があります。信頼された証明書を CA から受け
取ったら、View Connection Server のキーストアにインポートして View Connection 
Server がそれを使用するように構成できます。

SSL 証明書の作成
証明書にバインドする名前を決定することは、重要な考慮事項です。証明書はサービ
ス名を暗号化キー ペアにバインドし、これによってサービスとキーの所有権がある
と見なされます。

注意   証明書は、クライアントが直接接続する標準サーバ、レプリカ サーバ、また
はセキュリティ サーバでのみ必要になります。クライアントが接続するシステムと
してセキュリティ サーバを使用する場合は、証明書はこのサーバでのみ必要になり
ます。

注意   既存の SSL 証明書を View Connection Server で使用することもできます。その
方法の詳細については、既存の SSL 証明書の使用（P.104）を参照してください。
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証明書が署名されると、所有権を主張する組織によってそのキーが要求されたことを 
CA が独自に判断したため、クライアントはそのサーバ（およびその暗号化キー）を
信頼できます。

証明書の最も重要な部分は、共通名（CN）属性です。クライアント コンピュータが 
View Connection Server への接続に使用する FQDN を使用してください。通常、シン
グル サーバ環境では、この名前はサーバ名です。ロード バランシングが使用されて
いる場合は、ロード バランサ名を使用してください。

システム パスに Java keytool を追加するには、次の手順に従ってください。

1 <Windows> キー + <Break> を押して、Windows の [ システムのプロパティ ] ダ
イアログ ボックスを表示します。

2 [ 詳細設定 ] タブで [ 環境変数 ] をクリックします。

3 [ システム環境変数 ] グループで、[PATH] を選択してから [ 編集 ] をクリックし
ます。

4 [ 変数値 ] フィールドで、JRE インストール ディレクトリへのパスを追加します。

%ProgramFiles%\VMware\VMware View\Server\jre\bin

このエントリとフィールド内の他のエントリとの間は、セミコロン（;）で区
切ってください。

5 [OK] - [OK] - [OK] をクリックして、Windows の [ システムのプロパティ] ダイアロ
グ ボックスを閉じます。

自己署名 SSL 証明書を作成するには、次の手順に従ってください。

1 コマンド プロンプトで次のように入力します。

keytool -genkey -keyalg "RSA" -keystore keys.p12 -storetype pkcs12 
-validity 360

2 キーストアのパスワード、およびユーザー自身と組織の情報を入力することを求
められます。氏名の入力を求められたら、保護対象の View Connection Server イ
ンスタンスの FQDN を入力します。

3 部署、組織、場所、州、国を入力します。国は 2 文字の国コードの形式で入力す
る必要があります。

4 入力したデータの概要が表示され、続行するかどうかを確認されます。詳細に間
違いがなければ、「yes」と入力します。

5 鍵パスワードを求められます。同じキーストア ファイルに保存されている他の
証明書のものではなく、この証明書専用のパスワードを入力してください。現在
のディレクトリに keys.p12 ファイルが作成されます。
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ある時点でサーバ構成の再構築が必要になる場合に備えて、証明書をインポートした
後に keys.p12 ファイルのバックアップを作成しておくことをお勧めします。

SSL 証明書の検証
自己署名証明書は、サーバとクライアントとの間で送受信されるデータの暗号化には
適していますが、View Connection Server の場所やそれを管理する企業が信頼できる
かどうかの情報は持っていません。

受信したデータの発信元と整合性をクライアントが判断することが重要である場合
は、そのサイトのために CA 認証済みの証明書を取得することをお勧めします。

証明書署名要求（CSR）を作成するには、次の手順に従ってください。

コマンド プロンプトから次のように入力します。<secret> はキーストア パスワード
です。

keytool -certreq -keyalg "RSA" -file certificate.csr -keystore keys.p12 
-storetype pkcs12 -storepass <secret>

certificate.csr ファイルが同じ場所に作成されます。ファイルの内容は次の例よ
り少し長くなります。

-----BEGIN NEW CERTIFICATE REQUEST-----
MIIBuDCCASECAQAweDELMAkGA1UEBhMCR0IxEDAOBgNV
BAgTB1Vua25vd24xEDAOBgNVBAcTB1Vua25vd24xFDAS
BgNVBAoTC1ZNd2FyZSBJbmMuMRMwEQYDVQQLEwp2bXdh
XU8/2jEUL5DocLDLnygsUD2g7cUMYdz/HeECAwEAAaAA
AeHnsPs7a1Q0JH6OZvdU
-----END NEW CERTIFICATE REQUEST-----

CSR を送信して証明書をインポートするには、次の手順に従ってください。

1 証明機関の登録プロセスに従って CSR ファイルを送信し、PKCS#7 形式の証明書
を要求します。このプロセスでは、身元の証拠やドメイン所有の証明などの提供
が必要になることがあります。

多くの証明機関はテスト目的で、信頼されていないルートによる一時 SSL 証明書
を無償で提供しています。

Thawte　https://www.thawte.com/cgi/server/try.exe

VeriSign　http://verisign.com/ssl/buy-ssl-certificates/free-ssl-certificate-trial

GlobalSign　http://globalsign.com/free-ssl-certificate/free-ssl.htm

https://www.thawte.com/cgi/server/try.exe
http://www.verisign.com/ssl/buy-ssl-certificates/free-ssl-certificate-trial/index.html
http://globalsign.com/free-ssl-certificate/free-ssl.htm
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一部の CA は、PKCS#12 形式でのみ証明書を提供します。このタイプの証明書を
ダウンロードする場合は、作業を続ける前に、証明書ファイルを PKCS#7 に変換
する方法について PKCS#12 証明書を PKCS#7 に変換するには、次の手順に従って
ください。（P.104）を参照してください。

2 CA から一時または完全な証明書を受け取ったら、ファイルの内容をテキスト エ
ディタにコピーして certificate.p7 として保存してください。ファイルの内容
は次の例より少し長くなります。

-----BEGIN PKCS7-----
MIIF+AYJKoZIhvcNAQcCoIIF6TCCBeUCAQExADALBgk
LDCCApWgAwIBAgIQTpY7DsV1n1HeMGgMjMR2PzANBgk
i7coVx71/lCBOlFmx66NyKlZK5mObgvd2dlnsAP+nnS
EhCsdpikSpbtdo18jUubV6z1kQ71CrRQtbi/WtdqxQE
-----END PKCS7-----

3 コマンド プロンプトから次のように入力します。<secret> はキーストア パス
ワードです。

keytool -import -keystore keys.p12 -storetype pkcs12 -storepass <secret> 
-keyalg "RSA" -trustcacerts -file certificate.p7

一時証明書を使用すると次のメッセージが表示されることがあります。

... is not trusted. Install reply anyway?

このメッセージは、提供されたルート証明書がテスト用の証明書であって本稼働
用ではないため、Java によって信頼されないことから生成されます。

新しい証明書を使用するように View Connection Server を構成するには、次の手順
に従ってください。

1 View Connection Server の標準、レプリカ、またはセキュリティ サーバ インスタ
ンスの以下の場所に、新しい証明書ファイルを配置します。

C:\Program Files\VMware\VMware View\Server\sslgateway\conf

2 各サーバで次のファイルを作成または編集します。

C:\Program Files\VMware\View Manager\Server\sslgateway\conf\
locked.properties

3 次のプロパティを追加します。

keyfile=keys.p12
keypass=<secret>

これによって、前述の手順で作成した内容と合うように、必要に応じて値が変更
されます。
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4 View Connection Server サービスを再起動します。環境内で SSL を使用するよう
に設定されていると仮定すると、View Connection Server のログに次のような
メッセージが表示されます。

13:57:40,676 INFO  <Thread-1> [NetHandler] Using SSL certificate store: 
keys.p12 with password of 6 characters

このメッセージはその構成が使用中であることを示します。

PKCS#12 証明書を PKCS#7 に変換するには、次の手順に従ってください。

1 PKCS#12 証明書を作成し、ファイルをエクスポートするときに Web サーバのタ
イプとして Tomcat を選択します。

2 Windows エクスプローラで証明書ファイルを開きます。

3 [ 詳細 ] - [ ファイルにコピー ] - [PKCS7] の順にクリックします。

4 [ 証明書の詳細を含める ] を選択します。

5 .P7 という拡張子でファイルを保存します。

6 CSR を送信して証明書をインポートするには、次の手順に従ってください。
（P.102）の説明に従って、この証明書をキーストアに追加します。

既存の SSL 証明書の使用
View Connection Server で使用できる有効な（CA 署名済み）SSL 証明書を組織がすで
に持っている場合があります。SSL 証明書を使用するには、証明書とそれに対応する
秘密鍵の両方が必要です。

Microsoft IIS サーバからのエクスポート
既存の Microsoft IIS SSL サーバ証明書を使用するには、最初に IIS アプリケーション 
サーバ（その証明書を使用する Web サイトをホストするサーバ）からエクスポート
する必要があります。Windows にはこの作業を視覚的に操作できるツールが用意さ
れています。

SSL サーバ証明書を IIS アプリケーションからエクスポートするには、次の手順に
従ってください。

1 IIS アプリケーション サーバ ホスト システムで、[ スタート ] - [ 管理ツール ] - [ イ
ンターネット インフォメーション サービス (IIS) マネージャ ] をクリックします。
インターネット インフォメーション サービス マネージャが表示されます。

2 左ペインのツリー ウィジェットから、ローカル コンピュータ エントリを展開し
てから、[Web サイト ] をクリックしてサーバがホストしているサイトのリスト
を表示します。



VMware, Inc. 105

第 5章クライアント管理

  

3 右ペインで、エクスポートする SSL 証明書が含まれる Web サイトを右クリック
して、ショートカット メニューから [ プロパティ ] を選択します。[Web サイト
のプロパティ ] ウィンドウが表示されます。

4 [ ディレクトリ セキュリティ ] タブを選択します。[ セキュリティで保護された通
信 ] で [ サーバ証明書 ] をクリックします。Web サーバ証明書ウィザードが表示
されます。[ 次へ ] をクリックします。

5 [.pfx ファイルに現在の証明書をエクスポートする ] を選択します。[ 次へ ] をク
リックします。

6 エクスポートするファイルのファイル名を指定します。[ 次へ ] をクリックし
ます。

7 エクスポートする情報の暗号化に使用するパスワードを入力し、確認します。
[ 次へ ] をクリックします。

8 エクスポートする証明書の概要が表示されます。情報が正しいこと（および正し
い証明書を選択していること）を確認し、[ 次へ ] - [ 完了 ] をクリックします。

指定した場所に証明書がエクスポートされます。ここで新しい証明書を使用するよう
に View Connection Server を構成するには、次の手順に従ってください。（P.103）で
説明した手順を実行する必要があります。locked.properties ファイル内の 
keypass エントリが、証明書をエクスポートするときに使用したパスワードと一致
していることを確認してください。

スマート カード認証
組織のシステムへの接続を許可する前に、いくつかの認証ステージを通過することを
求められることがあります。View では、クライアント セッションのスマート カード
認証を提供することにより、強力なセキュリティ環境をサポートしています。

スマート カード認証は、一連の信頼されたクライアント認証情報（ユーザー証明書）
を View Connection Server に提示することによって機能します。ユーザー証明書と
は、証明書の発行元である信頼されたルート証明機関（CA）のデジタル署名が含ま
れる、暗号化された一連の認証情報のことです。

ユーザー証明書はスマート カードに保存されます。この証明書を取り出してサーバ
に渡すには、ユーザーが暗証番号（PIN）を入力して所有者であることを証明する必
要があります。証明書は、公開鍵を使用して証明書に含まれるデジタル署名を検証す
ること（View Connection Server に保存されている信頼された CA 証明書に含まれる
ものと一致すること）によって認証されます。
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以降のセクションでは、View Connection Server 上でこの機能を構成して有効にする
方法について説明します。

スマート カード ハードウェア
スマート カード認証を使用するクライアント システムごとに、View Client および 
Windows 互換のスマート カード リーダを装備する必要があります。

スマート カード ハードウェアを認識して使用するために、製品固有のアプリケー
ション ドライバをクライアント システムとリモート デスクトップの両方にインス
トールする必要があります。スマート カード プロファイルはベンダごとに異なりま
す。使用方法の詳細については、スマート カード リーダに付属のマニュアルを参照
してください。

ルート証明書の取得
ユーザーがスマート カードを提示したら、その証明書に署名した CA からルート証
明書を取得する必要があります。ルート証明書は次のいずれかの発行元から取得し
ます。

Microsoft Certificate Services を実行する Microsoft IIS サーバ。Microsoft IIS をイン
ストールする手順、証明書を発行する手順、および組織でそれらを配布する手順
は、このガイドでは扱いません。これらの作業の詳細については、次の Web サ
イトを参照してください。

Windows Server 2003 に IIS をインストールする方法 
http://technet.microsoft.com/library/aa998483.aspx

Microsoft Certificate Services を管理する 
http://technet.microsoft.com/library/bb727098.aspx

信頼されたサードパーティ CA の公開ルート証明書。スマート カード インフラス
トラクチャがすでに使用されていて、スマート カードの配布および認証方法が
標準化されている環境（政府や軍関係など）でよく利用されます。

正しい証明書としてどの証明書を使用するかを決定すると、その署名チェーンには一
連の署名機関のリストが表示されます。通常は、ユーザー証明書のすぐ上が中間機関
になっている証明書が推奨されます。そのカード上の証明書を使って他の証明書が署
名されていないことを確認してください。

注意   スマート カード認証は View Client でのみサポートされます。View Administrator 
や View Portal ではサポートされず、View Client with Offline Desktop からアクセスされ
るオフライン デスクトップ インスタンスでもサポートされません。

http://technet.microsoft.com/en-us/library/aa998483.aspx
http://technet.microsoft.com/library/bb727098.aspx
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ユーザー証明書からルート証明書をエクスポート

CA のルート証明書は持っていないけれども、CA 署名済みユーザー証明書が提供され
ている場合、またはそれを含むスマート カードが提供されている場合は、この情報
からルート証明書をエクスポートできます（このルート証明書がシステムから信頼さ
れる場合）。

ユーザー証明書からルート証明書をエクスポートするには、次の手順に従って
ください。

1 [Internet Explorer] を起動し、[ ツール ] - [ インターネット オプション ] をクリッ
クします。

2 [ コンテンツ ] タブで [ 証明書 ] をクリックします。

3 [ 個人 ] タブで、使用する証明書を選択して [ 表示 ] をクリックします。

4 [ 証明のパス ] タブで、ツリーの最上位にある証明書を選択して [ 証明書の表示 ] 
をクリックします。

5 [ 詳細 ] タブで [ ファイルにコピー ] をクリックします。証明書のエクスポート 
ウィザードが表示されます。

6 [ 次へ ] - [ 次へ ] をクリックし、エクスポートするファイルの名前と場所を入力し
ます。

7 [ 次へ ] をクリックします。指定した場所にファイルがルート証明書として保存
されます。

信頼階層

ユーザー証明書は信頼階層の一部として署名される場合があります。つまり、署名す
る証明書自体が別の上位の証明書によって署名されていることがあります。

署名する証明書は階層内のどのレベルのものでもかまいませんが、ルート証明書とし
ては親証明書（ユーザー証明書を実際に署名した証明書）を使用することをお勧めし
ます。

注意   ユーザー証明書を含むスマート カードが提供されている場合は、そのスマート 
カードをリーダに挿入してください。多くの場合、これによってユーザー証明書が個
人用ストアに自動的に追加されます。そうならない場合は、リーダ付属のソフトウェ
アを使用してユーザー証明書をファイルにエクスポートする必要があります。この
ファイルは以下の手順で Internet Explorer にインポートできます。

注意   リストにユーザー証明書が表示されない場合は、[ インポート ] ボタンをク
リックしてからユーザー証明書を手動でインポートする必要があります。証明書
をインポートし終えたら、リストから選択して [ 表示 ] をクリックしてください。
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Active Directory 上の信頼されたルートへのルート証明書の追加
このセクションでは、サードパーティ ルート CA 証明書を Active Directory と 
Enterprise NTAuth ストアの両方にインポートする方法について説明します。

ここで説明する手順は、サードパーティ CA を使用してスマート カード ログオン証明
書またはドメイン コントローラ証明書を発行する場合にのみ必要です。Windows ド
メイン コントローラがルート CA として機能する環境では必要ありません。

Active Directory グループ ポリシー オブジェクト内の信頼されたルートにサードパー
ティ ルート CA を追加するには、次の手順に従ってください。

1 [ スタート ] - [ すべてのプログラム ] - [ 管理ツール ] - [Active Directory ユーザーと
コンピュータ ] をクリックします。

2 左ペインで、編集するポリシーが適用されているドメインを見つけます。

3 そのドメインを右クリックしてから、[ プロパティ ] をクリックします。

4 [ グループ ポリシー ] タブで、[ デフォルト ドメイン ポリシー グループ ポリ
シー ] オブジェクトをクリックしてから、[ 編集 ] をクリックします。新しい
ウィンドウが表示されます。

5 左側のペインで、[ コンピュータの構成 ] - [Windows の設定 ] - [ セキュリティの
設定 ] - [ 公開キーのポリシー ] を展開します。

6 [ 信頼されたルート証明機関 ] を右クリックして、[ インポート ] を選択します。

7 ウィザードの指示に従って証明書をインポートします。[OK] をクリックします。

8 [ グループ ポリシー ] ウィンドウを閉じます。

信頼されたルートのリストに証明書を追加することによって、ドメイン内のすべての
システムの信頼されたルート ストアに証明書がコピーされます。

Active Directory 内の NTAuth ストアにサードパーティ ルート CA を追加するには、
次の手順に従ってください。

Active Directory サーバのコマンド プロンプトで次のように入力します。

certutil –dspublish –f <certificate> NTAuthCA

このコマンドでは、<certificate> がサードパーティ ルート CA 証明書へのパス
です。

Enterprise NTAuth ストアに証明書を公開することによって、このタイプの証明書を
発行する CA を信頼することになります。
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信頼ストアの作成
信頼ストアとは、View がどのクライアントを信頼するかを判断するときに使用する
キーストアのことです。View Connection Server がスマート カード ユーザーを認証し
てそれらをデスクトップに接続するには、最初にすべての信頼されたユーザーのルー
ト証明書をサーバ信頼ストアに追加する必要があります。

信頼ストアは、View Connection Server に付属の Java Runtime Environment（JRE）
インスタンスで用意されている keytool ユーティリティを使用して作成できます。

JRE ユーティリティをコマンド パスに追加するには、次の手順に従ってください。

1 <Windows> キー + <Break> を押して、Windows の [ システムのプロパティ ] ダ
イアログ ボックスを表示します。

2 [ 詳細設定 ] タブで [ 環境変数 ] をクリックします。

3 [ システム環境変数 ] グループで、[PATH] を選択してから [ 編集 ] をクリックし
ます。

4 [ 変数値 ] フィールドで、JRE インストール ディレクトリへのパスを追加します。

%ProgramFiles%\VMware\VMware View\Server\jre\bin

このエントリとフィールド内の他のエントリとの間は、セミコロン（;）で区
切ってください。

5 [OK] - [OK] - [OK] をクリックして、Windows の [ システムのプロパティ] ダイアロ
グ ボックスを閉じます。

キーストアを使用した信頼ストアの作成

コマンド プロンプトで次のように入力します。

keytool -import -alias <alias> -file <certificate> 
-keystore <truststore_filename>

このコマンドでは、<alias> は、信頼ストア内の新しいエンティティ エントリ（この
場合はインポートする証明書）の一意（大文字と小文字を区別しません）の名前です。
<certificate> は、以前に取得またはエクスポートしたルート CA 証明書の名前で
す。<truststore filename> は、信頼ストア出力ファイルの名前です。

注意   キーストアのパスワードの作成を求められる場合があります。このパスワード
は、これ以降の手順には必要ありませんが、信頼ストアに後で別の証明書を追加する
場合に必要になります。
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サーバ上のスマート カード認証の有効化
スマート カード認証はすべてのタイプの View Connection Server でサポートされます
が、スマート カードへのアクセスはセキュリティ サーバだけで許可するように構成
することをお勧めします。標準サーバまたはレプリカ サーバでスマート カードへの
サポートを追加すると、それらのシステム上で View Administrator に接続するたびに
証明書の選択を求められます。

View Connection Server にスマート カード認証を追加するには、次の手順に従って
ください。

1 以前に作成した信頼ストア ファイル（<truststore_filename>）を View 
Connection Server 上の次の場所にコピーします。

%ProgramFiles%\VMware\VMware View\Server\sslgateway\conf

2 次のエントリを含むテキスト ファイルを locked.properties という名前で作成
します。

trustKeyfile=<truststore filename>
trustStoretype=JKS
useCertAuth=true 

trustKeyfile の値は、<truststore filename> の値と一致する必要があり
ます。

これらの変更を反映するには、View Connection Server サービスを再起動する必要が
あります。

標準サーバまたはレプリカ サーバの構成
スマート カード認証を使用するように構成されたセキュリティ サーバでは、ログイ
ンするユーザーにスマート カードおよび PIN による認証が自動的に求められます。標
準サーバおよびレプリカ サーバは、いくつかの異なるスマート カード認証シナリオ
に合わせて構成できます。

注意   すべてのユーザーがスマート カードで認証するわけではない環境では、スマー
ト カードでクライアントを認証するために新しいセキュリティ サーバを構成する

（またはセキュリティ サーバを追加する）ことを検討することもお勧めします。

注意   標準またはレプリカ View Connection Server の構成が完了すると、そのサーバ
上で View Portal または View Administrator にログインするときに証明書の選択を求め
られます。
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標準サーバまたはレプリカ サーバ上にスマート カード認証を設定するには、次の手
順に従ってください。

1 View Administrator 内から、[Configuration（構成）] ボタンをクリックします。

2 [View Servers（View サーバ）] で [View Connection Server] エントリを選択して 
[Edit（編集）] をクリックします。

3 [Smart card authentication（スマート カード認証）] ドロップダウン メニューか
ら、次のいずれかを選択します。

[Not allowed（不許可）]　スマート カード認証が無効になります。

[Optional（オプション）]　ユーザーはスマート カード認証を使用して接続
できますが、パスワード認証も許可されます。スマート カード認証による認
証に失敗する場合は、代わりにパスワード認証を使用する必要があります。

[Required（必須）]　ユーザーはスマート カード認証を使用した場合に
のみ接続できます。

4 [OK] をクリックします。

ユーザー プロファイルの構成
ユーザー プリンシパル名（UPN）は、アカウント名とドメイン名（ユーザー アカ
ウントが置かれているドメインの識別名）です。ユーザーがスマート カード認証
を使用して接続するには、Active Directory 内でそのユーザー アカウントの 
userPrincipalName プロパティに有効な UPN が関連付けられている必要があり
ます。

スマート カード認証を必要とするすべてのユーザーについて、それらの UPN を信頼
された CA のルート証明書に含まれるサブジェクトの別名（SAN）に設定する必要が
あります。ユーザー証明書からルート証明書をエクスポート（P.107）で説明したよ
うに、この情報は証明書プロパティを表示することで見つけることができます。

注意   スマート カード認証を設定すると、Windows パスワード認証は利用できなくな
りますが、他の認証は利用できます。SecurID が有効になっている場合は、ユーザー
は引き続きこの方式での認証を求められます。

注意   ユーザーが現在存在しているドメイン以外のドメインから証明書が発行された
場合にのみ、この情報を指定する必要があります。ユーザーの現在のドメイン内の
サーバから証明書をエクスポートする場合の特性は、ユーザーの UPN とルート証明
書 SAN が関連付けられることです。
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Active Directory にこの情報を追加する最も簡単な方法は、Windows Support Tools ソ
フトウェア コレクションの一部として提供されている ADSI Edit ユーティリティを使
用することです。Active Directory サーバにまだない場合は、次の場所から Windows 
Support Tools をダウンロードしてインストールできます。

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=96a35011-fd83-419d-93
9b-9a772ea2df90

Active Directory で UPN を SAN に設定するには、次の手順に従ってください。

1 Active Directory サーバで、[ スタート ] - [ すべてのプログラム ] - [Windows 
Support Tools] の順にクリックして、Support Tools のディレクトリでコマンド 
プロンプトを開きます。

2 「adsiedit.msc」と入力して ADSI Edit アプリケーションを開始します。

3 左ペインで、編集するユーザーが置かれているドメインを展開し、CN=Users を
展開します。

4 そのユーザーを右クリックしてから、[ プロパティ ] をクリックします。ユー
ザーの属性編集ウィンドウが表示されます。

5 リストから userPrincipalName エントリをダブルクリックします。表示される
フィールドで、信頼された CA 証明書の SAN 値を入力します。

6 [OK] - [OK] をクリックし、ADSI Edit を閉じます。

RSA SecurID 認証
View では、追加のユーザー認証方法として RSA SecureID をサポートしています。
RSA SecurID は、Active Directory 認証情報を使用するときに提供される認証に加え
て、仮想デスクトップへのアクセス時に、強力な 2 要素認証を提供します。

RSA SecurID を使用する場合は、まず View Connection Server 設定を編集してこれを
有効にする必要があります。サーバに RSA SecureID ソフトウェアをインストールし
た後、View Administrator のユーザー インターフェイスで RSA 設定を編集できます。

RSA SecurID を有効または編集するには、次の手順に従ってください。

1 View Administrator 内から、[Configuration（構成）] ボタンをクリックします。

2 [View Servers（View サーバ）] で [View Connection Server] エントリを選択して 
[Edit（編集）] をクリックします。

http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyID=96a35011-fd83-419d-939b-9a772ea2df90
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3 [RSA SecurID 2-Factor Authentication（RSA SecurID 2 要素認証）] という見出しの
下で、目的の RSA 設定を構成します。

[Enable（有効にする）]　仮想デスクトップにアクセスするエンド ユーザー
に対する RSA SecureID 認証が有効になります。

[Enforce SecurID and Windows user name matching（SecurID と Windows 
ユーザー名の一致を強制）]　SecurID によってユーザー名が Active Directory 
ユーザー名と照合され、一致しないエントリへのアクセスは拒否されます。

[Clear node secret（ノードの秘密をクリアする）]　VDM Agent 上のノード
の秘密のことです。ノードの秘密のリセットを参照してください。

この設定の詳細は、RSA Authentication Manager のユーザー マニュアルを参照し
てください。

4 [Upload RSA authentication agent configuration file (sdconf.rec)（RSA 認証エー
ジェントの設定ファイル（sdconf.rec）をアップロードする）] フィールドで、
sdconf.rec ファイルの場所を入力するか、[Browse（参照）] をクリックして
ファイルを検索します。sdconf.rec ファイルの詳細は、RSA Authentication 
Manager のユーザー マニュアルを参照してください。[OK] をクリックします。

ノードの秘密のリセット
RSA SecurID を使用した View Client 接続で「アクセス拒否」が表示され、RSA 
Authentication Manager Log Monitor にエラー「ノード検証失敗」が表示される場合
は、View Connection Server でノードの秘密をクリアしてから、次を行います。

1 [RSA Authentication Manager ホスト モード ] を実行します。

2 [Agent ホスト メニュー ] - [Agent ホストの編集 ] を選択します。

3 サーバのリストから [View Connection Server] を選択し、[OK] を選択します。

4 [ 作成されたノードの秘密 ] の選択を解除し、[OK] をクリックします。

注意   編集するときは、毎回デフォルトで [ 作成されたノードの秘密 ] が選択され
ます。
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View Client のコマンドライン オプション
コマンド プロンプトからアプリケーションを起動するときに、View Client に用意さ
れているいくつかの起動オプションを使用できます。オプションの前にはハイフン

（-）またはスラッシュ（/）を付けます。大文字と小文字は区別されません。それぞ
れに固有の短縮形を使用できます。たとえば、すべてのコマンドを表示するときは次
のように入力します。

"C:\Program Files\VMware\VMware View\Client\bin\wswc" /?

すべてをコマンドラインで指定して（接続、ユーザー、およびデスクトップのすべて
の条件を指定して） View Client を起動するには、次のように入力します。

"C:\Program Files\VMware\VMware View\Client\bin\wswc" -serverURL <server> 
-userName <username> -password <password> -domainName <domain> -desktopName 
<desktop>

View Client を起動するときに使用できるコマンドライン オプションを表 5-1 で説明し
ます。

表5-1  View Client のコマンドライン オプション

プロパティ 説明

file <xxx> 追加のコマンド ライン パラメータが指定されたテキスト ファイ
ル。View Client の構成ファイル（P.116）を参照してください。

nonInteractive すべてをコマンドラインから起動するときにエラー メッセー
ジ ボックスを抑制するために使用します。

languageId <xxx> View Client でさまざまな言語のローカリゼーション サポート
を提供します。リソース ライブラリを利用できる場合は、使
用する Windows 言語の ID を指定できます。
アメリカ英語の場合は、「0x409」と入力します。

desktopName <xxx> デスクトップを選択するダイアログ ボックスに表示するデス
クトップ名。
注：デスクトップを選択するダイアログ ボックスには、この
名前が表示されます。

serverURL <xxx> View Connection Server の URL。

userName <xxx> クライアント ユーザーの名前。

password <xxx> クライアント ユーザーのパスワード。

domainName <xxx> クライアント ユーザーのドメイン名。

screenFull フル スクリーン モードでセッションを開始します。このプロ
パティを使用するには、desktopName プロパティが指定され
ている必要があります。
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file、languageId、rollback、checkout、checkin、staycheckedout、
offlineDirectory を除くすべてのパラメータは、Active Directory グループ ポリ
シーにも指定できます。この詳細については、第 8 章 コンポーネント ポリシー

（P.179）を参照してください。

screenWindow ウィンドウ内でセッションを開始します。このプロパティを使
用するには、desktopName プロパティが指定されている必要
があります。

screenMulti フル スクリーン マルチ モニタ モードでセッションを開始しま
す。このプロパティを使用するには、desktopName プロパ
ティが指定されている必要があります。

rollback （オフライン デスクトップのみ）チェック アウトされたデスク
トップのオンライン版のロックを解除し、オフライン セッ
ションを破棄します。
このプロパティを使用するには、desktopName プロパティが
指定されている必要があります。

checkout （オフライン デスクトップのみ）指定されたデスクトップを
チェックアウトし、オンライン版をロックします。
このプロパティを使用するには、desktopName プロパティが
指定されている必要があります。

checkin （オフライン デスクトップのみ）指定されたデスクトップを
チェックインし、オンライン版のロックを解除します。
このプロパティを使用するには、desktopName プロパティが
指定されている必要があります。

staycheckedout （オフライン デスクトップのみ）チェックアウトされたデスク
トップ上のデータをサーバにバックアップするけれども、オフ
ライン デスクトップはチェックアウトされたままにします。
このプロパティを使用するには、desktopName プロパティが
指定されている必要があります。

offlineDirectory <xxx> （オフライン デスクトップのみ）新しいオフライン デスク
トップをダウンロードするローカル ディレクトリ パスを指定
します。
このプロパティを使用するには、desktopName プロパティが
指定されている必要があります。

注意   コマンド ラインのプロパティは、システム ポリシーより優先され、さらにユー
ザー ポリシーよりも優先されます。

表5-1  View Client のコマンドライン オプション（続き）

プロパティ 説明
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View Client の構成ファイル
View Client で必要な接続オプションは、起動時に外部の構成ファイルからロードでき
ます。このファイルは、次の形式のエントリを含む 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。

-serverURL   <URL>
-userName    <ユーザー名 >
-domainName  <ドメイン名 >
-password    <パスワード >
-desktopName <デスクトップ名 >

起動時に構成ファイルを読み取るように View Client を起動するには、次のように入
力します。

"C:\ProgramFiles\VMware\VMware View\Client\bin\wswc" -f <filename>

Virtual Printing
View Client や View Client with Offline Desktop リモート システムから View の Virtual 
Printing（ThinPrint）機能を利用することによって、ローカルまたはネットワーク プ
リンタをシームレスに使用することができます。各 View デスクトップ上に専用のプ
リンタ ドライバをインストールする必要はありません。

Virtual Printing はプラグアンドプレイ ソリューションです。プリンタをローカル シス
テムに設置すると、View デスクトップ上で使用できるプリンタのリストに自動的に
追加されます。何も構成する必要はありません。

Virtual Printing は、View Client または View Client with Offline Desktop アプリケーショ
ン内のゲスト コンポーネント（.print Client）と、View デスクトップ上の View Agent 
サービスに含まれるホスト コンポーネント（.print Engine）から構成されます。印刷
ジョブは、.print Engine によって RDP 接続経由で .print Client に送信されます。

管理者権限のあるユーザーであれば、プリンタ ドライバを View デスクトップにイ
ンストールすることはできますが、この操作は仮想印刷コンポーネントには影響し
ません。

注意   View Portal では Virtual Printing はサポートされません。

注意   オフライン デスクトップ上では、.print Engine は名前付きパイプ（Com1:）を
使用して印刷データを .print Client に渡します。
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View デスクトップ上で仮想プリンタ インスタンスを構成するには、次の手順に従っ
てください。

1 [ スタート ] - [ 設定 ] - [ プリンタと FAX] をクリックします。[ プリンタと FAX] 
ウィンドウが表示されます。

2 ローカルで使用できるプリンタを右クリックし、ショートカット メニューから 
[ プロパティ ] を選択します。選択したプリンタに関連付けられた印刷プロパ
ティ ウィンドウが表示されます。

3 [ThinPrint デバイス設定 ] タブを選択します。

4 スライダを使用して、印刷データ圧縮のオプションを選択します。

[ イメージなし ]　テキストだけが印刷されます。

[ 最大限 ]　イメージが最大限の圧縮率で圧縮されます。イメージ品質は考慮
されません。

[ 最大 ]　イメージが高品質で圧縮されます。

[ 最適 ]　イメージが最適な品質で圧縮されます。

[ 標準 ]　損失のない画像圧縮が適用されます。

[ 二重 ] および [ トレイ選択を表示 ] チェック ボックスを必要に応じて選択または
選択解除します。

5 [ 一般 ] タブを選択して、[ 印刷設定 ] をクリックします。

6 ページと色の設定を編集します。デフォルト値はホスト プリンタから取得され
ます。

7 [ 詳細 ] タブをクリックします。ホストに設置されているプリンタがこれらのオ
プションをサポートしている場合は、両面印刷の設定（縦向き印刷の長辺または
横向き印刷の短辺）を編集してください。

ホスト上で印刷結果をプレビューするには、[ 印刷前にクライアント上でプレ
ビュー ] を有効にします。このプレビューでは、さまざまなプロパティのプリン
タを使用できます。

8 [ 調整 ] タブをクリックして自動印刷調整オプションを表示します。デフォルト
設定を変更しないことをお勧めします。

9 [ 適用 ] または [OK] をクリックします。[OK] をクリックすると、印刷プロパティ 
ウィンドウが閉じます。
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仮想印刷と USB 印刷
View 環境では、仮想プリンタとリダイレクトされる USB プリンタが競合しないで動
作します。

ユーザーが USB ポートをローカル システムからリモート デスクトップにリダイレク
トした場合、そのポートに接続された USB プリンタは、リモート システムで使用で
きるようになります（必要なドライバもインストールされている場合）。

ただし、このリダイレクトによって実質的にローカル環境からは USB プリンタが削
除されるので、リモート システムの対応する仮想プリンタも削除されます。

Adobe Flash 帯域幅の削減
Microsoft RDP デスクトップ セッションで実行する Adobe Flash コンテンツの使用す
る帯域幅の量を減らすことができます。この削減により、全体的な閲覧環境が改善
され、デスクトップで実行する他のアプリケーションの応答が良くなる可能性があ
ります。

デスクトップ ユーザーは、デスクトップで Adobe Flash の設定を上書きできます。詳
細については、デスクトップでの帯域幅削減設定の上書き（P.120）を参照してくだ
さい。

Adobe Flash の品質とスロットルの設定
Adobe Flash コンテンツの品質の許容される最大レベルを指定して、Web ページで
の設定を上書きできます。特定の Web ページの Adobe Flash 品質が許容される最大
レベルより高い場合、品質は指定されている最大レベルまで下げられます。品質が

注意   リダイレクトされる USB プリンタは、ローカル USB ポートに接続されたデバイ
スで、リモート デスクトップと通信するために View Client 内から手動でリダイレク
トされています。

注意   Adobe Flash の帯域幅の削減は、Microsoft Windows の Internet Explorer および 
RDP セッションに限って、Adobe Flash バージョン 9 および 10 についてのみ使用でき
ます。Adobe Flash 帯域幅削減の設定を使用するには、Adobe Flash をフル スクリー
ン モードで実行していてはいけません。
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低いほど帯域幅が節約されます。次の Adobe Flash レンダリング品質モードを使用で
きます。

制御しない：品質は Web ページの設定で決まります。
低
中
高

品質の最高レベルを指定しないと、デフォルトで [ 低 ] に設定されます。

Adobe Flash はタイマー サービスを使用して、特定の時点で画面に表示されるものを
更新します。一般的な Adobe Flash タイマー間隔の値は、4 ～ 50 ミリ秒の範囲です。
間隔をスロットルつまり延長すると、フレーム レートを減らすことができ、それに
よって帯域幅を少なくできます。次のスロットル モードを使用できます。

無効：Adobe Flash コンテンツを完全に無効にします。
低スロットル モード：タイマー間隔は 100 ミリ秒です。この設定では、抜ける
フレームの数が最も少なくなります。
中スロットル モード：タイマー間隔は 500 ミリ秒です。
高スロットル モード：タイマー間隔は 2500 ミリ秒です。この設定では、抜ける
フレームの数が最も多くなります。

無効モードを除き、オーディオの速度はスロットル モードの選択に関係なく一定
です。

Adobe Flash の品質とスロットルを構成するには、次の手順に従ってください。

1 View Administrator 内から、[ 編集 ] をクリックし、[ デスクトップ / プールの設
定 ] を選択します。

2 [Adobe Flash の品質 ] ドロップダウン メニューから適切な品質モードを選択し
ます。

3 [Adobe Flash のスロットル ] ドロップダウン メニューから適切なスロットル モー
ドを選択します。

4 [ 完了 ] をクリックします。

これで、設定した値が [ デスクトップ / プールの設定 ] ペインに表示されます。

注意   Adobe Flash の帯域幅削減の設定は、View Client がデスクトップと再接続する
まで有効になりません。
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デスクトップでの帯域幅削減設定の上書き
デスクトップでマウス カーソルを使用することで、ユーザーは Adobe Flash のコンテ
ンツ表示の設定を上書きできます。

デスクトップで Adobe Flash の設定を上書きするには、次の手順に従ってください。

1 Internet Explorer で、関連する Adobe Flash コンテンツを参照し、必要に応じて
開始します。

Adobe Flash 設定の構成により、フレームの抜けや再生品質の低下が発生する場
合があります。

2 再生中の Adobe Flash コンテンツの内部にマウス カーソルを移動します。

カーソルが Adobe Flash コンテンツの内部にある間、表示品質が向上します。

3 品質の向上を維持するには、Adobe Flash コンテンツの内部をダブルクリックし
ます。

クライアント デバイスの情報
View では、View Client がクライアント マシンに関する情報をリモート デスクトップ
に渡す機能が用意されています。

Windows クライアントでは、この情報をリモート デスクトップのシステム レジスト
リで利用できます。サードパーティのツールを使用してカスタム スクリプトを作成
し、ログイン時および再接続時にローカル プリンタをデバイスにマッピングできま
す。詳細は、グループ ポリシー オブジェクト（GPO）を設定できる Microsoft 
Windows のレジストリ キーに保持されます。詳細については、グループ ポリシー オ
ブジェクト（P.187）を参照してください。

表 5-2 に、各クライアント タイプのゲスト マシン エージェントに送信される情報を
示します。サードパーティが認定したクライアントもクライアント情報を提供でき
ます。

表5-2  送信されるクライアント情報

送信情報 Windows Wyse Linux 説明

ViewClient_IP_Address X X X クライアント デバイスの IP 
アドレス

ViewClient_MAC_Address X X X クライアント デバイスの MAC 
アドレス

ViewClient_Machine_Name X X X クライアント デバイスのマシン名

ViewClient_Machine_Domain X X クライアント デバイスのドメイン
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ViewClient_LoggedOn_Username X X クライアント デバイスにログイン
しているユーザーのユーザー名

ViewClient_LoggedOn_
Domainname

X クライアント デバイスにログイン
しているユーザーのドメイン

ViewClient_Type X X X クライアント デバイスのシン ク
ライアント名またはオペレーティ
ング システムの種類

ViewClient_Broker_DNS_Name X X X ブローカーの DNS 名

ViewClient_Broker_URL X X X ブローカーの URL

ViewClient_Broker_Tunneled X X X ブローカーのトンネル ステータ
ス。この値は true または false 
です。

ViewClient_Broker_Tunnel_URL X X ブローカーのトンネル ステータス
が true の場合、トンネルの URL

ViewClient_Broker_Remote_IP_
Address

X X X クライアントのリモート IP アド
レス

ViewClient_TimeOffset_GMT X X GMT からの時間のオフセットは 
HH:MM で表現されます。
注：無効にするには、[タイム 
ゾーンの同期を無効にする ] GPO 
を true に設定します。

表5-2  送信されるクライアント情報（続き）

送信情報 Windows Wyse Linux 説明

注意   完全なクライアント情報が送られるのは、View Client を使用してデスクトップ
を起動したときだけです。View Portal を使用してデスクトップを起動したときは、次
のレジストリ エントリは表示されません。

ViewClient_Machine_Name

ViewClient_Machine_Domain

ViewClient_IP_Address

ViewClient_LoggedOn_Domainname

ViewClient_LoggedOn_Username

ViewClient_MAC_Address

ViewClient_Type
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HP RGS 表示プロトコルの有効化
RGS は HP の表示プロトコルであり、これを使用すると、ユーザーは標準ネットワー
ク上にあるリモート コンピュータのデスクトップにアクセスできます。デフォルト
の Microsoft RDP 表示プロトコルの代わりに HP RGS を表示プロトコルとして使用して
実行するように、デスクトップを構成できます。接続は View Manager によって仲介
されます。

HP RGS コンポーネントのインストール
VMware では、HP RGS を View 3.1 にバンドルしていません。また、ライセンスも付与
していません。View 3.1 で使用するには、HP RGS ソフトウェアのバージョン 5.2.5 の
ライセンスを HP より取得してください。

HP RGS は、RGS Sender という名前のサーバ側コンポーネントと、RGS Receiver とい
う名前のクライアント側コンポーネントで構成されます。HP RGS を使用するように 
View を構成する前に、HP RGS Sender をリモート デスクトップのオペレーティング 
システムにインストールし、HP RGS Receiver をデスクトップにインストールする必
要があります。RGS Sender のアプリケーションまたはポートが、ご利用のすべての
ファイアウォール ソフトウェアに例外として追加されることを確認してください。
デフォルトの RGS ポートは 42966 です。

これらの HP RGS コンポーネントをインストールして構成する方法の詳細については、
http://www.hp.com で入手可能な HP RGS のドキュメントを参照してください。

View Administrator での HP RGS の構成
最初に、View Connection Server の RDP トンネルがオフになっていることを確認し
ます。

トンネルがオフになっていることを確認するには、次の手順に従ってください。

1 View Administrator 内から [Configuration（構成）] をクリックします。

2 [Servers（サーバ）] を選択し、構成するサーバを選択します。

注意   View Client では、HP Blade PC、HP Workstation、および HP Blade Workstation の
接続時に、表示プロトコルとして HP RGS を使用できます。ESX で実行する仮想マシ
ンへの接続は、現在サポートしていません。

要注意   送信側にも受信側にも RGS USB をインストールしないでください。

http://www.hp.com
http://www.hp.com
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3 [Edit（編集）] をクリックします。

4 [Edit Server Settings（サーバ設定の編集）] ダイアログで、[Direct connection to 
desktop（デスクトップへの直接接続）] チェックボックスが選択されていること
を確認します。

HP RGS を構成するには、次の手順に従ってください。

1 View Administrator 内から、[Desktops and Pools（デスクトップとプール）] をク
リックします。

2 HP RGS を有効にするリモート デスクトップを選択し、[Edit（編集）] - [Desktop 
Pool Settings（デスクトップ プールの設定）] を選択します。

3 デフォルト表示プロトコルの一覧から、[HP RGS] を選択します。

4 デスクトップ ユーザーが表示プロトコルの選択を上書きできるようにする場合
は、[Allow users to override the display protocol（ユーザーが表示プロトコルを上
書きできるようにする）] を選択します。

上書きオプションを選択した場合、View Client のデスクトップ選択一覧に追加の
メニュー オプションが表示され、ユーザーは表示プロトコルを選択できます。

5 [Finish（完了）] をクリックします。
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View Composer は、多くのスタンドアロン仮想マシンを作成して管理するためのさ
まざまな機能を提供する、ストレージ効率の高いサービスです。この章では、View 
Composer の概要について説明します。

View Composer を使って VirtualCenter 内にリンク クローン デスクトップを作成し、
それらを View Manager で管理する方法の概要を説明する以外に、View Composer を
展開するときに使用する VirtualCenter と基本仮想マシン イメージを準備する方法に
ついても説明します。

この章では次のトピックについて説明します。

View Composer の概要（P.125）

View Composer のための VirtualCenter の準備（P.135）

親仮想マシンの準備（P.143）

View Manager からのリンク クローン デスクトップの展開（P.146）

リンク クローン デスクトップの更新、再構成、および再分散（P.155）

既存の View Composer データベースの使用（P.160）

View Composer の SviConfig ツールの使用（P.161）

View Composer の概要
View Manager 管理者は View Composer 機能を使用することで、中央で管理される 
1 つの基本イメージ（親仮想マシン）からすばやく複数のデスクトップ クローンを
作成して展開することができます。作成したデスクトップは、親仮想マシン上のス
ナップショットに間接的にリンクされています。

View Composer 6
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リンクが間接的であるのは、最初に 1 つまたは複数のリンク クローンが作成される
ときに、親仮想マシンから一意に識別されるコピー（レプリカ）も作成されるためで
す。すべてのデスクトップ クローンは、親仮想マシンではなくレプリカに直接関連
付けられます。このタイプのデスクトップは、リンク クローン デスクトップと呼ば
れます。

親仮想マシンを更新または置換してもリンク クローン デスクトップには直接影響し
ないので、親仮想マシンはスタンドアロン仮想マシンとして表示できます。これらの
関係を図 6-1 に示します。

図6-1  親仮想マシン、リンクされたレプリカ、およびデスクトップ クローン

この環境内のすべてのリンク クローン デスクトップは共通のソースに接続されてい
るので、デスクトップが View Composer によって集中管理されていてもシームレス
なユーザー体験が失われることはありません。このような展開を採用することで、各
システムをデフォルト構成にリセットしたり、ストレージを分散したり、ソフトウェ
アをインストールしたり、サービス パックを適用するなどの作業が大幅に効率化さ
れます。

注意   VirtualCenter 内でのレプリカ VM は、一意の ID の前に replica- というプレ
フィックスが付いていることで見分けることができます。

注意   レプリカを削除するとそのレプリカに関連付けられていたデスクトップが機能
しなくなるので、レプリカは VirtualCenter 内で保護されたエンティティとして扱わ
れます。
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View Manager 管理者は、すべてのリンク クローン デスクトップのオペレーティング 
システムを更新（または変更）したり、クライアント アプリケーションをインス
トールまたは更新したり、デスクトップ ハードウェア設定を変更するなどの作業を
実行するときに、親仮想マシン上で実行してリンク クローンをこの構成の新しいス
ナップショットに関連付けることで同時に実行することができます。この作業はデス
クトップの再構成と呼ばれます。

管理者は、デスクトップ更新と呼ばれる操作を実行することによって、各リンク ク
ローン デスクトップのオペレーティング システム データ（使用しているうちに増え
ている可能性がある）を元の状態（親仮想マシンの状態）に戻すこともできます。

図 6-1 では、デスクトップ ユーザー データは別のディスクに存在するように構成さ
れているので、デスクトップ再構成作業またはデスクトップ更新作業の影響を受けま
せん。このようにして、システムの変更はユーザー データ ストレージから切り離さ
れます。

View Administrator には、どのような作業が実行されているかの概要が表示されます。
ユーザー ベースの作業が中断されることを最小限に抑えるために、どのような作業
をいつ実行するかをポリシーに基づいて制御することができます。接続しているユー
ザーのセッションに影響する更新が実行される場合は、カスタム メッセージで通知
することができます。

リンク クローン デスクトップのディスク使用量
リンク クローン仮想マシンの初期ディスク使用量は、完全なクローンを作成した場
合よりもはるかに小さくなります。これは、オペレーティング システムとクライア
ント アプリケーションを親仮想マシンに依存するためです。オペレーティング シス
テム データとユーザー データのためのストレージの負荷は、デルタ ディスクとシン 
プロビジョニングを使用することによって大幅に少なくなります。

標準の（リンク クローンでない）自動プール内に作成される新しいデスクトップは、
すべて基本テンプレートから複製されます。つまり、すべての標準クローンで、基本
テンプレートと同じ量のディスク領域が使用されます。プール内に作成されるすべて
のクローンには、基本テンプレートのオペレーティング システム データとユーザー 
データが複製されるためです。

View Composer では、デルタ ディスク（論理サイズを物理サイズより大きくできる
ストレージ抽象化技術）を使用することによって、リンク クローン デスクトップ 
プールのストレージの物理的な負荷が大幅に削減されます。シン ディスクは、ワー
クロード、パワーオフ ポリシー、プール タイプなどの要因に応じて増大します。

注意   リンク クローンをまったく別の親仮想マシンの新しいスナップショットに関連
付けることもできます。
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リンク クローン デスクトップを展開するときは、デスクトップのオペレーティング 
システムとデスクトップが依存する親仮想マシンのオペレーティング システムとの
間のデータの差分を格納するためにデルタ ディスクが使用されます。展開した直後
は、親仮想マシンとリンク クローンの間の差分は非常に小さいため、デルタ ディス
クも非常に小さくなります。

各デスクトップのデルタ ディスクは時間と共に必ず増加するので、リンク クローン
を展開するときに各仮想マシンで許可される最大サイズ（親仮想マシンの元のサイズ
を最大値）を定義することもできます。通常は、リンク クローンのオペレーティン
グ システム データと親仮想マシンのオペレーティング システム データの間の差分を
格納するために必要なディスク領域の量は、標準クローンが必要とする量よりはるか
に少ないことは変わりません。デルタ ディスクのサイズが大きくなり過ぎた場合は、
デスクトップの更新を実行することでその基本状態に戻すことができます。

シン プロビジョニング
オペレーティング システム データ ディスクとユーザー データ ディスクは、ストレー
ジ コストを最小限にするためにシン プロビジョニングと呼ばれるプロセスを使用しま
す。このプロセスを採用するディスクでは、保存するデータに必要な分だけの領域が
使用され、デスクトップの作成時に必要な物理ディスクの初期容量が少なくなります。

ストレージのオーバーコミット
新しいリンク クローン デスクトップ プール用のデータストアを割り当てるときに、
管理者はストレージのオーバーコミット プロパティを変更することで、新しい仮想
マシンにデータストアの空き領域をどのように割り当てるかを制御できます。

ストレージのオーバーコミット レベルが低いときは、空き領域の大部分がバッファ
として使用されるので、各クローンのデルタ ディスクはこのバッファ内の範囲で増
大できます。オーバーコミット レベルを高くすると、個々のデルタ ディスクの増大
に予約される領域は小さくなりますが、データストアに割り当てられる仮想マシン数
は増加します。

ストレージ オーバーコミット レベルを極端に高くすると、デルタ ディスクの増大に
予約される領域の量は相対的に小さくなります。ただし、管理者が各仮想マシンのデ
ルタ ディスクが最大サイズ値まで増大することがないと予想する場合は、より多く
の仮想マシンをデータストアに追加することができます。

注意   シン プロビジョニングされたディスクは、データを削除してもサイズは減りま
せん。
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多数の仮想マシンを作成する場合はオーバーコミット レベルを高くする方がいいの
ですが、仮想マシンの増加によって残りのディスク領域が完全に消費されないように
するため、このタイプのデスクトップ プールには管理者がより多くの注意を払う必
要があります。この状況は、デスクトップ プールを定期的に更新または再分散して、
オペレーティング システム データのサイズをその基本状態にまで縮小することに
よって、回避できます。

データストアごとにスループット レベルが異なる場合には（NAS と SAN など）、タイ
プの異なるデータストアごとにストレージ オーバーコミット レベルを変えることで
対応できます。スループットが比較的低速な場合は、オーバーコミット レベルを低
いレベルに設定することで、データストアで作成されるクローンの数を少なくするこ
とができます。逆に、データ転送速度が速いデータストアには、高いオーバーコミッ
ト レベルを適用できます。

ストレージのオーバーコミットは、デルタ ディスクにのみ適用されます。ユーザー 
ディスクまたは標準（リンク クローンでない）クローンには適用されません。

デスクトップの再構成
図 6-2 では、デスクトップ クローンが、親仮想マシン 1 のコピーであるレプリカ 1 に
リンクされています。同じ親仮想マシンまたは（この例のように）別の親仮想マシン
にある異なるスナップショットを管理者が選択すると、再構成作業が開始されます。
いずれの場合も、新しいレプリカがプロビジョニングされます。

図6-2  デスクトップの再構成
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レプリカ 2 は、親仮想マシン 2 の完全なコピーです。再構成作業が完了すると、デス
クトップがレプリカ 2 に関連付けられ、それに応じてオペレーティング システム 
データが変更されます。再構成後に、再構成されたデスクトップのオペレーティング 
システム データのサイズが縮小されますが、ユーザー データはこのイベントの影響
を受けません。

ソース仮想マシン
VirtualCenter 内に保護されたリンク クローン デスクトップを追加することで、再構
成の速度が向上します。このリンク クローン デスクトップはソース仮想マシンと呼
ばれ、リンク クローン デスクトップ プールが最初に展開されるときにレプリカと共
に作成されます。

再構成イベントが実行されるときに、ソース仮想マシンは新しいスナップショット
に対して最初に再構成されるデスクトップになります。View Composer により、
VirtualCenter から既存のリンク クローン デスクトップ プールが削除され、それら
の代わりに必要な数のソース仮想マシンがコピーされます。

このようにプールを生成することによって、再構成プロセスが最適化されます。ま
た、この方法は一般的に、プール内の各リンク クローン デスクトップを個々に再構
成するよりも高速です。

デスクトップの更新
デスクトップの更新は、デスクトップの再構成と似ていますが、基本イメージは変更
されません。この操作は、デスクトップ プールのシステム データを基本状態に復元
し、接続されている各クローンのオペレーティング システム データのサイズを縮小
するために実行されます。

注意   ソース仮想マシンは、レプリカと共に VirtualCenter 内の 
VMwareViewComposerReplicaFolder というフォルダ内に置かれます。

注意   デスクトップの更新は、ユーザー データを含むシン プロビジョニングされた
ディスクには適用されません。
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デスクトップの更新は、必要に応じて、スケジュールされたイベントとして、または
オペレーティング システム データが指定サイズに達したときに実行できます。図 6-3 
は、この操作が及ぼす影響を示しています。ユーザー データ ディスクはこのイベン
トの影響を受けません。

図6-3  デスクトップの更新

デスクトップ クローンが完全な仮想マシンのサイズまで増大しないようにするため
に、接続されているシステムをときどき更新することが重要です。すべての関連付け
られている仮想マシン サイズの増大を放置すると、データストアに残っているすべ
ての空き領域の消費速度が加速する可能性があります。特に、ストレージのオーバー
コミット レベルが極端に高い場合にはその可能性が高くなります。

デスクトップの再分散
論理ドライブは、データ ストレージ用にサブシステム上に作成される構造で、アレ
イと呼ばれる一連のドライブ上に定義されます。論理ドライブは、LUN（Logical 
Unit Number）ともよく呼ばれますが、アレイの論理的に区切ったものです。ホスト
が論理ドライブにアクセスするときに使用する識別子になります。
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管理者が複数の LUN を使用する大きなデスクトップ プールを作成する場合に、最
初のサイズ設定が正確でないと、領域が効率的に使用されていない可能性がありま
す。図 6-4 のいくつかの仮想デスクトップは、2 つの LUN 上に均等に分散されてい
ません。

図6-4  デスクトップの再分散 ー 実行前
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LUN を再分散することで、選択した（またはすべての）仮想マシンが、使用可能な
論理ドライブ間で均等に分散されます。この作業の結果を図 6-5 に示します。

図6-5  デスクトップの再分散 ー 実行後
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ストレージのオーバーコミット レベルを高くすると、仮想マシンのサイズが増大し
て、データストア内のすべての空き領域を消費する可能性があります。データストア
上の仮想マシンによって使用される領域の量が以下の値に達すると、次のようになり
ます。

95%　データストアの空き領域が不足していることを示すログ エントリが生成
されます。

99%　データストア内に存在するすべての仮想マシンがサスペンドします。

管理者が後者の問題を回避するためにデータストアにストレージを追加するときに
は、再分散機能を利用することをお勧めします。また、再分散操作を実行する前に、
古いストレージを破棄してリソース プールを再構成したり、ホストを変更してみる
こともお勧めします。

再分散できるのは、スケジュールまたは保留中のキャンセルのない [ 作動可能 ]、[ エ
ラー ]、または [ カスタマイズ ] 状態のデスクトップだけです。また、複数のスタンド
アロン ESX サーバ上の論理ストレージ システム間で負荷を再分散することはできま
せん。

再分散作業がすべての仮想マシンに適用されるように、データストア上にリンク ク
ローン デスクトップ仮想マシンとその他のタイプの仮想マシンを共存させないよう
にすることをお勧めします。

通常のデスクトップおよび読み取り専用デスクトップ
通常のデスクトップおよび読み取り専用デスクトップの両方の構成が、View Composer 
でサポートされています。通常の構成では、専用ディスク（オペレーティング システ
ム データ用のシステム ディスクとユーザー データ用のユーザー ディスク）を使用して
オペレーティング システム データとユーザー データを別々に管理できます。これによ
り、オペレーティング システムを再構成または更新しても、ユーザー データは影響を
受けません。

読み取り専用の構成では、ユーザー データは一時的なものであるため、オペレー
ティング システム データとユーザー データがシステム ディスクに格納されます。
この構成では、システムが再構成または更新されるときにユーザー データは保護さ
れません。

注意   デスクトップを再分散するには、それらのオペレーティング システムを現在の
基本イメージに基づいて更新し、システム データをその基本状態に戻すまでの作業
が、View Manager によって自動的に行われる必要があります。ユーザー データがオ
ペレーティング システムとは別のユーザー データ ディスク上にある場合は、それら
には影響はありません。
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リンク クローン デスクトップ展開のための QuickPrep の使用
QuickPrep は、リンク クローン デスクトップを展開するときに View Composer に
よって実行されるシステム ツールです。QuickPrep は、親仮想マシンから作成される
各デスクトップを個人用に設定します。

新しいデスクトップがそれぞれ最初に起動されるときに、システムに新しい名前（展
開プロセス中に指定されたもの）を付け、適切なドメインに割り当て、ユーザー プ
ロファイル情報を格納する新しいボリュームをマウントできる状態にします。さら
に、各デスクトップに対応する新しいコンピュータ アカウントを Active Directory ド
メイン コントローラ上に作成します。これらのイベントは、デスクトップが更新さ
れた後にも実行されます。

View Composer では、リンク クローン デスクトップがドメインに参加するための適
切なドメイン管理者認証情報が必要になります。提供する認証情報は、指定された 
Active Directory コンテナからマシン アカウントを追加および削除する権限を持つド
メイン アカウントを表している必要があります。Active Directory 管理者は、そのよ
うな認証情報を持つユーザーを作成する必要があります （このロールのために既存
のドメイン管理者アカウントを使用することもできますが、このロール専用のユー
ザー アカウントを作成することを強くお勧めします）。

デスクトップの作成、更新、または再構成の後に追加の処理を実行するために、再同
期された各デスクトップでユーザー定義のカスタマイズ スクリプトを実行すること
ができます。スクリプトは、デスクトップがパワーオフされる直前に実行することも
できます。最初のリンク クローン デスクトップを展開するプロセスの最終段階で、
それぞれのタイプのスクリプト（親仮想マシン上に常駐している必要があります）へ
のパスを指定することができます。どちらの場合でも、これらのスクリプトの実行は 
QuickPrep によって管理されます。

View Composer のための VirtualCenter の準備
リンク クローン デスクトップの展開を実行する前に、View Composer サービスを使
用して親仮想マシンからレプリカおよびリンク クローン デスクトップを作成できる
状態にするために、VirtualCenter ホスト システムを構成する必要があります。

View Composer サービスが VirtualCenter サーバ上にローカル インストールされ
ている必要があります。

注意   ユーザーがログオフするときに、通常のデスクトップが自動的に更新されるよ
うに設定することができます。こうすることで、プールに必要な領域を最小限に抑え
ることができます。同様に、読み取り専用のプールが最初に使用された後に削除する
ように設定することもできます。これにより、プール全体でアクティブでないデスク
トップの数が少なくなります。
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View Composer サービスでリンク クローン デスクトップを作成してドメインに
追加するために、それらの作業に必要な権限を持つユーザーを Active Directory 
管理者が作成する必要があります。リンク クローン デスクトップ展開のための 
QuickPrep の使用（P.135）を参照してください。

View Manager で使用される VirtualCenter ユーザーが管理者でない場合は、それ
らのロールを拡張して View Composer サービスに必要な VirtualCenter 権限を追
加する必要があります。

VirtualCenter 内に使用できるリソース プールがない場合は、リンク クローン デ
スクトップを格納する ESX ホストまたはクラスタ上に作成する必要があります。
その方法については VirtualCenter のマニュアルを参照してください。

ネットワーク環境内に View Composer データベースがない場合は、View 
Composer データを格納するためにデータベースおよびデータ ソース名（DSN）
を作成する必要があります。View Composer データベースが環境内にある場合
は、そのデータ ソースを使用する方法について 既存の View Composer データ
ベースの使用（P.160）を参照してください。

サポートされているデータベースの詳細については、表 1-3 「View Composer の
データベース サポートおよび要件」 （P.25）を参照してください。使用するデー
タベースのタイプに応じて、次のいずれかのセクションの指示に従ってください。

SQL Server データベースを構成するには、View Composer 用の SQL Server 
データベースとデータ ソースの作成（P.136）の指示に従ってください。

Oracle 9i データベースを構成するには、View Composer 用の Oracle 9i デー
タベースとデータ ソースの作成（P.138）の指示に従ってください。

Oracle 10g データベースを構成するには、View Composer 用の Oracle 10g 
データベースとデータ ソースの構成（P.140）の指示に従ってください。

View Composer 用の SQL Server データベースとデータ ソースの作成
このセクションでは、新しい View Composer データベースを既存の SQL Server イン
スタンスに追加してから、ホスト システムで動作する他のすべてのコンポーネント
がこのデータ ソースに接続できるよう設定する方法を説明します。

注意   データベース インスタンスがネットワーク環境内の VirtualCenter サーバ ホ
スト システムまたは別の場所にない場合は、データベース インスタンスをイン
ストールする必要があります。そうしないと、View Composer サービス インス
トーラがデータベースを取り込めません。
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次の手順は、Microsoft SQL Server 2005 が VirtualCenter サーバ ホスト上またはネット
ワーク環境内にインストールされていて、SQL Server Management Studio Express で
そのデータ ソースを作成して管理することを前提としています。データベースが 
VirtualCenter サーバと同じシステム上にある場合は、統合 Windows 認証セキュリ
ティ モデルを使用できます。データベースがリモート システム上にある場合は、こ
の認証方法を使用できません。

また、Windows Server 2003 SP1 上にデータベースを構成することを前提としていま
す。Windows XP Professional SP2 ホスト上に ODBC データ ソースを構成する場合は、
手順が一部異なります。

SQL Server Management Studio Express は次の場所から入手できます。

http://www.microsoft.com/downloadS/details.aspx?familyid=C243A5AE-4BD1-4E3D-
94B8-5A0F62BF7796

SQL Server 2005 に View Composer データベースを追加するには、次の手順に
従ってください。

1 VirtualCenter サーバのホスト システム上で、[ スタート ] - [ すべてのプログラ
ム ] - [Microsoft SQL Server 2005] - [SQL Server Management Studio Express] の順
に選択し、Virtual Infrastructure Management 用の既存の SQL Server インスタン
スに接続します。

2 [ オブジェクト エクスプローラ ] ペインで、[ データベース ] エントリを右クリッ
クし、[ 新しいデータベース ] を選択します。[ 新しいデータベース ] ダイアログ
が表示されます。

3 [ データベース名 ] フィールドに名前（ViewComposer など）を入力し、[OK] を
クリックします。[ オブジェクト エクスプローラ ] の [ データベース ] エントリに
データベースが追加されます。

4 Microsoft SQL Server Management Studio Express を終了します。

ODBC データ ソースを追加するには、次の手順に従ってください。

1 VirtualCenter サーバのホスト システム上で、[ スタート ] - [ 管理ツール ] - [ デー
タ ソース（ODBC）] の順に選択します。[ODBC データ ソース アドミニストレー
タ ] ウィザードが表示されます。

2 [ システム DSN] タブを選択します。

3 [ 追加 ] をクリックし、リストから [SQL Native Client] を選択します。

4 [ 完了 ] をクリックします。[SQL Server に接続するための新規データ ソースを作
成する ] 設定ウィザードが表示されます。

http://www.microsoft.com/downloadS/details.aspx?familyid=C243A5AE-4BD1-4E3D-94B8-5A0F62BF7796
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5 所定のフィールドに、View Composer データベースの名前（VMware View 
Composer など）と簡単な説明を入力します。

6 [ サーバ ] フィールドに SQL Server データベース情報を 
<host_name>\<server_name> の形式で入力します。<host_name> はホスト シ
ステムの名前、<server_name> は SQL Server インスタンスです。例：

VCHOST1\SQLEXP_VIM

[ 次へ ] をクリックします。

7 [SQL Server に接続して追加の構成オプションの既定設定を取得する ] チェック 
ボックスがオンになっていることを確認し、次のいずれかのオプションを選択し
ます。

ローカル SQL Server を使用している場合は、[Windows NT 認証 ] を選択しま
す。これは｢信頼された認証｣とも呼ばれ、SQL Server を VirtualCenter サーバ 
ホスト上で実行している場合にのみサポートされます。

リモート SQL Server を使用している場合は、[SQL Server 認証 ] を選択します。
Windows NT 認証はリモート SQL Server ではサポートされません。

[ 次へ ] をクリックします。

8 [ 既定のデータベースを以下のものに変更する ] チェック ボックスをオンにして、
View Composer 用に作成したデータベースの名前（この例では ViewComposer）
を対応するリストから選択します。[ 次へ ] をクリックします。

9 [ 完了 ] - [OK] の順にクリックします。

10 [OK] をクリックして、[ODBC データ ソース アドミニストレータ ] ウィザードを
閉じます。

View Composer 用の Oracle 9i データベースとデータ ソースの作成
次の手順では、新しい View Composer データベースを既存の Oracle 9i インスタンス
に追加してから、ホスト システムで動作する他のすべてのコンポーネントがこの
データ ソースに接続できるよう設定する方法を説明します。

次の手順は、Oracle 9i が VirtualCenter サーバ ホスト上にインストールされているこ
とを前提としています。また、Windows Server 2003 SP1 上にデータベースを構成す
ることを前提としています。Windows XP Professional SP2 ホスト上に ODBC データ 
ソースを構成する場合は、手順が一部異なります。
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Oracle 9i に View Composer データベースを追加するには、次の手順に従ってください。

1 VirtualCenter サーバのホスト システム上で、[ スタート ] - [ すべてのプログラ
ム ] - [Oracle-OraHome92] - [ コンフィグレーションおよび移行ツール ] - 
[Database Configuration Assistant] の順に選択し、Oracle Database Configuration 
Assistant を起動します。

2 [ ようこそ ] ページが表示されたら、[ 次へ ] をクリックします。

3 [ 操作 ] ページで [ データベースの作成 ] を選択し、[ 次へ ] をクリックします。

4 [ データベース テンプレート ] ページで [ データ ウェアハウス ] テンプレートを選
択し、[ 次へ ] をクリックします。

5 [ データベース識別情報 ] ページで、グローバル データベース名と Oracle システ
ム識別子（SID）のプレフィックスを入力します。

簡略化のため、どちらにも同じ値を入力します。

6 [ データベース接続オプション ] ページで [ 専用サーバー モード ] を選択します。

7 残りの構成ページはデフォルト設定のまま [ 次へ ] をクリックします。

8 [ 作成オプション ] ページで [ データベースの作成 ] が選択されていることを確認
し、[ 完了 ] をクリックします。

9 [ サマリー ] ページでオプションを見直し、[OK] をクリックしてデータベースを
作成します。

データベースが作成されます。

10 SYS 管理者アカウントおよび SYSTEM 管理者アカウントのパスワードを設定し
ます。

SYSTEM アカウントを使用してデータ ソース接続を設定します。

ODBC データ ソースを追加するには、次の手順に従ってください。

1 VirtualCenter サーバのホスト システム上で、[ スタート ] - [ 管理ツール ] - [ デー
タ ソース（ODBC）] の順に選択します。[ODBC データ ソース アドミニストレー
タ ] ウィザードが表示されます。

2 [ システム DSN] タブを選択します。

3 [ 追加 ] をクリックし、リストから適切な Oracle ドライバ（Oracle in 
OraHome92 など）を選択します。. 

4 [ 完了 ] をクリックします。[Oracle ODBC ドライバ構成 ] ダイアログ ボックスが
表示されます。
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5 View Composer で使用する DSN、データ ソースの説明、およびデータベースに
接続するユーザー ID を入力します。

[TNS サービス名 ] で、ドロップダウン メニューからグローバル データベース名
（Oracle Database Configuration Assistant で指定したもの）を選択します。

6 [ 接続テスト ] をクリックしてデータ ソースを確認し、[OK] をクリックします。

View Composer 用の Oracle 10g データベースとデータ ソースの
構成

次の手順では、新しい View Composer データベースを既存の Oracle 10g インスタン
スに追加してから、ホスト システムで動作する他のすべてのコンポーネントがこの
データ ソースに接続できるよう設定する方法を説明します。

次の手順は、Oracle 10g が VirtualCenter サーバ ホスト上にインストールされている
ことを前提としています。また、Windows Server 2003 SP1 上にデータベースを構成
することを前提としています。Windows XP Professional SP2 ホスト上に ODBC データ 
ソースを構成する場合は、手順が一部異なります。

Oracle 10g に View Composer データベースを追加するには、次の手順に従って
ください。

1 VirtualCenter サーバのホスト システム上で、[ スタート ] - [ すべてのプログラ
ム ] - [Oracle-OraDb10g_home] - [ コンフィグレーションおよび移行ツール ] - 
[Database Configuration Assistant] の順に選択し、Oracle Database 
Configuration Assistant を起動します。

2 [ ようこそ ] ページが表示されたら、[ 次へ ] をクリックします。

3 [ 操作 ] ページで [ データベースの作成 ] を選択し、[ 次へ ] をクリックします。

4 [ データベース テンプレート ] ページで [ データ ウェアハウス ] テンプレートを
選択し、[ 次へ ] をクリックします。

5 [ データベース識別情報 ] ページで、グローバル データベース名と Oracle システ
ム識別子（SID）のプレフィックスを入力します。

簡略化のため、どちらにも同じ値を入力します。

6 [ 管理オプション ] ページはデフォルト設定のまま [ 次へ ] をクリックします。

7 [ データベース資格証明 ] ページで SYSTEM アカウントのパスワードを入力し、
[ 次へ ] をクリックします。

注意   DSN は View Composer のインストール時に使用します。
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8 残りの構成ページはデフォルト設定のまま [ 次へ ] をクリックします。

9 [ 作成オプション ] ページで [ データベースの作成 ] が選択されていることを確認
し、[ 完了 ] をクリックします。

10 [ 確認 ] ページでオプションを見直し、[OK] をクリックしてデータベースを作成
します。

データベースが作成されます。

11 [ 完了 ] をクリックします。

ODBC データ ソースを追加するには、次の手順に従ってください。

1 VirtualCenter サーバのホスト システム上で、[ スタート ] - [ 管理ツール ] - [ デー
タ ソース（ODBC）] の順に選択します。[ODBC データ ソース アドミニストレー
タ ] ウィザードが表示されます。

2 [ システム DSN] タブを選択します。

3 [ 追加 ] をクリックし、リストから適切な Oracle ドライバ（Oracle in 
OraDb10g_home など）を選択します。

4 [ 完了 ] をクリックします。[Oracle ODBC ドライバ構成 ] ダイアログ ボックスが
表示されます。

5 View Composer で使用する DSN、データ ソースの説明、およびデータベースに
接続するユーザー ID を入力します。

[TNS サービス名 ] で、ドロップダウン メニューからグローバル データベース名
（Oracle Database Configuration Assistant で指定したもの）を選択します。

6 [ 接続テスト ] をクリックしてデータ ソースを確認し、[OK] をクリックします。

View Composer サービスの VirtualCenter への追加
View Composer は、VirtualCenter からリンク クローン デスクトップを作成して展開す
るために使用されます。サービスのインストール中に、サービスと View Connection 
Server が通信するために使用するポートを指定できます。VirtualCenter システム上で 
Windows ファイアウォールが動作している場合は、このポートを例外リストに追加
するか、またはローカル ファイアウォール サービスを非アクティブ化する必要があ
ります。

次の手順では、View Composer サービスを VirtualCenter サーバ上にインストールし、
リンク クローンのストレージ専用のデータソースを使用するようにサービスを構成
する方法について説明します。

注意   DSN は View Composer のインストール時に使用します。
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View Composer サービスをインストールするには、次の手順に従ってください。

1 View Composer サービス インストール プログラムを実行します。xxx は実行可
能ファイルのビルド番号です。

VMware-viewcomposer-xxx.exe

2 VMware のライセンス条件に同意して、[Next（次へ）] をクリックします。

3 インストール先フォルダ パスを受け入れるか、変更して、[Next（次へ）] をク
リックします。

4 [Datasource Name（データソース名）] フィールドに、[Microsoft ODBC Data 
Source Administrator（ODBC データ ソース アドミニストレータ）] ウィザードで
データベースに指定した名前を入力します（前の例では VMware View 
Composer）。

5 ドメイン管理者のユーザー名とパスワードを所定のフィールドに入力して 
[Next（次へ）] をクリックします。

6 [Create a new RSA key container（RSA 鍵コンテナの新規作成）] ラジオ ボタンを
選択します。View Composer データベース内に格納される Active Directory 認証
情報を暗号化および暗号化解除するために、RSA 鍵ペアが作成されます。[Next

（次へ）] をクリックします。

7 ポート値を入力するかデフォルトを使用して、[Create default SSL certificate（デ
フォルト SSL 認証の作成）] ラジオ ボタンを選択します。[Next（次へ）] をク
リックします。

8 [Install（インストール）] をクリックしてインストール プロセスを開始します。
プロセスが完了したら、[Finish（完了）] をクリックします。

VirtualCenter ユーザーの権限
View Manager ユーザーが VirtualCenter の管理者でない場合は、VirtualCenter ユー
ザーとしてオブジェクトを作成して管理する権限を付与するために、VirtualCenter 
ユーザー エントリに適切なロールを割り当てる必要があります。
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View Composer サービスを使用するには、View Manager ユーザーの VirtualCenter 権
限（P.39）で説明した標準の権限以外に、表 6-1 で説明する追加権限を有効にする必
要があります。

ローカル システム管理者

VirtualCenter ユーザーが View Composer を使用するには、サービスをホストするマ
シン（VirtualCenter サーバ）上のシステム管理者の権限も必要です。この要件に対処
するには、リンク クローン デスクトップを展開するために使用される VirtualCenter 
ユーザーが、VirtualCenter サーバ上のローカル システム管理者グループのメンバで
ある必要があります。

親仮想マシンの準備
親仮想マシンは、リンクされたデスクトップ クローン（リンク クローン デスクトッ
プ）の基本イメージとして使用されます。リンク クローン デスクトップが展開され
た環境内で View Manager が親仮想マシンを 使用するには、最初に View Agent をその
オペレーティング システムにインストールする必要があります。

親仮想マシンへの管理者権限があり、次の前提条件が満たされていることを確認して
ください。確認項目は次のとおりです。

リンク クローン デスクトップを配置する Active Directory ドメインに参加してい
ること。

表6-1  View Composer ロールの作成：必要な権限

権限グループ 有効にする権限

フォルダ フォルダの作成

データストア データストアを参照
ファイル管理

仮想マシン インベントリ
構成
状態
プロビジョニング - クローン
プロビジョニング - ディスク アクセスを許可

リソース 仮想マシンのリソース プールへの割り当て

グローバル メソッドを有効にする
メソッドを無効にする

注意   VirtualCenter の管理ユーザーは、デフォルトですべての必要な権限が有効に
なっています。
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ネットワーク設定（プロキシなど）が適切に構成されていること。

その IP アドレスを取得するために DHCP を使用していること。

システム ディスクが SCSI（0:0）仮想デバイス ノードに接続されていること。
このプロパティは VirtualCenter から構成できます。

オペレーティング システムの電源設定が常にオンに設定されていること。

システム ディスクが 1 つのボリュームだけで構成されていて、複数の仮想ディ
スクをサポートしていること。

View Agent サービスがインストールされていて動作していること。

まだそのようにしていない場合は、オペレーティング システムとアプリケーション
の最新のサービス パックとパッチを親仮想マシンにインストールしてください。

DHCP リースの削除
DHCP 情報が親仮想マシンにある場合はそれらを解放することをお勧めします。リー
スされた IP アドレスがプール内のリンク クローンに複製されないようにしてくださ
い。DHCP リースを解放するときは、親仮想マシン上でコマンド プロンプトを開いて
から次のコマンドを入力します。

ipconfig /release

親仮想マシンへの View Agent のインストール
親仮想マシン上に View Agent がまだない場合は、View Agent をインストールして、
View Connection Server が基本イメージから作成されたデスクトップ クローンと通信
できるようにします。

View Agent をインストールするには、次の手順に従ってください。

1 View Agent インストール プログラムを実行します。xxx は実行可能ファイルの
ビルド番号です。

VMware-viewagent-xxx.exe

要注意   ディスクがいくつかのパーティションに分割されているために複数のボ
リュームで構成される親仮想マシンからは、クローンを展開しないでください。複数
のパーティションは View Composer サービスではサポートされていません。

注意   大規模な環境で View Agent を自動的に更新する場合は、標準的な 
Windows 更新メカニズム（Altiris、SMS、LanDesk、BMC などのシステム管理シ
ステム）を使用することをお勧めします。



VMware, Inc. 145

第 6章 View Composer

  

インストール ウィザードが開きます。[Next（次へ）] をクリックします。

2 VMware のライセンス条件に同意して、[Next（次へ）] をクリックします。

3 カスタム セットアップのオプションを選択します。[View Manager Composer 
Agent] をインストールする必要があります。ただし、次の機能は選択 / 選択解
除できます。

Graphical Identification and Authentication （GINA）ダイナミック リンク ラ
イブラリをインストールする場合は、[View Secure Authentication] コンポー
ネントをインストールします。このコンポーネントをインストールするとシ
ングル サイン オン（SSO）が有効になるので、View Client にログインした
ユーザーはデスクトップにログインするために認証情報を再度入力する必要
がなくなります。

仮想デスクトップ ユーザーがローカルに接続されている USB デバイスに、
自身の仮想デスクトップを使ってアクセスする必要がある場合は、[USB 
Redirection（USB リダイレクト）] コンポーネントをインストールします。

最初にデスクトップに追加のドライバをインストールしなくてもユーザーが
クライアント システムで利用できるプリンタに出力できるようにする場合
は、[Virtual Printing] コンポーネントをインストールします。この機能の詳
細については、View Client の構成ファイル（P.116）を参照してください。

4 インストール先フォルダを受け入れるか、変更して、[Next（次へ）] をクリック
します。

5 [Install（インストール）] をクリックしてインストール プロセスを開始します。
プロセスが完了したら、[Finish（完了）] をクリックします。

親仮想マシン スナップショットの作成
View Agent を基本イメージ上にインストールしたら、VirtualCenter を使用してパワー
オフ状態のシステム スナップショットを作成する必要があります。このスナップ
ショットは、親仮想マシンに関連付けられた最初のリンク クローン デスクトップ 
セットにとって、基本状態の構成となります。

注意   Windows 2000 は USB リダイレクトをサポートしていません。

注意   スナップショットを作成する前に親仮想マシンを完全にシャットダウンする必
要があります。



View Manager 管理ガイド

146 VMware, Inc.  

View Manager からのリンク クローン デスクトップの展開
View Manager からリンク クローン デスクトップを展開するには、View Composer 
サービスを実行するように VirtualCenter ホストが適切に構成されていて、View 
Manager と通信できる状態である必要があります。さらに、Active Directory フォ
レストのドメイン名（example.com など）が完全に修飾されている必要がありま
す。ドメイン コントローラ名が修飾されていない環境では View Composer を使用
できません。

新しいリンク クローン デスクトップ プールを作成する前に、最初に View Manager 
と VirtualCenter が通信できることと View Composer サービスが開始されていること
を確認する必要があります。接続が確立されたら、新しいリンク クローン デスク
トップ プールを展開できます。

View Manager で VirtualCenter エントリを追加または編集するには、次の手順に従っ
てください。

1 View Administrator 内から [Configuration（構成）] をクリックして構成ビューを
表示します。

2 [VirtualCenter Servers（VirtualCenter サーバ）] で、View Manager で使用する 
VirtualCenter の詳細をまだすべて入力していない場合は、[Add（追加）] をク
リックして入力してください。

a [Server address（サーバ アドレス）] テキスト ボックスに、View Manager 
で通信する VMware VirtualCenter サーバの FQDN または IP アドレスを入力
します。

b [User name（ユーザー名）] テキスト ボックスに VirtualCenter ユーザーの
名前を入力します。

c [Password（パスワード）] テキスト ボックスに、上で入力したユーザーに
対応するパスワードを入力します。

d （オプション） [Description（説明）] テキスト ボックスにこの VirtualCenter 
サーバの説明を入力します。

要注意   展開プロセスの前または進行中に、VirtualCenter 内から親仮想マシンを変更
（テンプレートに変換するなど）しないでください。View Composer サービスの実行
中は、親仮想マシンが変更されず静的な状態である必要があります。

要注意   DNS 名または URL を使用してサーバを入力すると、そのサーバがそ
の IP アドレスを使用して以前に入力されたことがあるかどうかを確認する 
DNS 検索は実行されません。VirtualCenter サーバがその DNS 名と IP アドレ
スの両方を使用して追加されると、競合が生じます。
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e 安全なチャネル（SSL）を使用して VirtualCenter に接続する場合は、
[Connect using SSL（SSL を使用して接続）] が選択されていることを確認し
ます。これがデフォルト設定です。

f [Port（ポート）] テキスト ボックスに TCP ポート番号を入力します。デフォ
ルトは 443 です。

必要な VirtualCenter サーバがすでにある場合は、そのエントリを選択して [Edit
（編集）] をクリックします。VirtualCenter 設定のリストが表示されます。

3 [Check for View Composer Compatibility（View Composer の互換性を調べる）] ボ
タンをクリックして、VirtualCenter サーバで View Composer サービスが実行さ
れていることを確認します。問題がなければ、[View Composer Settings（View 
Composer の設定）] プロパティ グループが表示されます。

4 [Enable View Composer（View Composer の有効化）] チェック ボックスがオンに
なっていて、ポート番号が、VirtualCenter ホスト上で View Composer サービス
をインストールしたときに指定したポート番号と同じになっていることを確認し
ます。

5 [Add（追加）] をクリックし、[Add QuickPrep Domain（QuickPrep ドメインの追
加）] ダイアログ ボックスに必要な詳細を入力します。

Active Directory ドメインの完全修飾ドメイン名（domain.com など）、完全修飾
ドメイン名を含むユーザー名（domain.com\admin など）、および指定された
ユーザーのパスワードを入力します。

追加されたドメインと関連ユーザー認証情報は、リンク クローンをドメインに
参加させるために View Composer によって使用されます。

6 [Add（追加）] - [OK] の順にクリックします。

VirtualCenter ユーザーが [QuickPrep domains（QuickPrep ドメイン）] リストに追
加されます。

7 [OK] をクリックすると、VirtualCenter 設定ウィンドウが閉じます。

注意   View Composer のための VirtualCenter の準備（P.135）で説明したように、
提供する認証情報は、指定された Active Directory コンテナからマシン アカウン
トを追加および削除する権限を持つドメイン アカウント（Active Directory 管理
者が作成したドメイン アカウント）を表している必要があります。

入力した設定は View Composer では検証されません。
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新しいリンク クローン デスクトップ プールを構成して展開するには、次の手順に
従ってください。

1 View Administrator 内から、[Desktops（デスクトップ）] ボタンをクリックして
から [Inventory（インベントリ）] タブをクリックします。[Desktops（デスク
トップ）] ペインで、[Desktops（デスクトップ）] タブが選択されていることを
確認してから [Add（追加）] をクリックします。

2 デスクトップの追加ウィザードが表示されます。ここから新しいリンク クロー
ン デスクトップ プールを構成して展開できます。[Automated Desktop Pool（自
動デスクトップ プール）] を選択して [Next（次へ）] をクリックします。

3 作成するデスクトップ プールのタイプを選択して [Next（次へ）] をクリックし
ます。

 

4 このデスクトップが使用する VirtualCenter サーバを選択し、[Use linked clone 
technology to create desktops in this pool（リンク クローン機能を使用してこの
プールにデスクトップを作成する）] が選択されていることを確認します。[Next

（次へ）] をクリックします。

5 [Desktop ID（デスクトップ ID）] を入力し、必要に応じて [Desktop Display Name
（デスクトップ表示名）] と [Description（説明）] を入力します。

デスクトップ ID は、View Manager がデスクトップ プールを識別するために使用
され、ユーザーがログインするときの表示名になります。デスクトップ ID と表
示名には任意の文字列を入力できますが、表示名を指定しない場合は、両方にデ
スクトップ ID が使用されます。

デスクトップの識別詳細を入力したら、[Next（次へ）] をクリックします。

プール タイプ 説明

Persistent
（通常）

このタイプのプール内のデスクトップは、ユーザーがログインすると
きに常に同じシステムに接続されるように、静的に割り当てられま
す。デスクトップの割り当ては、ユーザーが初めて接続したときに行
われます。

Non-persistent
（読み取り
専用）

このタイプのプール内のデスクトップは、ユーザーがログインすると
きに動的に割り当てられ、ユーザーが接続を解除するとプールに戻り
ます。

注意   オプションの説明には、スペースを含む英数字を使用できます。説明は、
最大で 1024 文字まで入力でき、View Administrator だけに表示されます。
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6 デスクトップ プロパティを構成して、[Next（次へ）] をクリックします。

要注意   親仮想マシンとして Windows Vista を使用する場合は、電源ポリシーを 
[Ensure VM is always powered on（仮想マシンは常にパワーオン）] に設定する
必要があります。

プロパティ パラメータの説明

State（状態） Enabled（有効にする）　デスクトップ プールは作成後に自
動的に有効になり、すぐに使用できます。
Disabled（無効にする）　デスクトップ プールは作成後に
無効になり、使用できません。展開後にテストなどの標準
メンテナンスのような作業を行う場合にはこの設定が適し
ています。

When VM is not in use
（仮想マシンが使用され
ていないとき）

Do nothing (VM remains on)（何もしない（仮想マシンはオ
ンのまま））　パワーオフされている仮想マシンを使用する必
要があって起動した後は、使用されていないときを含めて、
シャットダウンされるまでオンの状態が継続します。
Always on (ensure VM is always powered on)（常にオン（仮
想マシンは常にパワーオン））　プール内のすべての仮想マシ
ンが、使用されていないときを含めてパワーオンの状態が継
続します。シャットダウンされた場合は、すぐに再起動され
ます。
Suspend VM（仮想マシンをサスペンド）　プール内のすべて
の仮想マシンが、使用されていないときにサスペンド状態に
なります。
Power off VM（仮想マシンをパワーオフ）　プール内のすべ
ての仮想マシンが、使用されていないときにシャットダウン
されます。

Automatic logoff 
after disconnect
（切断後に自動的に
ログオフ）

Immediately（直後）　ユーザーが接続を切断すると、すぐ
にログオフされます。
Never（ログオフしない）　ユーザーはログオフされません。
After（時間が経過した後）　ユーザーが接続を切断してか
らこの時間が経過すると、ログオフされます。時間は分単
位で入力します。

Power off and delete 
virtual machine after 
first use（初めて使用し
た後、仮想マシンをパ
ワーオフして削除する） 

（読み取り専用プール
のみ）

ユーザーがログオフした後にすぐに仮想マシンを削除する場
合に選択します。
必要に応じて、新しい仮想マシンのクローンが作成され、
仮想マシンが削除された後も特定のプール サイズが保持さ
れます。
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Allow users to reset 
their desktop（ユー
ザーによるデスクトッ
プのリセットを許可
する）

デスクトップ ユーザーが管理者の支援なしに自身のデスク
トップをリセットできるようにする場合に選択します。

Allow multiple sessions 
per user（ユーザーごと
に複数のセッションを
許可する） 

（読み取り専用プール
のみ）

各ユーザーが同じプール内の複数のデスクトップに同時に接
続することを許可する場合に選択します。

Refresh OS disk on 
logoff（ログオフ時に 
OS ディスクを更新）

（通常のプールのみ） 

Never（更新しない）　基本オペレーティング システム イ
メージは更新されません。
Always（常に）　ユーザーがログオフするたびに基本オペ
レーティング システム イメージが更新されます。
Every（定期的に）　指定された間隔で定期的に基本オペレー
ティング システム イメージが更新されます。所定のフィー
ルドに日数（正数）で入力してください。
At（このサイズのとき）　データストア上のオペレーティン
グ システム データのサイズが一定のレベルに達したときに、
基本オペレーティング システム イメージが更新されます。
所定のフィールドにパーセンテージを入力してください。

Default display 
protocol（デフォルト
表示プロトコル）

View Connection Server が View Client と通信するときに使用
する表示プロトコルを選択します。
Microsoft RDP　デフォルトのオプションです。
HP RGS　HP Remote Graphics Software（RGS）。HP RGS 表示
プロトコルの有効化（P.122）を参照してください。

Allow users to override 
the default protocol
（ユーザーがデフォルト 
プロトコルを上書きで
きるようにする）

ユーザーが View Client 内からデフォルトの表示プロトコルを
上書きできるようにする場合に選択します。

Adobe Flash quality
（Adobe Flash の品質）

ドロップダウン メニューから、View Client で表示する 
Adobe Flash アニメーションの品質レベルを選択します。品
質レベルを低くすると、帯域幅使用量が少なくなるため表示
の更新が速くなる場合があります。

ドロップダウン メニューから、View Client で表示する 
Adobe Flash アニメーションのスロットル レベルを選択しま
す。スロットルのレベルを高くすると、すべての Adobe 
Flash アニメーションのフレーム レートを下げて、帯域幅の
使用量を減らすことができる可能性があります。

プロパティ パラメータの説明

Adobe Flash throttling
（Adobe Flash の
スロットル）
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7 デスクトップ プロビジョニングのプロパティを構成して、[Next（次へ）] をク
リックします。

プロパティ パラメータの説明

Provisioning
（プロビジョニング）

Enabled（有効にする）　展開手順が完了したときまたは
デスクトップが削除された後に、すぐにプール内のデス
クトップが作成されます。
Disabled（無効にする）　展開手順が完了したときまたは
デスクトップが削除された後に、すぐにプール内のデス
クトップは作成されません。

Number of desktops
（デスクトップ数）

このプールで作成するデスクトップの数を指定します。
[Advanced Settings（詳細設定）] パネルの [Enable 
Advanced Pool Settings（高度なプール設定を有効にす
る）] チェック ボックスをオンにした場合、この設定は
無効になります。

VM naming pattern
（仮想マシンの名前付け
パターン）

デフォルトでは、プール内のすべてのデスクトップが同
じグループに属しているということを識別するために、
プレフィックスが使用されます。プレフィックスは最大 
13 文字まで指定でき、同じプール内のデスクトップを識
別するために数値サフィックスが付加されます。
プール番号を表現するトークンが含まれる名前を付ける
ことで、この動作を無効にできます。トークンは名前の
どこに入れてもかまいません。例：
amber-{n}-desktop

デスクトップが展開された後に、{n} はそのデスクトッ
プのプール番号に置き換えられます。
n:fixed= 構文を使用して固定長のトークンを入力できま
す。例：
amber-{n:fixed=3}

展開の後に、{n:fixed=3} は各デスクトップの固定長の
プール番号に置き換えられます。amber-001、
amber-002、amber-003 などです。

最大 15 文字の制限が、トークンが含まれる名前に適用さ
れますが、トークン長が固定される場合は「可変部分」
にのみ適用されます。例：
my-view-system{n:fixed=1}

トークン長が固定されない場合には、バッファ 1 がトーク
ンに適用され、「可変部分」の最大長は 14 文字です。例：
a-view-system{n}
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8 この展開の基本イメージとして使用する親仮想マシンを選択します。仮想マシン
のうち、1 つ以上のスナップショット（仮想マシンがパワーオフのときに作成）
を持つ仮想マシンだけが表示されます。[Next（次へ）] をクリックします。

9 親仮想マシン上でスナップショット（非アクティブ状態のときに作成）を選択
し、[Next（次へ）] をクリックします。

10 このデスクトップ プール用のフォルダを配置する場所を VirtualCenter 内で選択
してから、[Next（次へ）] をクリックします。

11 このデスクトップが使用する仮想マシンを実行するホストまたはクラスタを選択
し、[Next（次へ）] をクリックします。

12 このデスクトップが使用する仮想マシンを実行するリソース プールを選択し、
[Next（次へ）] をクリックします。

13 （オプション）この手順は通常のプールのみに適用されます。このプール内のデ
スクトップがユーザー データを格納する方法を決定します。

更新または再構成イベント後にユーザー データを残しておく場合は、
[Redirect user profile to a separate disk（ユーザー プロファイルを別のディス

Stop provisioning on error
（エラー時にプロビジョニ
ングを停止する）

デスクトップの作成中にエラーが検出されたときに、新
しい仮想マシンのプロビジョニングを自動的に停止する
ように設定する場合は、このチェック ボックスをオンに
します。

Advanced Settings
（詳細設定）

クリックすると、詳細なプール構成設定が表示されます。
[Enable Advanced Pool Settings（高度なプール設定を有
効にする）] チェック ボックスをオンにすることで、詳細
パラメータを有効にできます。これにより、[Pool Size

（プール サイズ）] パラメータが無効になります。
Minimum number of virtual machines（最小仮想マシン
数）　このプールのためにプロビジョニングする必要があ
るデスクトップの最小数。
Maximum number of virtual machines（最大仮想マシン
数）　このプールのためにプロビジョニングできるデスク
トップの最大数。
Number of available virtual machines（使用可能な仮想
マシン数）　いつでも使用できるように未割り当ての状態
で使用可能になっている必要がある仮想マシンの数。こ
の数に、プール全体で使用できるデスクトップの最大数
を超える値を設定することはできません。

注意   クラスタについては、ホスト数が 8 個以下のものだけがサポートおよび表
示されます。

プロパティ パラメータの説明
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クにリダイレクト）] を選択し、ユーザー データ ディスクの最大サイズと関
連付けるドライブ文字を指定します。

複数のデータストアを使用する場合は、[Use different datastores for user 
data disks and OS disks（ユーザー データ ディスクと OS ディスクで別の
データストアを使用する）] を選択できます。その場合は、手順 14 のデー
タストア選択時に、どのタイプのデータにどのデータストアを使用するか
を選択できます。

更新または再構成イベント後にユーザー データを残さない場合は、[Store 
user profile on the same disk as the OS（ユーザー プロファイルを OS と同じ
ディスクに格納）] を選択します。これらのイベントを管理者が実行するか、
またはポリシーに基づいて自動的に実行されると、ユーザー データはなく
なります。

ユーザー データの格納条件を構成したら、[Next（次へ）] をクリックします。

14 デスクトップ プールを格納するデータストアを 1 つ以上選択します。利用でき
る十分な空き領域がない場合は、データストアを追加して空き領域を追加する必
要があります。

通常のプールを作成する場合、手順 13 で [Use different datastores for user data 
disks and OS disks（ユーザー データ ディスクと OS ディスクで別のデータストア
を使用する）] を選択したときは、[Use For（使用目的）] 列の下向き矢印をクリッ
クして、対応するデータストアのストレージ領域の使用方法を指定できます。
[OS Data（OS データ）] または [User Data（ユーザー データ）] を選択できます。

[Storage Overcommit（ストレージ オーバーコミット）] 列エントリでは、新し
い仮想マシンがデータストア上で使用できる空き領域にどのように割り当てるか
を設定します。レベルを高くすると、個々の仮想マシンの増大に予約される領域
は小さくなりますが、データストアに割り当てられる仮想マシン数は増加しま
す。エントリをクリックして、各データストアの割り当てレベルを変更します。

要注意   親仮想マシン上の既存のドライブに対応する文字は選択しないでく
ださい。

注意   クラスタの場合は、データストアが共有されている必要があります。クラ
スタ内の各ホストはそのデータストアに接続しないと表示されません。

注意   続行するには、オペレーティング システム データとユーザー データの両
方に十分な領域を割り当てる必要があります。
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データストアの格納条件を構成したら、[Next（次へ）] をクリックします。

15 リンク クローン デスクトップがドメインに参加するには、そのドメインのドメ
イン管理者認証情報が必要です。[QuickPrep domain（QuickPrep ドメイン）] ド
ロップダウン メニューからドメイン名とユーザー名のエントリを選択します。
この認証情報の指定は、View Manager で VirtualCenter エントリを追加または編
集するには、次の手順に従ってください。（P.146）の手順で VirtualCenter サーバ
設定を追加または編集するときに行います。

デスクトップがパワーオフされる前にスクリプトを実行する場合は、親仮想マシ
ン上のスクリプトのパスを [Power-off script（パワーオフ スクリプト）] フィール
ドに入力します。

デスクトップの作成、再構成、または更新の後にスクリプトを実行する場合は、
親仮想マシン上のスクリプトのパスを [Post Synchronization script（同期後スク
リプト）] フィールドに入力します。

Active Directory コンテナの相対識別名（CN=Computers など）を入力します。

[Next（次へ）] をクリックします。

16 この展開の構成設定の概要が表示されます。

構成を修正する必要がある場合は、[Back（戻る）] ボタンを使用して前の
ページに戻ることができます。

構成を修正する必要がない場合は、[Finish（完了）] をクリックすると、リ
ンク クローン デスクトップ プールが展開されます。

展開が開始された後に、[Desktops（デスクトップ）] ペインの [Desktops（デスク
トップ）] または [Desktop Sources（デスクトップ ソース）] タブを選択することで、
デスクトップ プールまたは個々のデスクトップのプロビジョニングの進行状況を監
視できます。

プロセスが完了したら、デスクトップまたはプールへの資格の付与（P.87）で説明さ
れている手順を実行することで、ユーザーまたはグループにデスクトップ プールを
使用する資格を付与します。

注意   「できるだけ少なく」、「ストレージに 50% をプロビジョニング」、および
「ストレージに 100% をプロビジョニング」値のみがガイドラインとして用意さ
れています。プールの実際の要件は、クライアント使用パターン、アプリケー
ション ワークロード、プール タイプなどによって異なります。

注意   入力した設定は View Composer では検証されません。
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リンク クローン デスクトップの更新、再構成、
および再分散

更新、再構成、および再分散は、通常のプールを構成しているリンク クローン デス
クトップだけに実行できます。読み取り専用のリンク クローン デスクトップ プール
の親仮想マシンを変更する場合は、プール展開ウィザードを使用してプールを直接変
更する必要があります。展開ウィザードを起動するには、読み取り専用プールの概要
ページで [ 編集 ] をクリックします。

再分散の前にデータストア プロファイルに変更を加える（ストレージを追加または
削除したり、プール構成を変更するなど）場合は、最初にデスクトップの編集ウィ
ザードを使用してプールを再構成する必要があります。

リンク クローン デスクトップ プールを更新するには、次の手順に従ってください。

1 View Administrator 内から [Desktops and Pools（デスクトップとプール）] をク
リックして、デスクトップ ページを表示します。

2 左ペインで [Inventory（インベントリ）] タブが選択されていることを確認して
から、更新する通常のデスクトップ プールを選択します。

3 次のいずれかのオプションを選択します。

デスクトップ プール全体を更新するときは、右ペインで [Summary（全般）] 
タブが選択されていることを確認します。

デスクトップ プール内で特定のユーザーに割り当てられているデスクトップ
を更新するときは、右ペインで [Users and Groups（ユーザーとグループ）] 
タブが選択されていることを確認します。

1 人以上の割り当て済みユーザーのデスクトップを更新する場合は、対応す
るチェック ボックスを選択してください。すべての割り当て済みユーザー
のデスクトップを更新する場合は、この操作を実行する必要はありません。

プール内の特定のデスクトップ ソースを更新するときは、右ペインで 
[Desktop Sources（デスクトップ ソース）] タブが選択されていることを確
認します。

注意   デスクトップの再分散を開始すると、それらの更新が自動的に開始されます。
さらに、再分散できるのは、スケジュールまたは保留中のキャンセルのない [ 作動可
能 ]、[ エラー ]、または [ カスタマイズ ] 状態のデスクトップだけです。

要注意   このセクションで説明する手順の前または進行中に、VirtualCenter 内から親
仮想マシンを変更（テンプレートに変換するなど）しないでください。
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複数のデスクトップを更新する場合は、対応するチェック ボックスを選択
してください。プール内のすべてのデスクトップを更新する場合は、この操
作を実行する必要はありません。

4 [Edit Image（イメージの編集）] をクリックします。イメージの編集ウィザード
が表示されます。[Refresh（更新）] オプションを選択して [Next（次へ）] をク
リックします。

5 [Users and Groups（ユーザーとグループ）] タブを選択した場合は、ここでユー
ザー選択を絞り込むことができます。デスクトップ プール内のすべての割り当て
済みユーザーをグローバルに更新する場合は、[All users（すべてのユーザー）] を
選択します。1 人以上のユーザーを選択したときに、選択したグループ内の特定
のユーザーだけに更新を適用する場合は、[The following users（これらのユー
ザー）] を選択できます。

[Summary（全般）] または [Desktop Sources（デスクトップ ソース）] タ
ブを選択した場合は、ここでデスクトップ ソース選択を絞り込むことが
できます。プール内のすべてのデスクトップをグローバルに更新する場合
は、[All virtual machines（すべての仮想マシン）] を選択します。

[Desktop Sources（デスクトップ ソース）] タブで 1 つ以上の割り当て済み
デスクトップを個別に指定したときに、選択したグループ内の特定のシステ
ムだけに更新を適用する場合は、[The following virtual machines（これらの
仮想マシン）] を選択できます。

[Next（次へ）] をクリックします。

6 更新イベントのスケジュールを設定します（デフォルトは現在の時刻に設定され
ているため、すぐに実行されます）。

更新イベントが開始された後にすぐに現在接続されているユーザーをログオ
フする場合は、[Force Users to log off（ユーザーを強制的にログオフ）] を選
択します。

ユーザーが接続を切断するまでデスクトップの更新を開始しない場合
は、[Wait for users to log off（ユーザーがログオフするまで待機）] を選
択します。

7 [Ready to Complete（完了の確認）] ページが表示されます。このページには、
タスクの開始予定時刻や影響を受ける仮想マシンの数など、更新タスクの概要が
表示されます。

注意   このオプションを選択した場合は、接続中のユーザーは接続が切断さ
れる前に、アプリケーションを閉じてログアウトすることを求める通知を受
け取ります。通知メッセージには、構成ページの [Global Settings（グローバ
ル設定）] セクションからアクセスできます。
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8 このページに表示されている情報に間違いがなければ、[Finish（完了）] をク
リックして更新を開始します。

リンク クローン デスクトップ プールを再構成するには、次の手順に従ってください。

1 View Administrator 内から [Desktops and Pools（デスクトップとプール）] をク
リックして、デスクトップ ページを表示します。

2 左ペインで [Inventory（インベントリ）] タブが選択されていることを確認して
から、再構成するデスクトップ プールを選択します。

3 次のいずれかのオプションを選択します。

デスクトップ プール全体を再構成するときは、右ペインで [Summary（全
般）] タブが選択されていることを確認します。

デスクトップ プール内で特定のユーザーに割り当てられているデスクトッ
プを再構成するときは、右ペインで [Users and Groups（ユーザーとグルー
プ）] タブが選択されていることを確認します。

1 人以上の割り当て済みユーザーのデスクトップを再構成する場合は、対応
するチェック ボックスを選択してください。すべての割り当て済みユー
ザーのデスクトップを再構成する場合は、この操作を実行する必要はありま
せん。

プール内の特定のデスクトップ ソースを再構成するときは、右ペインで 
[Desktop Sources（デスクトップ ソース）] タブが選択されていることを確
認します。

複数のデスクトップを再構成する場合は、対応するチェック ボックスを選
択してください。プール内のすべてのデスクトップを再構成する場合は、こ
の操作を実行する必要はありません。

4 1 人以上の割り当て済みユーザーのデスクトップを再構成する場合は、対応する
チェック ボックスを選択してください。すべての割り当て済みユーザーのデス
クトップを再構成する場合は、この操作を実行する必要はありません。

5 [Edit Image（イメージの編集）] をクリックします。イメージの編集ウィザード
が表示されます。[Recompose（再構成）] オプションを選択して [Next（次へ）] 
をクリックします。

6 [Users and Groups（ユーザーとグループ）] タブを選択した場合は、ここでユー
ザー選択を絞り込むことができます。デスクトップ プール内のすべての割り当
て済みユーザーをグローバルに再構成する場合は、[All users（すべてのユー
ザー）] を選択します。1 人以上のユーザーを選択したときに、選択したグルー
プ内の特定のユーザーだけに再構成を適用する場合は、[The following users（こ
れらのユーザー）] を選択できます。
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[Summary（全般）] または [Desktop Sources（デスクトップ ソース）] タブ
を選択した場合は、ここでデスクトップ ソース選択を絞り込むことができ
ます。プール内のすべてのデスクトップをグローバルに再構成する場合は、
[All virtual machines（すべての仮想マシン）] を選択します。

[Desktop Sources（デスクトップ ソース）] タブで 1 つ以上の割り当て済み
デスクトップを個別に指定したときに、選択したグループ内の特定のシステ
ムだけに再構成を適用する場合は、[The following virtual machines（これら
の仮想マシン）] を選択できます。

7 [Next（次へ）] をクリックします。

8 選択したデスクトップ プールが使用する基本イメージを編集します。

デスクトップ プール内のクローンを同じ基本イメージ内の別のスナップ
ショットに関連付ける場合は、表示されているリストから新しいスナップ
ショットを選択します。

現在の基本イメージを新しい親仮想マシンの基本イメージに変更する場合
は、[Change（変更）] をクリックして、リストで強調表示されている仮想
マシンからプールのマスタ仮想マシンにする新しい仮想マシンを選択しま
す。[OK] をクリックします。

[Next（次へ）] をクリックします。

9 再構成イベントのスケジュールを設定します（デフォルトは現在の時刻に設定さ
れているため、すぐに実行されます）。

再構成イベントが開始された後にすぐに現在接続されているユーザーをログ
オフする場合は、[Force Users to log off（ユーザーを強制的にログオフ）] を
選択します。

ユーザーが接続を切断するまでデスクトップの再構成を開始しない場合は、
[Wait for users to log off（ユーザーがログオフするまで待機）] を選択します。

10 [Ready to Complete（完了の確認）] ページが表示されます。このページには、
使用されるスナップショット、タスクの開始予定時刻、影響を受ける仮想マシン
の数など、再構成タスクの概要が表示されます。

このページに表示されている情報に間違いがなければ、[Finish（完了）] をク
リックして再構成を開始します。

注意   このオプションを選択した場合は、接続中のユーザーは接続が切断さ
れる前に、アプリケーションを閉じてログアウトすることを求める通知を受
け取ります。通知メッセージには、構成ページの [Global Settings（グローバ
ル設定）] セクションからアクセスできます。
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リンク クローン デスクトップ プールを再分散するには、次の手順に従ってください。

1 View Administrator 内から [Desktops and Pools（デスクトップとプール）] をク
リックして、デスクトップ ページを表示します。

2 左ペインで [Inventory（インベントリ）] タブが選択されていることを確認して
から、再分散するデスクトップ プールを選択します。

3 右ペインで、[Desktop Sources（デスクトップ ソース）] タブを選択します。

4 表示されているデスクトップ ソース リストから 1 つ以上のデスクトップを選択
します。プール全体を再分散する場合は、デスクトップを選択する必要はありま
せん。

5 [Rebalance（再分散）] をクリックします。再分散ウィザードが開き、プール内
の 1 つ以上のデスクトップを再分散したときに発生することについての情報が表
示されます。この情報を読んで続行することに同意したら、[Next（次へ）] をク
リックします。

6 デスクトップ ソース リストから 1 つ以上の仮想マシンを選択している場合は、
対応するラジオ ボタンを選択することでそれらのシステムだけを再分散するこ
とを選択できます。仮想マシンを選択しなかった場合、つまりプール全体を再分
散する場合は、[All virtual machines（すべての仮想マシン）] を選択します。
[Next（次へ）] をクリックします。

7 再分散イベントのスケジュールを設定します（デフォルトは現在の時刻に設定さ
れているため、すぐに実行されます）。

再分散イベントが開始された後にすぐに現在接続されているユーザーをログ
オフする場合は、[Force Users to log off（ユーザーを強制的にログオフ）] を
選択します。

ユーザーが接続を切断するまでデスクトップの再分散を開始しない場合は、
[Wait for users to log off（ユーザーがログオフするまで待機）] を選択します。

[Next（次へ）] をクリックします。

注意   このオプションを選択した場合は、接続中のユーザーは接続が切断さ
れる前に、アプリケーションを閉じてログアウトすることを求める通知を受
け取ります。通知メッセージには、View Administrator の構成ビューの 
[Global Settings（グローバル設定）] セクションからアクセスできます。
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8 [Ready to Complete（完了の確認）] ページが表示されます。このページには、
タスクの開始予定時刻や影響を受ける仮想マシンの数など、再分散タスクの概要
が表示されます。

このページに表示されている情報に間違いがなければ、[Finish（完了）] をク
リックして再分散を開始します。

既存の View Composer データベースの使用
View Composer サービスのインストール時に ODBC データ ソースを選択した場合は、
View Composer データがすでに格納されている既存のデータベースを使用できます。
ただし、このデータ ソースと View Composer サービスの新しいインスタンスとの互
換性のために、最初に元の View Composer サービスによって作成された RSA 鍵コン
テナを新しいホスト システムに転送する必要があります。

Microsoft .NET Framework に付属の ASP.NET IIS 登録ツールを使用して、異なるシステ
ム間で鍵コンテナの内容を移行するなどのいくつかの構成操作を実行できます。

後で説明する手順を実行するには、使用するデータベースに関連付けられていた 
View Composer インスタンスが存在する（つまり、これまで存在していた）システ
ムに .NET Framework がインストールされている必要があります。新しいインスタン
スをインストールするシステム上にも .NET Framework をインストールする必要があ
ります。

次の場所で .NET Framework をダウンロードして ASP.NET IIS 登録ツールに関する追加
情報を参照できます。

http://www.microsoft.com/net

http://msdn.microsoft.com/library/k6h9cz8h(VS.80).aspx

新しいシステム上に View Composer サービスをインストールする前に、次の手順を
実行する必要があります。

システム間で RSA 鍵コンテナを移行するには、次の手順に従ってください。

1 ソース システム上のコマンド プロンプトから次のコマンドを入力することで、
従来の View Composer インスタンスに関連付けられている RSA 鍵をそれらの
ローカル鍵コンテナからエクスポートします。

aspnet_regiis -px "SviKeyContainer" "keys.xml" -pri

注意   RSA 鍵ペアは、View Composer データベース内に格納される重要な認証情報
を暗号化および暗号化解除するために、View Composer サービスによって作成され
ます。

http://www.microsoft.com/net/
http://msdn.microsoft.com/library/k6h9cz8h(VS.80).aspx
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RSA 公開 / 秘密鍵ペアが SviKeyContainer コンテナから、ASP.NET IIS 登録ツー
ルにローカルに保存されている keys.xml というファイルにエクスポートされ
ます。

2 keys.xml ファイルを View Composer サービスの新しいインスタンスのインス
トール先システムにコピーします。

3 インストール先システム上のコマンド プロンプトから次のコマンドを入力する
ことで、鍵ペア データをローカル鍵コンテナにインポートします。<path> はエ
クスポートするファイルへのパスです。

aspnet_regiis -pi "SviKeyContainer" "<path>\keys.xml"

4 View Composer サービスの VirtualCenter への追加（P.141）で説明されている手
順を使用して View Composer サービスをインストールし、既存のデータ ソース
について必要な情報を入力します。ただし、この手順では [Use the existing RSA 
key container（既存の RSA 鍵コンテナを使用）] を選択してください。

View Composer の SviConfig ツールの使用
View Composer に付属する SviConfig ユーティリティを使用すると、View Composer 
データベースのアップグレードおよび復元を行うことができます。

SviConfig の実行可能ファイルのパスは次のとおりです。

C:\Program Files\VMware\VMware View Composer\sviconfig.exe

このセクションで説明するコマンドは、経験豊富な View Composer 管理者を対象と
しており、View Composer サービスに関連する問題を解決するために用意されてい
ます。

View Composer データベースのアップグレード（databaseupgrade）
データベース アップグレード コマンドは、View Composer 1.0 のスキーマをバージョ
ン 1.1 にアップグレードするために使用します。さらに、このコマンドは、データ
ベース内の情報も View Composer 1.0 から View Composer 1.1 に移行します。

使用例
古いバージョンのサービスがすでにインストールされている VirtualCenter サーバに 
View Composer サービスをインストールする間に、サービスを手動でアップグレー
ドできます。その場合は、SviConfig を使用して、スキーマをアップグレードし、既
存のデータを移行する必要があります。
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使用方法

View Composer データベースをアップグレードする前に、VirtualCenter サーバで実行
している View Composer サービスを停止する必要があります。コマンドの実行に成
功した後で、サービスを再起動します。

SviConfig databaseupgrade コマンドの命令は、Windows のコマンド プロンプトか
ら次の形式で発行します。

sviconfig -operation=databaseupgrade 

          -DsnName=<ターゲット データベース ソース名（DSN）>

          -Username=<データベース管理者のユーザー名 >

          -Password=<データベース管理者のパスワード >

例：

sviconfig -operation=databaseupgrade -dsnname=LinkedClone 
-username=Admin -password=Pass

結果出力

操作が成功すると、次の出力が表示されます。

Establishing database connection.
Database connection established successfully.
Upgrading database.
Load data from SVI_VC_CONFIG_ENTRY table.
Update SVI_DEPLOYMENT_GROUP table.
Update SVI_REPLICA table.
Update SVI_SIM_CLONE table.
SviConfig finished successfully.
Database is upgraded successfully.

databaseupgrade コマンドの実行時にエラー コード 17 が発生した場合、または 
View Composer サービスのインストール中に次のメッセージが表示された場合。

データベースのアップグレードが警告で終了しました

databaseupgrade コマンドを（再）実行する前に、次の View Composer ログ ファイ
ルで詳細を確認してください。

C:\Documents and Settings\All Users\Application 
Data\VMware\View Composer\Logs\vmware-sviconfig.log
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結果コード

操作が完了すると、ツールから結果コードが返ります。結果コードについて表 6-2 で
説明します。

View Composer データベースの復元（restoredata）
View LDAP および View Composer データベースのデータのバックアップを手動また
は自動で作成するように、View Connection Server を設定できます。restoredata コ
マンドを使用すると、View Composer の展開に関連するバックアップ ファイルを、
リンク クローン情報を格納している SQL データベースにインポートして、View 環境
を以前の状態に復元できます。

デフォルトでは、View Connection Server 上のバックアップ ファイルは次の場所に格
納されます。

C:\Documents and Settings\All Users\Application 
Data\VMware\VDM\backups

View Composer のバックアップ ファイルは、次の命名規則を使用します。

Backup-<年 ><月 ><日 ><カウント >-<VirtualCenter サーバ名 >_
<ドメイン名 >.SVI

表6-2  databaseupgrade の結果コード

コード 説明

0 操作は正常に終了しました。

1 指定された DSN が見つかりませんでした。

2 無効なデータベース管理者認証情報が指定されました。

3 データベースのドライバがサポートされていません。

4 予期しない問題が発生し、コマンドは完了できませんでした。

14 別のアプリケーションが View Composer サービスを使用しています。コマンドを実
行する前に、サービスを終了してください。

15 復元処理の間に問題が発生しました。詳細は画面ログ出力の一部として提供され
ます。

17 データベースのデータをアップグレードできませんでした。

18 データベース サーバに接続できませんでした。

注意   バックアップ ファイルを手動または自動で作成する方法については、View サー
バ（P.59）を参照してください。
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例：

Backup-20090304000010-foobar_test_org.SVI

使用例

システム障害の後で View Composer データベースのデータを複製または復元すると
き、または View Composer の展開を以前の状態に戻す必要がある場合に、このコマ
ンドを使用します。

使用方法
バックアップ データをインポートする前に、VirtualCenter サーバで実行している 
View Composer サービスを停止する必要があります。コマンドの実行に成功した後
で、サービスを再起動します。

SviConfig restoredata コマンドの命令は、Windows のコマンド プロンプトから次
の形式で発行します。

sviconfig -operation=restoredata 

          -DsnName=<ターゲット データベース ソース名（DSN）>

          -Username=<データベース管理者のユーザー名 >

          -Password=<データベース管理者のパスワード >

          -BackupFilePath=<View Composer バックアップ ファイルへのパス >

例：

sviconfig -operation=restoredata -dsnname=LinkedClone -username=Admin 
-password=Pass -backupfilepath="C:\Program Files\VMware\VMware View 
Composer\Backup-20090304000010-foobar_test_org.SVI"

結果出力

操作が成功すると、次の例のような出力が表示されます。

Received request for restoring backup.
Validate the backup.
Meta data found in the backup.
Backup created on 03/04/2009 00:00:11.
About info:
Build: 144766
Copyright: Copyright c VMware Inc. 2008
Full Name: VMware View Composer, api version: 1.02, e.x.p build-144766
Name: VMware View Composer
Os Type: win32-x86
Vendor: VMware Inc.
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API Version: 1.02
Product Version: 1.0.0.1470
Minimum supported VC version: 2.5.0
Maximum supported VC version: 2.5.0
Minimum supported VC build number: 104215
Minimum supported ESX version: 3.5.0
Maximum supported ESX version: 3.5.0
Validate the version of the backup.
Backup version: 0.61, Current version: 0.61.
Object type AdConfigEntryDo found in the backup
Object type VcConfigEntryDo found in the backup
Object type AuthorizedUserDo found in the backup
Object type SequenceNumDo found in the backup
Object type VmNameDo found in the backup
Object type GuestComputerNameDo found in the backup
Object type ReplicaDo found in the backup
Object type DeploymentGroupDo found in the backup
Object type SimCloneDo found in the backup
Establishing database connection.
Database connection established successfully.
Database initialization.
Execute 'DropScript' script.
Execute 'CreateScript' script.
Start processing the backup.
Object type AdConfigEntryDo found in the backup
Object type VcConfigEntryDo found in the backup
Object type AuthorizedUserDo found in the backup
Object type SequenceNumDo found in the backup
Object type VmNameDo found in the backup
Object type GuestComputerNameDo found in the backup
Object type ReplicaDo found in the backup
Object type DeploymentGroupDo found in the backup
Object type SimCloneDo found in the backup
SviConfig finished successfully.
Restoring data finished successfully.

結果コード
操作が完了すると、ツールから結果コードが返ります。結果コードについて表 6-3 で
説明します。

表6-3  restoredata の結果コード

コード 説明

0 操作は正常に終了しました。

1 指定された DSN が見つかりませんでした。

2 無効なデータベース管理者認証情報が指定されました。

3 データベースのドライバがサポートされていません。
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4 予期しない問題が発生し、コマンドは完了できませんでした。

14 別のアプリケーションが View Composer サービスを使用しています。コマンドを
実行する前に、サービスを終了してください。

15 復元処理の間に問題が発生しました。詳細は画面ログ出力の一部として提供され
ます。

表6-3  restoredata の結果コード（続き）

コード 説明
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Offline Desktop は、モバイル ユーザーが特定のタイプの View Manager デスクトップ
のクローン インスタンスをラップトップなどのローカル システム上にチェックアウ
トするための機能を備えています。一度チェックアウトすると、ローカル コピーは
スタンドアロン デスクトップ システムのように動作するようになり、ネットワーク
に接続していてもしていなくても使用できるようになります。このとき、デスクトッ
プは「オフライン」とみなされます。

次のセクションでは、Offline Desktop と、その目的および実装について概要を説明し
ます。

この章では次のトピックについて説明します。

Offline Desktop の概要（P.167）

View Client with Offline Desktop（P.174）

Offline Desktop のステータス（P.176）

Offline Desktop の概要
Offline Desktop はあらゆるオンライン デスクトップ ソリューションに内在するアク
セスの持続性という問題に対応しています。状況や選択によっては、ネットワークの
利用が極度に限定されるかまったく利用できない環境にユーザーが直面することがあ
ります。

Offline Desktop 7

注意   Offline Desktop は試験的な機能です。試験的機能の詳細については、システム
要件（P.17）を参照してください。

注意   オフラインのクライアント セッションに固有の使用ポリシーについて詳しく
は、クライアント ポリシー（P.183）を参照してください。
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そのような状況を考慮して、Offline Desktop ユーザーは View Client with Offline 
Desktop アプリケーションで自分のデスクトップ仮想マシンのコピーを View 
Connection Server からダウンロードし、それをローカル コンピュータで使用するこ
とができます。このイベントでは、他の場所からアクセスされるのを防ぐためにオン
ライン デスクトップの仮想マシンが「ロック」されます。

ダウンロードが完了すると、オフライン デスクトップはオンライン版と同じように
動作しますが、ローカル リソースとしてのメリット（レイテンシーの最小化、パ
フォーマンスの向上）が得られます。ダウンロードした仮想マシンが存在していて
も、クライアント システムの既存のオペレーティング システムは影響を受けないた
め、ユーザーが希望する場合は引き続きそのオペレーティング システムを利用する
ことができます。

View Client with Offline Desktop は、オンラインとオフラインのどちらのセッション
で使用しても、ユーザー体験の一貫性が保たれます。また、ユーザーは自分のオフラ
イン デスクトップから切断した後、View Connection Server に接続しないで再ログイ
ンすることができます。ネットワーク アクセスが復元されると（またはユーザーの
準備ができると）、チェックアウトした仮想マシンは次のいずれかの状態になります。

バックアップ　オンライン システムはあらゆる新規のデータおよび設定で更新
されますが、オフライン デスクトップはローカル システムでチェックアウトし
たままになり、オンラインのロックもかかったままになります。

ロールバック　オフライン デスクトップは破棄され、オンラインのロックは解
除されます。以後のクライアント接続は、デスクトップが再度チェックアウトす
るまでオンライン システムにダイレクトされます。

チェックイン　オフライン デスクトップはオンライン ホストにアップロードさ
れ、オンラインのロックは解除されます。以後のクライアント接続は、デスク
トップが再度チェックアウトするまでオンライン システムにダイレクトされます。

資格と Offline Desktop のアクセス ポリシーに基づいて、ユーザーは自分のローカル 
システムで使用するオンライン デスクトップをダウンロードする権限を与えられま
す。デスクトップがチェックアウトされても、View Manager の管理者は、オフライ
ン版を監視すると同時にオンライン システムにアクセスすることができます。

オンラインおよびオフラインで使用する通常のシナリオを、図 7-1 に示します。各ス
テージについては表 7-1 にまとめます。

注意   ロックが完了すると、VirtualCenter での操作（オンライン デスクトップの電源
投入、スナップショットの作成、仮想マシンの設定の編集など）は無効になります。

注意   上記のアクションが完了しない限り、ユーザーは自分のオフライン デスクトッ
プにアクセスできません。
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図7-1  Offline Desktop：使用フロー



View Manager 管理ガイド

170 VMware, Inc.  

Offline Desktop のライセンスと VirtualCenter のアクセス
Offline Desktop 機能を利用できるかどうかは、View Connection Server のライセンス 
タイプによって決まります。Offline Desktop に関連付けられた管理コンポーネントお
よびクライアント コンポーネントを使用するには、お持ちのライセンスの範囲の一
部にこの機能が含まれている必要があります。

デスクトップは、View Manager で指定された VirtualCenter ユーザーが管理者である
場合のみ、VirtualCenter からチェックアウトできます。Offline Desktop の使用を試み
る前に、VirtualCenter ユーザーに管理者権限があることを確認してください。

表7-1  Offline Desktop：ステージの説明

ステージ 説明

1 リモート ユーザーは View Client with Offline Desktop を起動し、資格が付与され
ている自分のデスクトップのリストを入手します。ユーザーは Offline Desktop 
の互換デスクトップを選択し、ダウンロードを開始して、自分のローカル シス
テムにデスクトップ仮想マシンをコピーします。

2 仮想マシンがダウンロードされると、ユーザーは、ネットワークに接続できな
くても、Windows にログインして自分のデスクトップをローカルで使用するこ
とができます。
オンライン版は、アクセスされたり変更されたりするのを防ぐために、シャッ
トダウンされ、ロックされます。
オフラインでの作業中、ユーザーは自分のデータをいつでもサーバにバック
アップできます。

3 ユーザーが仮想マシンを再びサーバにチェックインするとき、オンライン デー
タは更新され、サーバのロックが解除されます。以後の View Client with Offline 
Desktop による接続は、仮想マシンがもう一度チェックアウトするまで、オンラ
イン デスクトップにダイレクトされます。

注意   View Administrator の [Configuration（構成）] ビューにある [License（ライセン
ス）] セクションを参照することによって、Offline Desktop のライセンス ステータス
を調べることができます。

注意   View Administrator の [Configuration（構成）] ビューにある VirtualCenter サーバ 
ボックスを参照することによって、現在 View Manager に割り当てられているユー
ザー（複数可）を調べることができます。
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ストレージ、コミュニケーション、およびセキュリティ
最初にクライアント システムに仮想マシンのクローン全体をダウンロードしておく
必要があるため、デスクトップの最初のチェックアウトにかかる時間は、その後の
チェックインおよびチェックアウトのアクションよりも長くなります。その後は、両
システム間の差分として、サーバとクライアントとの間で漸増的な変更の通信が行わ
れます。この通信には、さらにサイズの小さなデータの転送が伴います。

チェックアウトした Offline Desktop では、シン プロビジョニングによって作成され
た仮想ディスクを使用して、ホスト システムの情報が記録されます。このタイプの
ディスクでは、保存するデータに必要な分だけの領域が使用され、物理ディスク領域
はデータが書き込まれたときにのみ割り当てられます。したがって、ダウンロードさ
れたシステムのストレージ フットプリントが最小化されます。

クライアント システムにネットワーク接続が存在する場合、チェックアウトしたデ
スクトップは引き続き View Connection Server と通信を行い、使用状況データを取得
したり、ポリシーを更新したり、ローカルでキャッシュされた認証条件が最新である
ことを確認したりします。View Connection Server との通信は、5 分間隔で発生しま
す。ネットワーク接続が存在しない場合、デスクトップはローカルでキャッシュされ
た情報に基づいて、ログイン時にユーザー認証を行います。

各オフライン システムのデータは、暗号化され、ポリシーに基づいて制御される有
効期限を持ちます。クライアントが View Connection Server と通信不能になった場
合、サーバと無通信になる最大時間は、アクセスを拒否されるまでユーザーがデスク
トップを使用し続けることができる期間と等しくなります。このカウントダウンは、
接続が再度確立されるとリセットされます。接続が切断される前に、ユーザーは、間
もなくオフライン デスクトップの有効期限が切れるという通知を受けます。

同様に、ユーザー アクセスが削除された場合（つまり、資格がなくなるかアカウン
トが停止された場合）、クライアント システムは、キャッシュの有効期限が切れたと
き、またはクライアントが View Connection Server からこの変更に関する通知を受け
た後の、いずれか早いほうの時点でアクセスできなくなります。その場合、ユーザー
には切断前の通知は送信されません。

トンネリングされた通信と SSL

Offline Desktop では、LAN ベースのデータ転送用に、トンネリングされた通信または
トンネリングされていない通信がサポートされています。

トンネリングを有効にした場合は、すべてのトラフィックが View Connection 
Server を介してルーティングされます。

トンネリングを有効にしていない場合、データ転送は、オンライン デスクトッ
プのホスト システムとオフライン クライアントとの間で直接行われます。
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管理インターフェイスの [Configuration（構成）] ページで [Direct connection for 
Offline Desktop operations（Offline Desktop の操作に直接接続を使用する）] チェック 
ボックスを選択することで、トンネリングを無効にできます。

管理インターフェイスの [Configuration（構成）] ページで [Require SSL for Offline 
Desktop operations（Offline Desktop の操作に SSL を要求する）] チェックボックスを
選択することで、通信用ルートの指定に加えて、Offline Desktop クライアントと 
View Connection Server との間で発生する通信およびデータ転送の暗号化が可能です。

Offline Desktop のポリシー
Offline Desktop の特定の機能はポリシーによって制御できます。グローバル、プー
ル、またはユーザー レベルのポリシーを構成する方法と、それらをオフライン デス
クトップに適用する方法については、クライアント ポリシー（P.183）を参照してく
ださい。

サポートされるデスクトップのタイプ
View Manager のデスクトップ構成のタイプによっては、Offline Desktop がサポート
されません。表 7-2 は、この機能を別のタイプのデスクトップで使用できるかどうか
を示す対応表です。

注意   トンネルをバイパスして暗号化されていない接続を使用すると、データ通信の
安全性が低下する代わりにデータ転送速度が向上します。暗号化を設定しても、オフ
ライン データそのものには影響しません。オフライン データは常にクライアント シ
ステム上で暗号化されています。

表7-2  Offline Desktop：サポートされるデスクトップ

型 データ保全 デスクトップの構成  Offline Desktop

Individual 
Desktop
（個別
デスクトップ）

Non-Persistent
（読み取り専用）

VirtualCenter で管理される仮想マ
シン

 ○

VirtualCenter で管理されない仮想
マシン

 ×

物理システム

Automated 
Desktop Pool
（自動デスクトッ
プ プール）

Persistent
（通常）

リンク クローンでない  ○

リンク クローン  ×

Non-Persistent
（読み取り専用） 

すべて
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その他の注意事項
Offline Desktop を使用するときは、次の点に注意してください。

View Client with Offline Desktop は、仮想マシン上では実行できません。

View Client with Offline Desktop では、スマート カードを使用できません。

ゲストがホストを超える能力を持つシステムには、デスクトップをダウンロード
できません。View Manager デスクトップを実行するには、少なくともホストが
ゲストと同等の能力を持っている必要があります。

別のユーザーが現在デスクトップにログインしている場合、そのデスクトップは
ダウンロードできません。

ESX は、デスクトップで 2 件の同時チェックアウトをサポートしています。
ESXi は、デスクトップで 5 件の同時チェックアウトをサポートしています。

ホスト CD-ROM のリダイレクトはサポートされません。

デスクトップがチェックアウトすると、ネットワーク通信に NAT が使用されま
す。オフライン システムの MAC アドレスは、オンライン版と同じままになり
ます。

RDP と同様に、ホスト システムとゲスト システムの間ではテキストのコピーお
よび貼り付けが可能です。ただし、フォルダやファイルなどのシステム オブ
ジェクトは、システム間でコピーおよび貼り付けすることができません。

ローカル ドライブは自動的にゲスト システムにマウントされます。

Manual Desktop 
Pool（手動デス
クトップ プール）

Persistent
（通常）

VirtualCenter で管理される仮想マ
シン

 ○

VirtualCenter で管理されない仮想
マシン

 ×

物理システム

Non-Persistent
（読み取り専用）

すべて

Microsoft 
Terminal 
Services Desktop 
Pool（Microsoft 
Terminal 
Services のデス
クトップ プール）

N/A N/A

表7-2  Offline Desktop：サポートされるデスクトップ（続き）

型 データ保全 デスクトップの構成  Offline Desktop
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デスクトップがクライアント システムでチェックアウトされた後に、View 
Administrator でデスクトップまたはデスクトップ プールの設定に対して行われ
た変更は、デスクトップが再びチェックインされた後でのみ適用されます。

View Client with Offline Desktop
オフライン デスクトップにアクセスするには、ユーザーはまず View Client with 
Offline Desktop アプリケーションを使用して、オンラインの仮想マシンのコピーを自
分のローカル システムにダウンロードする必要があります。次のアプリケーション
がインストールされているシステムには、View Client with Offline Desktop をインス
トールできません。

VMware Workstation

VMware ACE

VMware Player

VMware Server

上記のアプリケーションは、View Client with Offline Desktop をインストールする前
にアンインストールしておく必要があります。

自動デスクトップ プールを初めてダウンロードする際は、ユーザーが事前に任意の 
View Manager クライアントを使用してこのデスクトップに接続する必要があります。
これにより、ネットワークが利用できない環境でオフライン セッションを認証する
のに使用できるローカル プロファイルがそのデスクトップ上に作成されます。また、
View Manager のユーザーにデスクトップが正しく関連付けられます。この手順は個
別デスクトップで任意に選択できますが、選択することをお勧めします。

View Client 

1 クライアントをホストするシステムで、View Client with Offline Desktop の実行可
能プログラムを実行します。xxx はファイルのビルド番号です。

VMware-viewclientwithoffline-xxx.exe

注意   View Client アプリケーションでは View Client with Offline Desktop が備える機能
のサブセットを使用できます。ただし、管理タスクおよび接続に関する注意点は両方
のアプリケーションで共通であり、これにはアプリケーションの起動時にコマンド 
プロンプトで呼び出されるいくつかの起動オプションも含まれます。この詳細につい
ては、第 5 章 クライアント管理 （P.93）を参照してください。

注意   ネットワーク接続が利用できる環境では、ユーザー セッションは常に View 
Connection Server によって認証されます。
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インストール ウィザードが表示されます。[Next（次へ）] をクリックします。

2 VMware のライセンス条件に同意して、[Next（次へ）] をクリックします。

3 カスタム セットアップのオプションを選択します。[View Client with Offline 
Desktop] コンポーネントをインストールします。ただし、仮想デスクトップ 
ユーザーが、自身の仮想デスクトップを使ってローカルに接続されている USB 
デバイスにアクセスする必要がない場合は、[USB Redirection（USB リダイレク
ト）] コンポーネントを選択解除してもかまいません。

[Next（次へ）] をクリックして、デフォルトのインストール先のフォルダを受け
入れます。別のインストール先を使用する場合は、[Change（変更）] をクリッ
クして [Next（次へ）] をクリックします。

4 （オプション）クライアントの接続先のサーバのデフォルト IP アドレスまたは 
FQDN を入力して [Next（次へ）] をクリックします。

5 View Client with Offline Desktop のショートカットを構成してから、[Next
（次へ）] - [Install（インストール））] - [Finish（完了）] をクリックします。

View Client with Offline Desktop を起動するには、次の手順に従ってください。

1 インストール後に View Client が自動的に起動しない場合は、[Start（スタート）] - 
[Programs（すべてのプログラム）] - [VMware] - [View Manager Client（View 
Manager クライアント）] をクリックします。

2 [Connection Server（コネクション サーバ）] ドロップダウン メニューで、View 
Connection Server のホスト名または IP アドレスを入力して [Connect（接続）] 
をクリックします。

3 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。

4 表示されたリストからデスクトップを選択して [Connect（接続）] をクリックし
ます。

5 View Client with Offline Desktop から指定されたデスクトップへの接続が開始され
ます。接続しようとするときにクライアント ウィンドウが表示されます。

ユーザーは、View Client with Offline Desktop で右クリックすると表示される
ショートカット メニューのリストを使ってデスクトップをチェックアウトでき
るようにするかどうかを決定できます。デスクトップをオフラインで使用できる
場合は、[Check out（チェックアウト）] オプションが表示されます。

注意   デスクトップにグループへの参加資格がある場合でも、そのデスクトップ
をチェックアウトするユーザーのみがこのオプションを使用できます。
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デスクトップのチェックアウト
ユーザーは、初めてデスクトップからチェックアウトするとき、ダウンロードした仮
想マシンをローカル システムのどこに配置するかを指定することができます。
チェックアウトが開始されると、ダウンロードの進捗が画面上のインジケータによっ
て示されます。

データのダウンロードが完了すると、ユーザー アクセスは再びチェックインするま
でオフライン デスクトップにダイレクトされます。

Offline Desktop のステータス
View Administrator では、[Desktops and Pools（デスクトップとプール）] ボタンをク
リックしてから [Offline Sessions（オフライン セッション）] タブを選択することに
よって、（すべてのデスクトップまたは特定のプールについて）グローバル レベルま
たはデスクトップ プール レベルの現在のオフライン セッションをすべて調べること
ができます。

このビューには、現在サーバで既知となっている、すべてのオフライン セッション
のステータス テーブルが含まれたペインが表示されます。この表の列項目について
は、表 7-3 で説明します。

注意   データがオンラインとオフラインの状態を移行しているとき、ユーザーはいつ
でも、そのエントリを右クリックしてショートカット メニューを表示し、チェック
インまたはチェックアウトのプロセスを一時停止またはキャンセルすることができ
ます。

注意   システム上の仮想マシンのデータを手動で別の場所または別のシステムに移動
する場合、ユーザーはオフライン デスクトップを使用できません。

表7-3  オフライン セッション

フィールド 説明

User（ユーザー） デスクトップをチェックアウトしたユーザーの Active Directory ID
（domain\user_name にあるフォームに記載）。

Desktop
（デスクトップ）

通常のデスクトップまたはデスクトップ プールの表示名（View Manager 
でデスクトップまたはプールを作成したときに付与された場合）。
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上記の情報に加えて、リストからデスクトップを選択し、[Details（詳細）] をクリッ
クすることによって、クライアント システムのホスト名および IP アドレスと、
チェックアウトしたデスクトップの名前、そのデスクトップの DNS エントリまたは 
IP アドレスを表示できます。

クライアント接続
複数のユーザーがシステムを使用する資格を持つことができますが、View Client with 
Offline Desktop アプリケーションを使用してデスクトップにローカル アクセスでき
るのは、デスクトップを最初にチェックアウトするユーザーのみです。

ネットワークに接続できない状態でユーザーがオフライン デスクトップに接続する
と、ユーザー認証にはローカルにキャッシュされたユーザー情報が使用されます。ロ
グインした後で接続が復元された場合、デスクトップを使用し続けるには、ユーザー
は再認証する必要があります。RSA 認証が有効になっている場合は、この情報も必要
になります。

Status
（ステータス）

現在のチェックアウト ステータス。次のいずれかになります。
[Checking out（チェックアウト中）]　データはクライアント シス
テムにダウンロード中か、転送中に一時停止された。
[Checked out（チェックアウト済み）]　クライアント システムに
オフライン デスクトップが存在し、オンライン版はロックされて
いる。
[Checking in（チェックイン中）]　データは（バックアップまた
はフル チェックインのどちらかの形態で）クライアント システム
からアップロード中か、転送中に一時停止された。

Check-out Time
（チェックアウ
ト時間）

クライアントによって最後のチェックアウトが開始された時間。

Offline Duration
（オフライン期間）

デスクトップがチェックアウトした後に発生した View Connection 
Server で既知のオフライン使用の合計時間。

Last Server Contact
（最後のサーバ
接続）

View Client with Offline Desktop が最後に View Connection Server に接
続した時間。接続が確立されると、5 分間隔でサーバと通信します。

Last Backup
（最後の
バックアップ）

オフライン デスクトップが最後に View Connection Server にバックアッ
プされた時間。バックアップがまだ発生していない場合は、
[Check-out Time（チェックアウト時間）] と同じ時間が表示されます。

表7-3  オフライン セッション（続き）

フィールド 説明
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アクセスの削除 

Active Directory による標準的なアカウント停止または削除の方法に加えて、個別デ
スクトップまたはデスクトップ プールからユーザーの資格を削除するか、オフライ
ン セッションを破棄することによっても管理インターフェイスから Offline Desktop 
のセッションを終了することができます。

アクティブなチェックアウト済みセッションが存在し、View Connection Server とク
ライアントが通信可能な個別デスクトップまたはデスクトップ プールから資格を削
除する場合、そのデスクトップは、資格がなくなったことをクライアントが検知する
と同時にサスペンドされます。停止の完了時には、デスクトップがオフラインで実行
できなくなったというエラーメッセージがそのユーザーに対して表示されます。

オフライン クライアントとの通信が確立できない場合、次にネットワーク接続が可
能になってユーザーが自分のデスクトップにアクセスしようとしたときに、アクセス
が削除されたことがそのユーザーに通知されます。

デスクトップのロールバック

オフライン デスクトップへのクライアント アクセスは、オフライン セッションを
ロールバックすることによって削除することもできます。ロールバック イベントが
開始されると、チェックアウトされたデスクトップにそのユーザーがログインできな
くなったことがオフライン クライアントに通知されます（通信可能な場合）。

ユーザーがログインしている状態でチェックアウトされたデスクトップをロール
バックすると、現在のセッションは View Client with Offline Desktop が通知を受
け取ると同時に終了されます。

ユーザーがログインしていない場合、その後の接続試行はオンライン デスク
トップにリダイレクトされます。

ここでオフラインで作業を続けるには、ユーザーがデスクトップをサーバからチェッ
クアウトする必要があります。

オフライン デスクトップのセッションをロールバックするには、[Offline Sessions
（オフライン セッション）] タブの下の表にあるリストからデスクトップを選択して、
[Rollback（ロールバック）] をクリックします。

クライアント ポリシーで許可されている場合、オフライン デスクトップのエントリ
を右クリックしてショートカット メニューから [Rollback（ロールバック）] を選択す
ることで、View Client または View Portal のデスクトップからもデスクトップのロー
ルバックが可能です。デスクトップをチェックアウトしたユーザーのみが、この操作
を行うことができます。

注意   どのような種類でも、アクティブな転送の最中には、ロールバックを実行する
ことはできません。
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ポリシーとはシステム管理者によって定義されるルールまたはルールのセットであ
り、アプリケーションの動作を制御します。View Manager でポリシーを使用すると、
情報のログ取得の制御、クライアント アクセスの管理、デバイス使用の制限、クラ
イアントが使用するためのセキュリティ パラメータの確立などを行うことによって、
構成コンポーネントの構成を確立できます。

コンポーネント ポリシーには、View Administrator から割り当てることができるもの
と、Active Directory 内部のグループ ポリシー オブジェクトに含まれ、Windows レジ
ストリ レベルでユーザーまたはデスクトップに適用されるものがあります。次のセ
クションでは、ポリシーの各タイプの目的と、ポリシーが構成および適用される場所
について説明します。

この章では次のトピックについて説明します。

電源ポリシー（P.179）

クライアント ポリシー（P.183）

グループ ポリシー オブジェクト（P.187）

電源ポリシー
導入プロセス中に、数多くのデスクトップまたはデスクトップ プールのタイプがデ
スクトップ ソースの電源ポリシーを構成する際に提供されます。電源ポリシーに
よってデスクトップの未使用時の動作が制御されるため、このポリシーは VI 環境内
のリソースを管理するための重要なメカニズムです。

コンポーネント ポリシー 8

注意   View Manager デスクトップは、ユーザーがログインする前およびユーザーが切
断またはログオフした後には使用されません。
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表 8-1 では、導入中にデスクトップまたはデスクトップ プールに割り当てることがで
きるさまざまな仮想マシンの電源ポリシーの状態について説明します。

表 8-2 では、電源ポリシーが適用される状況について説明します。

表8-1  電源ポリシーの定義

プロパティ 説明

Do nothing (VM remains 
on)（何もしない（仮想マ
シンはオンのまま））

パワーオフされている仮想マシンは必要なときに起動
され、未使用の場合でもシャットダウンされるまでオ
ンのままです。

Always on (ensure VM is 
always powered on)
（常にオン（仮想マシンは
常にパワーオン））

プール内のすべての仮想マシンは、未使用時でもパ
ワーオンされたままです。シャットダウンされた場合
は、すぐに再起動されます。

Suspend VM
（仮想マシンをサスペンド）

プール内のすべての仮想マシンは、未使用時にサスペ
ンド状態になります。

Power off VM
（仮想マシンをパワーオフ）

プール内のすべての仮想マシンは、未使用時にシャッ
トダウンします。

表8-2  電源ポリシーの注意事項

デスクトップの種類 電源ポリシーが適用される状況

Individual Desktop
（個別のデスクトップ）
（VirtualCenter で管理さ
れる仮想マシン）

ユーザーが切断またはログオフした後。

Persistent Automated Pool
（通常の自動プール）

未使用時か、ユーザーが切断またはログオフした後。
このポリシーは、未割り当てのデスクトップにのみ適
用されます。

Non-Persistent Automated Pool
（読み取り専用の自動プール）

未使用時か、ユーザーが切断またはログオフした後。
注：切断後に [Power Off（パワーオフ）] ポリシーが適
用されると、セッションが破棄されます。切断後に 
[Suspend（サスペンド）] ポリシーが適用されると、孤
立したセッションが作成される可能性があります（デ
スクトップは読み取り専用であるため、ユーザーがデ
スクトップに戻ることができる保証はありません）。
これらのケースを回避するために、[Automatic logoff 
after disconnect（切断後に自動的にログオフ）] を 
[Immediately（直後）] に設定してください。

Persistent Manual Pool
（通常の手動プール）
（VirtualCenter で管理される
仮想マシン）

ユーザーが切断またはログオフした後。このポリシー
は、未割り当てのデスクトップにのみ適用されます。
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自動プールの電源ポリシー
自動プールでは、電源ポリシーはデスクトップの可用性に関するルールに従います。
利用可能なデスクトップとはアクティブで、ユーザー セッションがなく、ユーザー
に割り当てられていなく、アクティブな View Agent サービス（前提条件に基づいて
可用性を View Connection Server に確認する）があるデスクトップです。

電源ポリシーの例 1
任意の時間に特定数のデスクトップを利用可能にする必要がある場合は、これらのデ
スクトップの電源ポリシーで常にパワーオンの状態にします。この動作については、
次のプーリング例（表 8-3 に示すパラメータ）で説明します。

導入プロセスが完了すると、10 台のデスクトップ（2 台はパワーオンされ、すぐに利
用可能。8 台はサスペンド状態）が作成されます。可用性レベルを保持するために、
新しいユーザーが接続するたびにデスクトップがパワーオンになります。

接続ユーザー数が 8 名を超えると、可用性レベルを保持できるように追加デスクトッ
プ（最大で 20 台）が作成されます。最大数に達しても、可用性のしきい値を保持す
るために、最初に切断した 2 名のユーザーのデスクトップはパワーオンのままになり

Non-Persistent Automated Pool
（読み取り専用の手動プール）

ユーザーが切断またはログオフした後。
注：切断後に [Power Off（パワーオフ）] ポリシーが適
用されると、セッションが破棄されます。切断後に 
[Suspend（サスペンド）] ポリシーが適用されると、孤
立したセッションが作成される可能性があります（デ
スクトップは読み取り専用であるため、ユーザーがデ
スクトップに戻ることができる保証はありません）。
これらのケースを回避するために、[Automatic logoff 
after disconnect（切断後に自動的にログオフ）] を 
[Immediately（直後）] に設定してください。

Physical Systems / Terminal
（物理システム / ターミナル サー
ビスのデスクトップ プール）

N/A

表8-2  電源ポリシーの注意事項（続き）

デスクトップの種類 電源ポリシーが適用される状況

表8-3  プーリング例 1

型 最小 最大 利用可能 電源ポリシー

Non-Persistent Automated Pool
（読み取り専用の自動プール）

10 20 2 Suspend VM
（仮想マシンを
サスペンド）
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ます。続いて切断する各ユーザーのデスクトップは、ポリシーに従ってサスペンド状
態になります。

電源ポリシーの例 2

次のプーリング例（表 8-4 で示すパラメータ）では、デスクトップの最大数と最小数
が同じです。

最初に、5 台のデスクトップ（3 台がサスペンド、2 台がパワーオンで利用可能）が
作成されます。このプールの 4 番目のシステムがサスペンド状態になっても、すでに
最大数に達しているため、追加デスクトップは作成されません。その代わりに、既存
のシステムの 1 つが再開されます。

電源ポリシーの例 3

通常の自動プールの動作は多少異なります。デスクトップがパワーオンになっていて
も、ユーザーに割り当てられている可能性もあるため、利用可能であると見なされま
せん。表 8-5 には、この種類のプール用のパラメータ例を示します。

この例では、3 台のデスクトップが作成され、パワーオンになっています。その後、
VirtualCenter でデスクトップを手動でパワーオフしても、ポリシーに従って、すぐに
すべてのデスクトップが再度パワーオンになります。

ユーザーがデスクトップに接続すると、永続的にユーザーに割り当てられます。ユー
ザーが切断しても、他のユーザーには割り当てられません。割り当てられたデスク
トップを VirtualCenter からシャットダウンした場合、割り当てられた View Manager 
ユーザーの再接続によって自動的にデスクトップのパワーオンが試みられますが、デ
スクトップはパワーオフのままとなります（電源ポリシーは適用されません）。

表8-4  プーリング例 2

型 最小 最大 利用可能 電源ポリシー

Non-Persistent Automated Pool
（読み取り専用の自動プール）

5 5 2 Suspend VM
（仮想マシンを
サスペンド）

表8-5  プーリング例 3

型 最小 最大 利用可能 電源ポリシー

Persistent Automated Pool
（通常の自動プール）

3 5 2 Always on (ensure 
VM is always 
powered on)

（常にオン
（仮想マシンは
常にパワーオン））
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この時点では、可用性条件を満たすために、プールに十分な数の未割り当てデスク
トップが残っています。ただし、別のユーザーが接続すると、2 番目のデスクトップ
が割り当てられます。ここで、利用可能なデスクトップ数はしきい値を下回るため、
新しいデスクトップが作成され、パワーオンになります。

前述のシナリオでは、新しいユーザーが割り当てられるたびに、最大デスクトップ数
のしきい値に達するまで追加デスクトップが作成されます。

クライアント ポリシー
View Administrator のポリシー タブに表示されるプロパティを使用して、グローバ
ル、デスクトップ ツール、またはデスクトップ ユーザーのレベルで、クライアント 
コンポーネントの動作制御を指定します。デフォルトでは、各ユーザー レベルのポ
リシーは、プール レベルのポリシーから設定を継承します。同様に、プール レベル
のポリシーは、グローバル ポリシーから設定を継承します。

デスクトップ セッションに関する多数の一般的なコンポーネント動作は、View 
Administrator から直接構成できます。これらのポリシーは、View Client と View 
Client with Offline Desktop の両方に適用できます。詳細については、表 8-6 で説明し
ます。

表8-6  クライアント ポリシー

プロパティ 説明

USB 
Access
（USB ア
クセス）

デスクトップがクライアント システムに接続されている USB デバイスを使用
できるかどうかを指定します。管理者は、セキュリティ対策として外部デバ
イスが使用されないようにすることができます。
利用可能なオプションは、[Allow（許可）] と [Deny（拒否）] です。プール レ
ベルおよびユーザー レベルのポリシーは、それぞれの親からデフォルト設定
を [Inherit（継承）] する場合もあります。
デフォルトは [Allow（許可）] です。

MMR 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。MMR は Microsoft DirectShow のフィルタであり、マルチメ
ディア データをリモート システム上の特定コーデックから TCP ソケット経由
で直接クライアントに転送します。その後、データはクライアント上で直接
デコードされ、そこで再生されます。
ローカル マルチメディアのデコードを処理するために十分なリソースがクラ
イアントにない場合、管理者は MMR を無効化できます。
利用可能なオプションは、[Allow（許可）] と [Deny（拒否）] です。プール レ
ベルおよびユーザー レベルのポリシーは、それぞれの親からデフォルト設定
を [Inherit（継承）] する場合もあります。
注：クライアントのビデオ再生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。MMR ポリシーは、オフライ
ン デスクトップ セッションには適用されません。
デフォルトは [Allow（許可）] です。



View Manager 管理ガイド

184 VMware, Inc.  

オフライン デスクトップ セッションに固有の View Manager ポリシーについては、
表 8-7 で説明します。

クライアント ポリシーの構成と適用
新しいプール レベルのポリシーにより多くの制限がある場合、プール レベルのポリ
シーは対応するグローバル ポリシーを上書きするように構成できます。

表8-7  オフライン デスクトップ用のクライアント ポリシー

プロパティ 説明

Offline Desktop ローカルで使用するためにデスクトップをチェックアウ
トできるかどうかを指定します。
利用可能なオプションは、[Allow（許可）] と [Deny（拒
否）] です。プール レベルおよびユーザー レベルのポリ
シーは、それぞれの親からデフォルト設定を [Inherit（継
承）] する場合もあります。
デフォルトは [Allow（許可）] です。

User-initiated Rollback
（ユーザーによるロールバック）

オンライン デスクトップの使用に戻すために、ユーザー
がオフライン デスクトップを破棄できるかどうかを指定
します。このアクションを実行すると、オンライン デス
クトップのロックが解除され、オフライン デスクトップ
が破棄されます。その後、オフライン デスクトップの
データを含むローカル フォルダは、必要に応じて手動で
削除できます。
利用可能なオプションは、[Allow（許可）] と [Deny（拒
否）] です。プール レベルおよびユーザー レベルのポリ
シーは、それぞれの親からデフォルト設定を [Inherit（継
承）] する場合もあります。
デフォルトは [Allow（許可）] です。

Max time without server contact
（サーバに接続しない最大時間 ）

ポリシーを更新するために View Connection Server に正
常に接続していなくても、Offline Desktop デスクトップ
を実行できる時間の合計を指定します。この時間に達す
ると、ユーザーに警告が表示され、オフライン デスク
トップがサスペンド状態になります。
プール レベルおよびユーザー レベルのポリシーで利用
可能なオプションは [Inherit（継承）] されます。つま
り、親からデフォルト設定が継承され、[Set（設定）] 
されます。
[Set（設定）] を選択した場合は、表示されたフィー
ルドの [Days（日）]、[Hours（時間）]、または 
[Minutes（分）] にキャッシュの有効期間を入力でき
ます。
このポリシーはグローバル レベルでも同様に変更でき、
デフォルトは 7 日です。
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たとえば、デスクトップ チェックアウト用のグローバル ポリシーを [Allow（許可）] 
にした場合、対応するプール レベルのポリシーを [Deny（拒否）] に設定できます。
この逆は不可能です。デスクトップ チェックアウトのグローバル ポリシーを [Deny

（拒否）] にした場合には、対応するプール レベルのポリシーを [Allow（許可）] に設
定できません。

同様に、サーバに正常に接続しなくてもチェックアウト済みのデスクトップを実行で
きる時間の合計を指定するグローバル ポリシーを 10 分に設定した場合、30 分のサー
バ接続ポリシーを任意のデスクトップ プールに適用できます。

ユーザー レベルのポリシーによって、グローバル レベルまたはプール レベルのポリ
シーが上書きされます。つまり、どちらかのポリシーよりも制限が多い場合と少ない
場合があります。たとえば、すべてのチェックアウト済みデスクトップ用のグローバ
ル サーバ接続ポリシーを 10 分、プール レベル用のポリシーを 5 分に設定した場合、
30 分のサーバ接続ポリシーをそのプール内の任意のユーザーに割り当てることがで
きます。

グローバル ポリシー設定の構成および割り当てを行うには、次の手順に従って
ください。

1 View Administrator から [Desktops and Pools（デスクトップとプール）] ボタン
（ ）をクリックして、デスクトップとプールのグローバル ビューを表示して
から、[Inventory（インベントリ）] タブをクリックします。[Inventory（インベ
ントリ）] ペインで、最上位の [Desktops（デスクトップ）] エントリ（ ）が
選択されていることを確認します。

2 [Desktops（デスクトップ）] ペインで、[Global Policies（グローバル ポリ
シー）] タブをクリックします。[Global Policies（グローバル ポリシー）] 
ページが表示されます。

3 [View Policies（ビュー ポリシー）] ボックスまたは [Offline Desktop Policies
（Offline Desktop ポリシー）] ボックスで、[Edit（編集）] をクリックします。適
切なポリシー ウィンドウが表示されます。

4 ポリシー設定を指定して、[OK] をクリックします。グローバル ポリシー設定が
適用されます。

注意   制限のより少ないポリシーをプールに適用しようとすると、View Administrator 
によって警告が表示されます。

注意   オフライン デスクトップの電源ポリシー セットは、オフライン デスク
トップが再度チェックインされるまで有効になりません。
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プール レベルのポリシー設定の構成および割り当てを行うには、次の手順に従って
ください。

1 View Administrator から [Desktops and Pools（デスクトップとプール）] ボタン
（ ）をクリックして、デスクトップとプールのグローバル ビューを表示してか
ら、[Inventory（インベントリ）] タブをクリックします。

2 [Inventory（インベントリ）] ペインで、ポリシーを適用するプールに対応するデ
スクトップ エントリ（ ）を選択します。

3 [Desktops（デスクトップ）] ペインで、[Policies（ポリシー）] タブをクリックし
ます。このデスクトップ プール用のポリシー ページが表示されます。

4 [View Policies（ビュー ポリシー）] ボックスで、[Edit Pool Policies（プール ポリ
シーの編集）] をクリックします。オフライン デスクトップを選択しているとき
に、オフライン ポリシーを構成する場合は、[Offline Desktop Policies（Offline 
Desktop ポリシー）] をクリックします。適切なポリシー ウィンドウが表示され
ます。

5 [Offline Desktop（オフライン デスクトップ）]、[User-initiated rollback（ユー
ザーによるロールバック）]、および [Max time without server contact（サーバに
接続しない最大時間）] のポリシー設定を指定して、[OK] をクリックします。
プール レベルのポリシー設定が適用されます。

ユーザー レベルのポリシー設定の構成および割り当てを行うには、次の手順に従っ
てください。

1 View Administrator から [Desktops and Pools（デスクトップとプール）] ボタン
（ ）をクリックして、デスクトップとプールのグローバル ビューを表示してか
ら、[Inventory（インベントリ）] タブをクリックします。

2 [Inventory（インベントリ）] ペインで、ポリシーを適用するプールに対応するデ
スクトップ エントリ（ ）を選択します。

3 [Desktops（デスクトップ）] ペインで、[Policies（ポリシー）] タブをクリックし
ます。このデスクトップ プール用のポリシー ページが表示されます。

4 [Policy Overrides（ポリシーの上書き）] ボックスで、[Add User（ユーザーの追
加）] をクリックします。[Policy Overrides（ポリシーの上書き）] ウィンドウが
表示されます。

5 [Add（追加）] をクリックし、ポリシーを割り当てるユーザー（複数可）の名前
または説明を入力して、[Find Now（今すぐ検索）] をクリックします。

注意   ドメイン内のすべてのユーザーのリストを表示する場合は、[Name（名
前）] および [Description（説明）] フィールドは空白のままにします。
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6 リストから 1 名以上のユーザーを選択し、[OK] をクリックして、[Policy Override
（ポリシーの上書き）] ウィンドウに戻ります。

7 新しいポリシーを割り当てるユーザー（複数可）を選択して、[Next（次へ）] を
クリックします。

8 ポリシー設定を指定して、[OK] をクリックします。ユーザー レベルのポリシー
設定が適用されます。

グループ ポリシー オブジェクト
グループ ポリシーは、オペレーティング システムの Microsoft Windows NT ファミリ
の機能であり、Active Directory 環境でのコンピュータおよびリモート ユーザーの管
理と構成を統合するものです。ポリシー プロパティは、グループ ポリシー オブジェ
クト（GPO）というエンティティ内で含まれ、Active Directory で提供されるグルー
プ ポリシー エディタを使用して構成できます。

View Manager 環境のさまざまな領域をより細かく制御するために、GPO をドメイン
全体のレベルで View Manager コンポーネントに適用できます。適用後、GPO プロパ
ティは指定されたコンポーネントのローカル Windows レジストリに格納されます。

専用のポリシーを作成するための管理オーバーヘッドを最小限にするために、View 
Connection Server には、Active Directory にインポート可能なコンポーネント固有の 
GPO テンプレートが数多く用意されています。View Manager に付属するテンプレー
ト ファイルについての説明は、次のとおりです。

vdm_agent.adm には、View Agent で制御されるクライアント デスクトップの認
証および環境コンポーネントに関するプロパティが含まれます。

vdm_client.adm には、View Client の構成パラメータに関するプロパティが含ま
れます。

vdm_server.adm には、View Connection Server に関するプロパティが含まれ
ます。

vdm_common.adm には、View Manager のすべてのコンポーネントに関するプロ
パティが含まれます。

注意   View Connection Server ドメインの外から接続しているクライアントは、
View Client コンポーネントに適用される GPO の影響を受けません。
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GPO テンプレート ファイルは、次の場所に格納されます。

C:\Program Files\VMware\View Manager\Server\Extras\GroupPolicyFiles

次の Microsoft TechNet には、GPO テンプレートを Active Directory に直接ロードする
方法に関する詳細なガイダンスが用意されています。

http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc728217.aspx

グループ ポリシーの適用
GPO テンプレートを Active Directory にロードすると、デスクトップの起動時および
ユーザーのログイン中に読み取られ、適用されます。デフォルトでは、グループ ポ
リシー設定の大部分はクライアント システムによって約 90 分ごとに更新されます。

コンピュータの構成 GPO
コンピュータの構成 GPO を使用すると、どのユーザーがデスクトップに接続するの
かに関係なく、すべてのシステムに適用されるポリシーを設定できます。対応するポ
リシーがユーザーの構成 GPO に存在する場合は、このグループに含まれるポリシー
が上書きされます。

View Agent の構成
表 8-8 および表 8-9 で説明する GPO を使用して、View Agent の動作を構成します。

注意   ポリシーの更新間隔は一般的な Windows ポリシーで制御され、変更可能です。

表8-8  View Agent の構成プロパティ

プロパティ 説明

Recursive enumeration 
of trusted domains
（信頼されるドメインを繰
り返し列挙する）

エージェントが存在するドメインによって信頼されるド
メインをすべて列挙するかどうかを指定します。完全な
信頼チェーンを確立するために、信頼される側の各ドメ
インによって信頼されるドメインも列挙され、信頼され
るすべてのドメインが検索されるまでプロセスが再帰的
に続行します。クライアントがログイン時に信頼される
すべてのドメインを利用可能にするために、この情報は 
View Connection Server に渡されます。
デフォルトでは、このプロパティは [enabled ]
になっています。無効にすると、直接信頼されるドメイ
ンのみが列挙され、リモート ドメイン コントローラに
は接続されません。
注：ドメイン関係が複雑な環境（フォレスト内のドメイ
ン間で信頼を持つ複数のフォレスト構造を使用する環境
など）では、このプロセスが完了するまでに数分かかる
場合があります。

（有効）

http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc728217.aspx
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表8-9  View Agent の構成プロパティ - Agent の構成

プロパティ 説明

AllowDirectRDP View 以外のクライアントが RDP を使用してデスクトッ
プに直接接続できるかどうかを指定します。無効にする
と、エージェントでは View Client または View Porta 経由
での View Manager 管理の接続のみが許可されます。
デスクトップに View Agent をインストールするときに 
View Secure Authentication コンポーネントを指定しな
かった場合、このポリシーはそのデスクトップでは効果
がありません。
デフォルトでは、このプロパティは有効になっています。

AllowSingleSignon シングル サインオン（SSO）を使用して、ユーザーを 
View Manager デスクトップに接続するかどうかを指定
します。有効にすると、ユーザーは View Client または 
View Portal への接続時に自分の認証情報を入力するだけ
で済みます。無効にすると、ユーザーはリモート接続の
確立時に再認証する必要があります。
このプロパティでは、View Agent の Secure 
Authentication コンポーネントをデスクトップにインス
トールする必要があります。デフォルトでは、有効に
なっています。

ConnectionTicketTimeout View 接続チケットが有効な時間（秒）を指定します。
接続チケットは、View クライアントが View Agent に接
続する際に認証情報とシングル サインオンの目的で使用
します。
セキュリティ上の理由から、これらのチケットは指定さ
れた期間のみ有効です。このプロパティが明示的に設定
されていない場合、デフォルトの 900 秒が適用されます。

Connect Using DNS Name
（DNS 名を使用して接続）

View Connection Server がマシンの IP アドレスではなく 
DNS 名を使用して接続するかどうかを指定します。これ
は、View クライアントまたは View Connection Server が
仮想デスクトップ IP アドレスを直接使用できない場合
に、NAT/Firewall を利用する状況で使用されることがよ
くあります。
デフォルトでは、このプロパティは無効になっています。

Disable Time Zone 
Synchronization
（タイム ゾーンの同期を
無効にする）

View Manager デスクトップのタイム ゾーンを接続され
たクライアントのタイムゾーンと同期化するかどうかを
指定します。有効にすると、View Client の構成ポリシー
の [Disable time zone forwarding（タイム ゾーン
の転送を無効にする）] プロパティが [disabled（無
効）] に設定されていない場合にのみ、このプロパティ
が適用されます。
デフォルトでは、このプロパティは無効になっています。
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View Client の構成

表 8-10、表 8-11、および表 8-12 で説明する GPO を使用して、View Agent および 
View Client with Offline Desktop の動作を構成します。

CommandsToRunOnConnect クライアントがデスクトップにログオンするときに実行
される 1 つ以上のコマンドのリストです。

CommandsToRunOnReconnect アクティブなセッションを含むデスクトップにクライア
ントが接続するときに実行される 1 つ以上のコマンドの
リストです。

表8-10  View Client の構成プロパティ

プロパティ 説明

Disable time zone 
forwarding
（タイム ゾーンの転送を
無効にする）

View Manager デスクトップのタイム ゾーンを接続され
たクライアントのタイムゾーンと同期化するかどうかを
指定します。有効にすると、View Agent の構成ポリ
シーの [Disable Time Zone Synchronization（タイ
ム ゾーンの同期を無効にする）] プロパティが 
[disabled（無効）] に設定されていない場合にのみ、
このプロパティが適用されます。
デフォルトでは、このプロパティは無効になっています。

Pre-login message precedes 
smart card PIN request
（スマート カードの PIN 要求前
にログイン前メッセージを送信）

有効にすると、スマート カードの PIN の要求前にログイ
ン前メッセージが送信されます。無効にすると、スマー
ト カードの PIN の要求後にログイン前メッセージが表示
されます。
デフォルトでは、このプロパティは有効になっています。

表8-11  View Client の構成プロパティ -   スクリプトの定義

プロパティ 説明

Server URL
（サーバ URL） 

ログイン中に View Client で使用される URL を指定しま
す。例：http://view1.example.com

Logon UserName
（ログオン ユーザー名） 

ログイン中に View Client で使用されるユーザー名を指定
します。

Logon DomainName 
（ログオン ドメイン名） 

ログイン中に View Client で使用される NETBIOS ドメイン
名を指定します。

Logon Password 
（ログオン パスワード） 

ログイン中に View Client で使用されるパスワードを指定
します。
警告：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。

表8-9  View Agent の構成プロパティ - Agent の構成（続き）

プロパティ 説明
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DesktopName to select
（選択するデスクトップ名） 

ログイン中に View Client で使用されるデフォルト デス
クトップを指定します。

DesktopLayout
（デスクトップ レイアウト）
（DesktopName が必要）

デスクトップの起動時の View Client ウィンドウの表示状
態を指定します。
このプロパティを有効にした場合、利用可能な設定は次
のとおりです。

FullScreen（フル スクリーン）
MultiMonitor（マルチ モニタ）
Window（ウィンドウ）

注：このプロパティは、[DesktopName to select（選
択するデスクトップ名）] プロパティが設定されている
場合にのみ利用可能です。

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）

ログイン中にエラー メッセージを表示するかどうかを指
定します。
注：このプロパティは、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（つまり、すべての必須のログ
イン情報がポリシーを通して事前に作成されている場
合）にのみ適用されます。
注：不正なログイン情報が入力されたことが原因でログ
インに失敗した場合は、ユーザーに通知されず、View 
Client の wswc.exe プロセスがバックグラウンドで実行
し続けます。

表8-12  View Client の構成プロパティ - セキュリティ設定

プロパティ 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） 

不正なサーバ証明書の共通名に関連するエラーを無効化
するかどうかを指定します。
証明書の共通名が送信元のサーバのホスト名に関連づけ
られていない場合は、エラーが発生します。このプロパ
ティを有効にした場合、このエラーは無視されます。
デフォルトでは、このプロパティは無効になっています。

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

無効なサーバ証明書の日付に関連するエラーを無効化す
るかどうかを指定します。
サーバから送信された証明書の日付が渡されると、この
エラーが発生します。

表8-11  View Client の構成プロパティ -   スクリプトの定義（続き）

プロパティ 説明
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View の共通構成

表 8-13 および表 8-14 で説明する GPO を使用して、すべての View Manager コンポー
ネントに適用するプロパティを構成します。

Ignore unknown certificate 
authority problems
（不明な証明機関の問題を無視
する） 

サーバ証明書の不明な証明機関に関連するエラーを無視
するかどうかを指定します。
サーバから送信された証明書が信頼されないサード パー
ティの証明機関によって署名されると、このエラーが発
生します。

Ignore certificate 
revocation problems 
（証明書失効の問題を無視する）

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。
サーバから送信された証明書が失効すると、このエラー
が発生します。

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

サーバ証明書の不正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。
サーバから送信された証明書が送信者の ID の検証およ
びサーバ通信の暗号化以外の目的で使用されると、この
エラーが発生します。

Always show certificate 
select dialog
（常に証明書の選択ダイアログを
表示する）

このポリシーは、View Client のスマート カードで認証済
のセッションに適用されます。これにより、ログイン中
に証明書の選択ダイアログ ボックスがユーザーに表示さ
れます。

表8-13  View Manager の共通構成プロパティ

プロパティ 説明

Enable extended logging
（拡張ログを有効にする） 

トレースおよびデバッグのイベントをログ ファイルに記
録するかどうかを指定します。

Disk threshold for log and 
events in MegaBytes
（ログおよびイベントに対する
ディスクのしきい値（MB））

ログおよびイベント用のディスク空き領域の最小しきい
値を指定します。値が指定されていない場合、デフォル
トの 200 が適用されます。この値に達すると、イベント 
ログが停止します。

表8-14  View Manager の共通構成 - ログの構成

プロパティ 説明

Number of days to keep logs
（ログを保持する日数）

ログ ファイルをシステムに保持する日数を指定します。
値が設定されていない場合、ログ ファイルはデフォルト
の 7 日間だけ保持されます。

表8-12  View Client の構成プロパティ - セキュリティ設定（続き）

プロパティ 説明
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View Server の構成

表 8-15 で説明する GPO を使用して、View Connection Server に適用できる設定を構
成します。
 

ユーザーの構成 GPO
ユーザーの構成 GPO を使用すると、ユーザーがどのデスクトップに接続するのかに
関係なく、ユーザーに適用されるポリシーを設定できます。これらのポリシーによっ
て、ターゲット デスクトップに適用されている可能性のある「コンピュータの構成」
ポリシーが上書きされます。

View Agent の構成
表 8-16 で説明する GPO を使用して、View Agent の動作を構成します。

表8-15  View Manager Server の構成プロパティ 

プロパティ 説明

Recursive enumeration of 
trusted domains
（信頼されるドメインを繰り返し
列挙する）

サーバが存在するドメインによって信頼されるドメイン
をすべて列挙するかどうかを指定します。完全な信頼
チェーンを確立するために、信頼される側の各ドメイン
によって信頼されるドメインも列挙され、信頼されるす
べてのドメインが検索されるまでプロセスが再帰的に続
行します。クライアントがログイン時に信頼されるすべ
てのドメインを利用可能にするために、この情報は 
View Connection Server に渡されます。
デフォルトでは、このプロパティは [enabled（有効）]
になっています。無効にすると、直接信頼されるドメイ
ンのみが列挙され、リモート ドメイン コントローラに
は接続されません。
注：ドメイン関係が複雑な環境（フォレスト内のドメイ
ン間で信頼を持つ複数のフォレスト構造を使用する環境
など）では、このプロセスが完了するまでに数分かかる
場合があります。

表8-16  View Agent の構成プロパティ - Agent の構成

プロパティ 説明

Disable Time Zone 
Synchronization
（タイム ゾーンの同期を無効に
する）

View デスクトップのタイム ゾーンを View クライアント
のタイムゾーンと同期化するかどうかを指定します。有
効にすると、View Client の構成ポリシーの [Disable 
time zone forwarding（タイム ゾーンの転送を無効に
する）] プロパティが無効になっていない場合にのみ、
このプロパティが適用されます。
デフォルトでは、このプロパティは無効になっています。
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View Client の構成

表 8-17、表 8-18、および表 8-19 で説明する GPO を使用して、View Agent および 
View Client with Offline Desktop の動作を構成します。

表8-17  View Client の構成プロパティ

プロパティ 説明

Disable time zone 
forwarding
（タイム ゾーンの転送を無効に
する）

View デスクトップのタイム ゾーンを接続されたクライア
ントのタイムゾーンと同期化するかどうかを指定します。
有効にすると、View Agent の構成ポリシーの [Disable 
Time Zone Synchronization（タイム ゾーンの同期を
無効にする）] プロパティが無効になっていない場合に
のみ、このプロパティが適用されます。
デフォルトでは、このプロパティは無効になっています。

Enable the shade
（シェードを有効にする）

View Client ウィンドウの最上部にあるシェード（メ
ニュー バー）を有効にするかどうかを指定します。
デフォルトでは、このプロパティは有効になっています。

Pin the Shade
（シェードを固定する）

メニュー バーが自動的に非表示にならないように、
View Client ウィンドウの最上部にあるシェードの固定を
有効にするかどうかを指定します。
注：シェードが無効になっている場合、このプロパティ
の効果はありません。
デフォルトでは、このプロパティは有効になっています。

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）

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（つまり、左右のモニタに配置した場合に同じ高さ、
上下に配置した場合に同じ幅）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。
このプロパティによって、このルールが上書きされま
す。デフォルトで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）

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。MMR は Microsoft 
DirectShow のフィルタであり、マルチメディア データ
をリモート システム上の特定コーデックから TCP ソケッ
ト経由で直接クライアントに転送します。その後、デー
タはクライアント上で直接デコードされ、そこで再生さ
れます。
ローカル マルチメディアのデコードを処理するために十
分なリソースがクライアントにない場合、管理者は 
MMR を無効化できます。
注：View クライアントのビデオ再生ハードウェアで
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。MMR ポリシーは、オフライン デ
スクトップ セッションには適用されません。
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表8-18  View Client の構成プロパティ - スクリプトの定義

プロパティ 説明

Server URL
（サーバ URL） 

ログイン中に View Client で使用される URL を指定しま
す。例：http://view1.example.com

Logon UserName
（ログオン ユーザー名） 

ログイン中に View Client で使用されるユーザー名を指定
します。

Logon DomainName
（ログオン ドメイン名） 

ログイン中に View Client で使用される NETBIOS ドメイン
名を指定します。

Logon Password
（ログオン パスワード）

ログイン中に View Client で使用されるパスワードを指定
します。
注意   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。

DesktopName to select
（選択するデスクトップ名） 

ログイン中に View Client で使用されるデフォルト デス
クトップを指定します。

DesktopLayout
（デスクトップ レイアウト）
（完全にスクリプト化されている
場合のみ）

デスクトップの起動時の View Client ウィンドウの表示状
態を指定します。
このプロパティを有効にした場合、利用可能な設定は次
のとおりです。

FullScreen（フル スクリーン）
MultiMonitor（マルチ モニタ）
Window（ウィンドウ）

注：このプロパティは、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（つまり、すべてのログイン条
件がポリシーを通して事前に作成されている場合）にの
み利用可能です。

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）

ログイン中にエラー メッセージを表示するかどうかを指
定します。
注：このプロパティは、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（つまり、すべての必須のログ
イン情報がポリシーを通して事前に作成されている場
合）にのみ適用されます。
不正なログイン情報が入力されたことが原因でログイン
に失敗した場合は、ユーザーに通知されず、View Client 
の wswc.exe プロセスがバックグラウンドで実行し続け
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）

このプロパティを true に設定すると、通常の RDP プラ
グインとしてインストールされるサードパーティのター
ミナル サービス プラグインに対しては検査が実施され
ません。この設定は、USB リダイレクトなどの View 固
有のプラグインには適用されません。このポリシーを構
成しない場合は、サードパーティ プラグインの検出と使
用がデフォルトで有効になります。
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表8-19  View Client の構成プロパティ - RDP 設定

プロパティ 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。
このプロパティを有効にした場合、利用可能な設定は次
のとおりです。

8

15

16

24

32

注：24 ビット版 Windows XP システムの場合、次のコン
ピュータの構成 GPO プロパティが [enabled（有効）] 
および [24 bit（24 ビット）] に設定されていることを
確認してください。
[Computer Configuration（コンピュータの構成）] - 
[Administrative Templates（管理用テンプレー
ト）] - [Windows Components（Windows コンポーネ
ント）] - [Terminal Services（ターミナル サービ
ス）] - [Limit Maximum Color Depth（表示色の最大
値を制限する）]

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。

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。

Menu and animation
（メニューとアニメーション）

クライアントがリモート コンピュータに接続したときの
メニューおよびウィンドウの動作を指定します。

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。

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。

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。
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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。

Audio redirection
（オーディオのリダイレクト）

リモート デスクトップでの再生時のオーディオ情報の転
送方法を指定します。
このプロパティを有効にした場合、利用可能な設定は次
のとおりです。

[Disable Audio（オーディオを無効にする）] - 
オーディオなし。
[Play in VM（仮想マシンで実行）（VoIP USB サ
ポートに必要）] - オーディオをリモート デスクトッ
プ内で再生します（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）。
[Redirect to client（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。

このプロパティは、RDP オーディオにのみ適用されます
（クライアントでは、MMR 経由でリダイレクトされた
オーディオが再生されます）。

Redirect drives
（ドライブをリダイレクト）

クライアントがリモート・コンピュータに接続したとき
に、ローカル ディスク ドライブを自動的にリダイレク
トするかどうかを指定します。

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 プリンタを自動的に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 ポートを自動的にリダイレクトする
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 カードを自動的にリダイレクト
するかどうかを指定します。

表8-19  View Client の構成プロパティ - RDP 設定（続き）

プロパティ 説明
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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自動的にリダイレク
トするかどうかを指定します。

Redirect supported plug and 
play devices
（サポートされているプラグと再
生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）デバイスを自動的にリダイレクトするかど
うかを指定します。これは、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。

Bitmap caching
（ビットマップのキャッシュ）

リモート ビットマップがローカル コンピュータで
キャッシュされるかどうかを指定します。

Shadow bitmaps
（ビットマップのシャドウ）

シャドウ ビットマップを使用するかどうかを指定します。
フル スクリーン モードではシャドウ ビットマップは常
に無効になるため、このプロパティはフル スクリーン 
モードでは効果がありません。

Cache persistence active
（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。通常のキャッシュを使用するとパフォーマン
スが改善されますが、追加のディスク領域が必要になり
ます。

Enable compression
（圧縮を有効にする）

RDP データの圧縮を使用するかどうかを指定します。
デフォルトでは有効になっています。

Windows key combinations
（Windows キーの組み合わせ）

Windows キーの組合せを適用する場所を指定します。
このプロパティを有効にした場合、利用可能な設定は次
のとおりです。

Apply key combinations locally（キーの組み合
わせをローカルに適用する）
Send key combinations to VM（キーの組み合わ
せを仮想マシンに送信する）

Bitmap cache file size in Kb 
for 8bpp bitmaps
（8bpp 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（Kb））

8 bpp ハイカラー設定で使用する通常のビットマップ 
キャッシュ ファイルのサイズを KB 単位で指定します。
このプロパティを有効にした場合、ファイルサイズを 
KB 単位で入力します。

Bitmap cache file size in Mb 
for 8bpp bitmaps
（8 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（Mb））

8 bpp ハイカラー設定で使用する通常のビットマップ 
キャッシュ ファイルのサイズを MB 単位で指定します。
このプロパティを有効にした場合、ファイルサイズを 
MB 単位で入力します。

表8-19  View Client の構成プロパティ - RDP 設定（続き）

プロパティ 説明
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Bitmap cache file size in 
Mb for 16bpp bitmaps
（16bpp 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（Mb））

16 bpp ハイカラー設定で使用する通常のビットマップ 
キャッシュ ファイルのサイズを MB 単位で指定します。
このプロパティを有効にした場合、ファイルサイズを 
MB 単位で入力します。

Bitmap cache file size in 
Mb for 24bpp bitmaps
（24bpp 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（Mb））

24 bpp ハイカラー設定で使用する通常のビットマップ 
キャッシュ ファイルのサイズを MB 単位で指定します。
このプロパティを有効にした場合、ファイルサイズを 
MB 単位で入力します。

Bitmap cache file size in 
Mb for 32bpp bitmaps
（32bpp 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（Mb））

32 bpp ハイカラー設定で使用する通常のビットマップ 
キャッシュ ファイルのサイズを MB 単位で指定します。
このプロパティを有効にした場合、ファイルサイズを 
MB 単位で入力します。

表8-19  View Client の構成プロパティ - RDP 設定（続き）

プロパティ 説明
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9

大規模な企業は、物理的な PC、サーバ ベースのデスクトップ、またはターミナル 
サービス、仮想デスクトップ、および ブレード PC を使用して公開されるアプリケー
ションを混合して使用しています。複数のプラットフォームへのアクセスを必要とす
るユーザーは、複数の異なるインターフェイスを使用する必要があります。Unified 
Access を使用することで、View Manager には統一されたインターフェイスが提供さ
れるため、これを通じて複数のバック エンドから配布されるデスクトップにユー
ザーがアクセスできるようになります。

この章で使用される「デスクトップ ソース」という用語は、ターミナル サービス、
物理コンピュータ、または非管理対象の仮想マシンを意味します。

この章では次のトピックについて説明します。

複数のバック エンド マシンでリモート デスクトップにアクセスするための準備
（P.202）

非管理対象デスクトップ ソースへの View Agent のインストール（P.205）

デスクトップ ソースの追加と変更（P.206）

デスクトップを有効または無効にする（P.210）

ユーザーとグループへのデスクトップに対する資格の付与（P.210）

デスクトップの削除（P.212）

デスクトップ ソースの登録解除（P.213）

Unified Access 9
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複数のバック エンド マシンでリモート デスクトップにアク
セスするための準備

デスクトップ ソースには、デスクトップ アクセスを配布するための準備が必要です。
デスクトップ ソースが次の条件を満たしていない場合は、リモート デスクトップの
配布が失敗します。

バック エンド マシンに View Agent をインストールします。View Agent のインス
トールの詳細については、非管理対象デスクトップ ソースへの View Agent のイ
ンストール（P.205）を参照してください。

バック エンド マシンが次の条件を満たしていることを確認してください。

View Server と同一のドメイン上にあるか、シングル サインオンが可能な信
頼されるドメイン上にあること。

必要なドメインのユーザーおよびグループが、バック エンド マシンに接続
してシングル サインオンを有効にできること。

VirtualCenter で管理されていないバック エンド マシンが、パワーオンになって
いて、View Broker からアクセスできることを確認してください。

バック エンド マシンの RDP 接続を有効にしてください。

これらの条件が満たされると、バック エンド マシンでリモート デスクトップを配布
できるようになります。

デスクトップのパラメータ
管理対象および非管理対象の個別デスクトップ、デスクトップ プール、およびター
ミナル サービスを構成するときは、デスクトップのパラメータを設定する必要があ
ります。デスクトップのパラメータは、管理対象および非管理対象のリソースによっ
て異なります。ここでは、デスクトップのパラメータの重要性について説明します。
また、デスクトップ リソースと、それらに固有のパラメータとのマッピングについ
ても説明します。
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表 9-1 でデスクトップのすべてのパラメータについて説明します。

表9-1  デスクトップのパラメータ

プロパティ パラメータの説明

Desktop pool state（デス
クトップ プールの状態）

[Enabled（有効にする）]　デスクトップ プールは作成後に有
効になり、すぐに使用できます。
[Disabled（無効にする）]　デスクトップ プールは作成後に無
効になり、使用できません。展開後にテストなどの標準メンテ
ナンスのような作業を行う場合にはこの設定が適しています。

Virtual machine power 
policy（仮想マシンの
電源ポリシー）

[Do nothing (VM remains on)（何もしない（仮想マシンはオン
のまま））]　パワーオフされている仮想マシンを使用する必要
があって起動した後は、使用されていないときを含めて、
シャットダウンするまでオンのままになります。
[Ensure VM is always powered on（仮想マシンは常にパワーオ
ン）]　プール内のすべての仮想マシンが、使用されていない
ときを含めてパワーオンのままになります。シャットダウン
された場合は、すぐに再起動されます。
[Suspend（サスペンド）]　プール内のすべての仮想マシンが、
使用されていないときにサスペンド状態になります。
[Power off（パワーオフ）]　プール内のすべての仮想マシン
が、使用されていないときにシャットダウンされます。

Automatic logoff after 
disconnect（切断後に
自動的にログオフ）

[Immediately（直後）]　ユーザーが接続を切断すると、すぐ
にログオフされます。
[Never（ログオフしない）]　ユーザーはログオフされません。
[After（時間が経過した後）]　ユーザーが接続を切断してから
この時間が経過すると、ログオフされます。時間は分単位で
入力します。

Power off and delete 
virtual machine after first 
use（初めて使用した後、
仮想マシンをパワーオフ
して削除する）

ユーザーがログオフした直後に仮想マシンを削除します。
必要に応じて、新しい仮想マシンのクローンが作成され、仮想
マシンが削除された後も特定のプール サイズが保持されます。

Allow users to reset their 
desktop（ユーザーによる
デスクトップのリセットを
許可する）

デスクトップ ユーザーが管理者の支援なしに自身のデスク
トップをリセットすることを許可します。

Allow multiple sessions per 
user（ユーザーごとに複数
のセッションを許可する）

各ユーザーが、同一プール内の複数のデスクトップに同時に
接続することを許可します。
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表 9-2 は、各種のデスクトップにどのパラメータが該当するかを示しています。

表9-2  デスクトップ パラメータとデスクトップの種類のマッピング

パラメータ 

個別の管理
対象デスク
トップ

個別の非管理
対象デスク
トップ

管理対象の手動 
プール

非管理対象の手動 
プール

ターミナ
ル サーバ 
プール

通常
読み取り
専用 通常

読み取り
専用

Desktop 
State

（デスク
トップの
状態）

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Virtual 
machine 
power policy

（仮想マシン
の電源
ポリシー）

○ ○ ○

Automatic 
logoff after 
disconnect

（切断後に
自動的にロ
グオフ）

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Allow users 
to reset their 
desktop

（ユーザーに
よるデスク
トップのリ
セットを
許可する）

○ ○ ○

Allow 
multiple 
sessions per 
user（ユー
ザーごとに
複数の
セッション
を許可する）

○ ○
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非管理対象デスクトップ ソースへの View Agent のインス
トール

インストール中に、インストーラによって、View Agent 非管理対象のデスクトップ 
ソースにインストールされるタイミングが検出されます。非管理対象のデスクトップ 
ソースとは、ESX サーバ上では稼働していない仮想マシンのことです。同時に、この
デスクトップ ソースは View Connection Server でも登録されます。登録後は、指定さ
れた View Connection Server およびそのレプリカ インスタンスがデスクトップ ソー
スと通信できるようになります。

このセクションでは、非管理対象のデスクトップ ソースに View Agent をインストー
ルする場合について説明します。管理対象のデスクトップ ソースに View Agent をイ
ンストールする場合の情報については、ゲスト システムの準備（P.70）を参照してく
ださい。

非管理対象のデスクトップ ソースに VMware View Agent をインストールするには、
次の手順に従ってください。

1 エージェントをホストするシステム上で View Agent 実行可能ファイルを実行し
ます。xxx は次のファイルのビルド番号です。

VMware-viewagent-xxx.exe

インストール ウィザードが開きます。[Next（次へ）] をクリックします。

2 VMware のライセンス条件に同意して、[Next（次へ）] をクリックします。

3 カスタム セットアップのオプションを選択します。

インストール先フォルダを受け入れるか、変更して、[Next（次へ）] をクリック
します。

4 [Register with View Connection Server（View Connection Server で登録）] ウィン
ドウで、サーバ名または IP アドレスを指定します。

IP アドレスは View Connection Server の標準インスタンスのものでも、レプリカ 
インスタンスのものでもかまいません。

5 管理者のログイン認証情報を入力してこのマシンを View Connection Server に登
録し、[Next（次へ）] をクリックします。

現在のユーザーとしてログインできます。このオプションを選択すると、
[Username（ユーザー名）] と [Password（パスワード）] のフィールドが無効に
なります。

管理者の認証情報を指定できます。View Connection Server の管理者の名前とパ
スワードを指定してください。
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6 インストールの選択肢が表示されます。

[Next（次へ）] をクリックして内容を確認し、インストールを続行します。

7 [Install（インストール）] をクリックしてインストール プロセスを開始します。

プロセスが完了したら、[Finish（完了）] をクリックします。

これで、非管理対象のデスクトップ ソースが使用できるようになります。

デスクトップ ソースの追加と変更
End-to-End 構成を新しいデスクトップ ソースで実行すると、インストールおよび構
成の問題を簡単に解決できます。ここでは、個別デスクトップとデスクトップ プー
ルの両方について説明します。

非管理対象の個別デスクトップを追加するには、次の手順に従ってください。

1 適切なログイン認証情報があることを確認して View Administrator にログインし
ます。

2 [Desktops（デスクトップ）] タブで [Add（追加）] をクリックします。

3 [Desktop Type（デスクトップの種類）] ウィンドウで、[Individual Desktop（個
別デスクトップ）] を選択して、[Next（次へ）] をクリックします。

4 [Desktop Source（デスクトップ ソース）] ウィンドウで、[Physical computers or 
virtual machines not managed by a VirtualCenter server（物理コンピュータまたは 
VirtualCenter サーバで管理されない仮想マシン）] を選択して、[Next（次へ）] 
をクリックします。

5 [Unique ID（一意の ID）]、[Display name（表示名）]、および [Description（説
明）] を入力します。

一意の ID は、VDM Manager がデスクトップを識別するために使用する名前で
す。デスクトップの表示名は、ユーザーがログインしたときに表示されます。
一意の ID と表示名には任意の文字列を入力できますが、表示名を指定しない場
合は、両方に一意の ID が使用されます。

デスクトップの識別詳細を入力したら、[Next（次へ）] をクリックします。

注意   オプションの説明には、スペースを含む英数字を使用できます。説明は、
最大で 1024 文字まで入力でき、View Administrator のインターフェイスだけに表
示されます。
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6 デスクトップのパラメータを指定して、[Next（次へ）] をクリックします。

非管理対象の個別デスクトップに適用できるパラメータの詳細については、
表 9-2 「デスクトップ パラメータとデスクトップの種類のマッピング」（P.204）
を参照してください。

7 [Desktop Source（デスクトップ ソース）] ページの表で、個別デスクトップとし
て追加するデスクトップ ソースを選択して、[Next（次へ）] をクリックします。

選択できるデスクトップ ソースは 1 つだけです。すべての登録済みデスクトッ
プ ソース（サポートされるゲスト OS が実行されていて、かつ別のデスクトップ
またはデスクトップ プールで使用中ではないもの）が、表に表示されます。デ
スクトップ ソースの登録の詳細については、非管理対象デスクトップ ソースへ
の View Agent のインストール（P.205）を参照してください。

8 [Ready to Complete（完了の確認）] の情報を見直して、[Finish（完了）] をク
リックして受け入れるか、[Back（戻る）] をクリックして修正します。

9 [Finish（完了）] をクリックします。

デスクトップが追加され、メインの [Desktops（デスクトップ）] ページに表示さ
れます。

非管理対象の手動プールを追加するには、次の手順に従ってください。

1 適切なログイン認証情報があることを確認して View Administrator にログインし
ます。

2 [Desktops（デスクトップ）] タブで [Add（追加）] をクリックします。

3 [Desktop Type（デスクトップの種類）] ウィンドウで、[Manual Desktop Pool
（手動デスクトップ プール）] を選択して、[Next（次へ）] をクリックします。

4 [Desktop Persistence（デスクトップのデータ保全）] ウィンドウで、このプール
内のデスクトップにデータ保全設定を指定します。

[Persistent（通常）]　このデスクトップ プールでは、ユーザーは毎回同じデスク
トップにログインできます。同じデスクトップに戻るため、ユーザーは通常のデ
スクトップにドキュメントとファイルを保存できます。

[Non-persistent（読み取り専用）]　デスクトップはユーザーのログイン時には
使用できますが、ログオフ時には元のプールに戻ります。ユーザーは毎回別のデ
スクトップにログインするため、デスクトップにドキュメントやファイルを保存
できません。

5 [Desktop Pool Source（デスクトップ プール ソース）] ウィンドウで、[Physical 
computers or virtual machines not managed by a VirtualCenter server（物理コン
ピュータまたは VirtualCenter サーバで管理されない仮想マシン）] を選択して、
[Next（次へ）] をクリックします。
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6 [Unique ID（一意の ID）]、[Display name（表示名）]、および [Description（説
明）] を入力します。

一意の ID は、VDM Manager がデスクトップを識別するために使用する名前で
す。デスクトップの表示名は、ユーザーがログインしたときに表示されます。
一意の ID と表示名には任意の文字列を入力できますが、表示名を指定しない場
合は、両方に一意の ID が使用されます。

デスクトップの識別詳細を入力したら、[Next（次へ）] をクリックします。

7 デスクトップのパラメータを指定して、[Next（次へ）] をクリックします。

非管理対象の通常プールおよび読み取り専用プールに適用できるパラメータの詳
細については、表 9-2 「デスクトップ パラメータとデスクトップの種類のマッピ
ング」（P.204）を参照してください。

8 [Desktop Sources（デスクトップ ソース）] ページの表で、プールに含めるデス
クトップ ソースを選択して、[Next（次へ）] をクリックします。

すべての登録済みデスクトップ ソース（サポートされるゲスト OS が実行されて
いて、かつ別のデスクトップまたはデスクトップ プールで使用中ではないもの）
が、表に表示されます。デスクトップ ソースの登録の詳細については、非管理
対象デスクトップ ソースへの View Agent のインストール（P.205）を参照してく
ださい。

9 [Ready to Complete（完了の確認）] の情報を見直して、[Finish（完了）] をク
リックして受け入れるか、[Back（戻る）] をクリックして修正します。

10 [Finish（完了）] をクリックします。

デスクトップが正しく追加され、メインの [Desktops（デスクトップ）] ページ
に表示されます。

ターミナル サーバ プールを追加するには、次の手順に従ってください。

1 適切なログイン認証情報があることを確認して View Administrator にログインし
ます。

2 [Desktops（デスクトップ）] タブで [Add（追加）] をクリックします。

3 [Desktop Type（デスクトップの種類）] ウィンドウで、[Microsoft Terminal 
Services Desktop Pool（Microsoft Terminal Services のデスクトップ プール）] を選
択して、[Next（次へ）] をクリックします。

注意   オプションの説明には、スペースを含む英数字を使用できます。説明は、
最大で 1024 文字まで入力でき、View Administrator のインターフェイスだけに表
示されます。
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4 [Unique ID（一意の ID）]、[Display name（表示名）]、および [Description（説
明）] を入力します。

一意の ID は、VDM Manager がデスクトップを識別するために使用する名前で
す。デスクトップの表示名は、ユーザーがログインしたときに表示されます。
一意の ID と表示名には任意の文字列を入力できますが、表示名を指定しない場
合は、両方に一意の ID が使用されます。

デスクトップの識別詳細を入力したら、[Next（次へ）] をクリックします。

5 デスクトップのパラメータを指定して、[Next（次へ）] をクリックします。

ターミナル サーバ プールに適用できるパラメータの詳細については、表 9-2 
「デスクトップ パラメータとデスクトップの種類のマッピング」（P.204）を参照
してください。

6 [Next（次へ）] をクリックします。

7 [Desktop Sources（デスクトップ ソース）] ページの表で、プールに含めるター
ミナル サービス ソースを選択して、[Next（次へ）] をクリックします。

すべての登録済みデスクトップ ソース（サポートされるゲスト OS が実行されて
いて、かつ別のターミナル サーバ プールで使用中ではないもの）が、表に表示
されます。デスクトップ ソースの登録の詳細については、非管理対象デスク
トップ ソースへの View Agent のインストール（P.205）を参照してください。

8 [Ready to Complete（完了の確認）] の情報を見直して、[Finish（完了）] をク
リックして受け入れるか、[Back（戻る）] をクリックして修正します。

9 [Finish（完了）] をクリックします。

デスクトップが追加され、メインの [Desktops（デスクトップ）] ページに表示さ
れます。

注意   オプションの説明には、スペースを含む英数字を使用できます。説明は、
最大で 1024 文字まで入力でき、View Administrator のインターフェイスだけに表
示されます。
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デスクトップを有効または無効にする
有効化されたデスクトップだけにアクセスできます。

デスクトップを有効または無効にするには、次の手順に従ってください。

1 [Desktops（デスクトップ）] タブでデスクトップを選択して、[Enable（有効に
する）] または [Disable（無効にする）] をクリックします。

デスクトップが現在有効になっている場合は、それを無効にできます。現在無効
になっている場合は、それを有効にできます。

2 適用する内容に応じて [Enable Desktop（デスクトップを有効にする）] または 
[Disable Desktop（デスクトップを無効にする）] を選択して [OK] をクリックし
ます。

ユーザーとグループへのデスクトップに対する資格の付与
デスクトップまたはデスクトップ プールが追加されたら、それらに資格を付与して、
ユーザーまたはグループにアクセスできるようにする必要があります。デスクトップ
は複数のユーザーまたは複数のユーザーグループに割り当てることができます。

ユーザーとグループに資格を付与するには、次の手順に従ってください。

1 [Desktops（デスクトップ）] タブでデスクトップまたはデスクトップ プール
を選択して、[Entitle（資格付与）] をクリックします。

2 [Entitlement（資格付与）] ウィンドウで [Add（追加）] をクリックします。

3 ユーザーまたはグループのリストを取得するための検索条件を指定して、[Find 
Now（今すぐ検索）] をクリックします。

ユーザーまたはグループ（あるいはその両方）のリストが表示されます。

4 このデスクトップを使用する資格を付与するユーザーまたはグループを選択し
て、[OK] をクリックします。

ユーザーまたはグループが [Entitlement（資格付与）] ウィンドウに表示されます。

5 デスクトップにアクセスできないようにするには、ユーザーまたはグループを選
択して [Remove（削除）] をクリックします。

6 [OK] をクリックして [Desktops（デスクトップ）] タブに戻ります。
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デスクトップ ソースの追加または削除
デスクトップ ソースをデスクトップ プールに追加したり、そこから削除したりでき
ます。

デスクトップ ソースをデスクトップ プールに追加するには、次の手順に従って
ください。

1 [Desktops（デスクトップ）] ペインでデスクトップ プールを選択して、[Desktop 
Sources（デスクトップ ソース）] タブをクリックします。

2 [Add（追加）] をクリックしてデスクトップ ソースをプールに追加します。

3 プールに含めるデスクトップ ソースを選択して、[OK] をクリックします。

メイン ページに戻ります。このページには、プール内のすべてのデスクトップ
が一覧表示されます。

デスクトップ ソースをデスクトップ プールから削除するには、次の手順に従ってく
ださい。

1 [Desktop（デスクトップ）] ペインでデスクトップ プールを選択して、[Desktop 
Sources（デスクトップ ソース）] タブをクリックします。

2 デスクトップ ソースを選択して [Remove（削除）] をクリックします。

確認のメッセージが表示されます。

3 [OK] をクリックして、選択したデスクトップ ソースをプールから削除します。

4 いずれかのデスクトップ ソースにアクティブなセッションが存在する場合は、
必要な処理を選択します。

[Leave active（アクティブなままにする）]　アクティブなセッションをユー
ザーがログオフするまで続行します。View Connection Server はこれらの
セッションを追跡しません。

[Terminate（終了する）]　すべてのアクティブなセッションをすぐに終了
します。

5 メイン ページに戻ります。削除したデスクトップ ソースは、このページの一覧
表示に含まれません。

個別デスクトップ ソースの変更
個別デスクトップの場合は、デスクトップ ソースを追加または削除できません。
ただし、デスクトップ ソースを変更またはリセットすることは可能です。このセ
クションの記載内容は、個別デスクトップにのみ当てはまります。デスクトップ 
プールには当てはまりません。
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個別デスクトップを変更するには、次の手順に従ってください。

1 [Desktop（デスクトップ）] ペインで個別デスクトップを選択して、[Desktop 
Sources（デスクトップ ソース）] タブをクリックします。

2 デスクトップ ソースを選択して [Change（変更）] をクリックします。

3 デスクトップが使用する仮想マシンを選択して、[OK] をクリックします。

サポートされているゲスト OS を実行していて、さらに別の仮想デスクトップに
より使用されていない仮想マシンがすべて一覧表示されます。これには、サスペ
ンドされているものやパワーオン状態ではない仮想マシンも含まれます。

確認のページが表示されます。

4 [OK] をクリックして、元のデスクトップソースを選択したデスクトップ ソース
に変更します。

5 メイン ページに戻ります。このページには、変更したデスクトップ ソースが表
示されます。

デスクトップの削除
個別デスクトップまたはデスクトップ プールを削除できます。

非管理対象のデスクトップを削除するには、それらの登録を取り消す必要がありま
す。デスクトップ ソースの登録解除を参照してください。

非管理対象のデスクトップ プールを削除するには、次の手順に従ってください。

1 [Desktops（デスクトップ）] タブで非管理対象のデスクトップ プールまたはデス
クトップを選択して、[Delete（削除）] をクリックします。

このデスクトップ プールを完全に削除しようとしている、という警告メッセー
ジが表示されます。

削除されるのは、デスクトップ プールだけです。そのプールに含まれる非管理
対象デスクトップの登録情報は、削除されません。

2 いずれかのデスクトップ ソースにアクティブなセッションが存在する場合は、
必要な処理を選択します。

[Leave active（アクティブなままにする）]　アクティブなセッションを
ユーザーがログオフするまで続行します。View Connection Server はこれ
らの接続を追跡しません。

[Terminate（終了する）]　すべてのアクティブなセッションをすぐに終了
します。

3 [OK] をクリックしてデスクトップ プールを削除し、メイン ページに戻ります。
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デスクトップ ソースの登録解除
View Agent をインストールすると、VirtualCenter サーバが管理するデスクトップ 
ソースがすべて登録されます。View Agent のインストールの詳細については、非管
理対象デスクトップ ソースへの View Agent のインストール（P.205）を参照してく
ださい。登録を解除することができるのは、非管理対象のデスクトップ ソースだけ
です。

非管理対象のデスクトップ ソースの登録を解除するには、次の手順に従って
ください。

1 [Configuration（構成）] タブをクリックします。

[Registered Desktop Sources（登録済みのデスクトップ ソース）] セクション
に、登録済みのターミナル ソースとその他の非管理対象の仮想マシンが表示さ
れます。

2 デスクトップ ソースのタイプを選択して、[View（表示）] をクリックします。

3 登録するデスクトップ ソースを選択して、[Unregister（登録解除）] をクリック
します。

選択できるデスクトップ ソースは、デスクトップに割り当てられていないもの
だけです。

デスクトップ ソースの登録を取り消すかどうかを確認するメッセージが表示さ
れます。登録を取り消したデスクトップ ソースは使用できなくなります。それ
らのデスクトップ ソースを再び使用できるようにするには、各デスクトップ 
ソースに View Agent を再インストールする必要があります。

4 選択したデスクトップ ソースの登録を取り消すには、[OK] をクリックします。

これでデスクトップ ソースの登録が解除され、使用できなくなります。
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10

管理者またはユーザーが View Manager 製品を使用しているときに、予期しない動作
が発生することがあります。このような状況になった場合、VMware のサポートを受
けることができます。

この章では、アプリケーション データの収集、サポート要求、およびナレッジ ベー
ス内のサポート情報の検索に関するハイ レベルな手順の一部について概説します。

この章では次のトピックについて説明します。

View Manager 診断情報の収集（P.215）

サポート要求の更新（P.219）

トラブルシューティングの追加情報（P.219）

View Manager 診断情報の収集
診断情報は、VMware のテクニカル サポートで問題を診断して解決するのに役立ちま
す。View Manager には、VDM のテクニカル サポートで使用する情報を収集する 
vdm-support と呼ばれるスクリプトが含まれています。サポートの担当者が要求す
る、スクリプトによって生成されたファイルを送信してください。

View Connection Server では、スクリプトは手動で、または [Start（スタート）] メ
ニューのサポート ツールを使用して実行できます。View Client の場合、または 
View Agent が動作する View Manager デスクトップでは、スクリプトは手動で実行す
る必要があります。

トラブルシューティング 10



View Manager 管理ガイド

216 VMware, Inc.  

View Manager Support ツールを使用した診断情報の収集
View Manager Support ツールを使用すると、ログ ファイルを生成して、View 
Connection Server に対して生成するログ ファイルのログ レベル（通常、デバッグ、
または完全なログ）を設定できます。

View Manager Support ツールを使用してログ レベルを設定するには、次の手順に
従ってください。

1 View Connection Server で、[Start（スタート）] をクリックして [All Programs
（すべてのプログラム）] をクリックし、[VMware] をクリックします。

2 [Set View Connection Server Log Levels（View Connection Server ログ レベルの設
定）] を選択します。

3 [Choice（選択）] フィールドに通常の場合は 1、デバッグの場合は 2、完全の場
合は 3、ログ設定をデフォルト値にリセットする場合は 0 を入力します。Enter 
キーを押します。

デフォルトのログ レベルはデバッグです。

View Manager Support ツールを使用してログ ファイルを生成するには、次の手順に
従ってください。

1 View Connection Server で、[Start（スタート）] をクリックして [All Programs
（すべてのプログラム）] をクリックし、[VMware] をクリックします。

2 [Generate View Connection Server Log Bundle（View Connection Server ログ バン
ドルの生成）] を選択します。

サポート ツールによって、生成されたログ ファイルを含む vdm-sdct というフォル
ダが作成され、View Connection Server のデスクトップ上に置かれます。

View Manager Support スクリプトを使用した診断情報の収集
View Manager Support スクリプトを使用して、View Connection Server、View Client、
View Portal、および View Agent が動作している View Manager デスクトップ用のログ 
ファイルを生成します。
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スクリプトを使用して診断情報を収集するには、次の手順に従ってください。

1 コマンド プロンプトを開いて、View Manager プログラム ディレクトリに移動し
ます。各 View Manager コンポーネントの場所は次のとおりです。

View Connection Server　C:\Program Files\VMware\View 
Manager\Server\DCT

View Client または View Portal　C:\Program Files\VMware\View 
Manager\Client\DCT

View Agent が動作する View Manager デスクトップ　C:\Program 
Files\VMware\View Manager\Agent\DCT 

2 サポート スクリプトを実行します。

cscript vdm-support.vbs

スクリプトの実行が完了すると、出力ファイル名と場所を知らせるメッセージが
表示されます。

3 VMware の Web サイト上の [ サポート ] ページでサポート要求を提出します。

View Composer のサポート
View Manager に付属する svi-support スクリプトは、構成データおよびログ データ
を収集することによって、View Composer のコンポーネント固有のサポートを提供
します。この情報は、この機能の使用中に発生する可能性のある問題について、
VMware カスタマー サポートで診断する際に役立てる目的で収集されます。

svi-support スクリプトは、cscript.exe（スクリプト プロパティを設定するための
コマンドライン オプションを提供する Windows Script Host のコマンドライン バー
ジョン）とともに実行する必要があります。次の Microsoft TechNet には、
cscript.exe の使用方法に関する詳細なガイダンスが用意されています。

http://technet.microsoft.com/library/bb490887.aspx

svi-support スクリプトは、VirtualCenter サーバの View Composer サービスと同じ
ディレクトリにあります。

C:\Program Files\VMware\View Composer

注意   デフォルト ディレクトリにプログラムをインストールしなかった場合は、
該当するドライブ レターとパスで置き換えてください。

http://technet.microsoft.com/library/bb490887.aspx
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svi-support スクリプトの命令は、Windows コマンド プロンプトから次の形式で発
行します。

cscript.wsf svi-support.wsf [/?] [/novclogs] [/dmpdir:<value>] 
[/dmpformat:<value>] [/nolog] [/fullbundle] [/filescount:<value>] 
[/destdir:<value>] [/logdir:<value>] [/logformat:<value>] 
[/zip:<value>]

ツールに関連するパラメータはすべてオプションであり、前にスラッシュ（/）を付
ける必要があります。表 10-1 では、これらのパラメータについて説明します。

表10-1  svi-support ー パラメータ

パラメータ 説明

? サポート スクリプトとともに使用するパラメータを表示します。

novclogs VirtualCenter には、VirtualCenter アプリケーション ログからサーバおよび
データベース関連の情報を収集する診断スクリプトが含まれています。
VirtualCenter ログからの情報収集を無効にする場合に、このオプションを指
定します。

dmpdir View Composer ログの収集元となるディレクトリの絶対パスです。
デフォルトは次のとおりです。
%ALLUSERSPROFILE%\Application Data\VMware\View Composer\Logs

dmpformat ダンプ ファイルのフィルタ処理に使用されるプリフィックスです。
デフォルトは vmware-svi- です。

nolog システム イベントログによって取得されるイベントのログを無効にします。

fullbundle 拡張データを含む完全バンドルを生成します。この手順には、10 分程度か
かる可能性があります。デフォルトでは省略されます。

filescount 各フォルダの場所から収集するファイルの最大数です。デフォルトは 50 
です。

destdir ログ データが保存されるディレクトリの絶対パスです。デフォルトは現在
のユーザーの Windows デスクトップ ディレクトリです。これを指定した場
合、ディレクトリ権限でログ データが保護されていることを確認してくだ
さい。

logdir ログの収集元となるディレクトリのパスです。デフォルトは次のとおり
です。
%ALLUSERSPROFILE%\Application Data\VMware\View Composer\Logs

logformat ログ ファイルのフィルタ処理に使用されるプリフィックスです。デフォル
トは vmware-desktopcomposer です。

zip サポート情報のアーカイブに使用するユーティリティを指定します。値を指
定しない場合は、デフォルト（ビルトイン）のツールが使用されます。
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サポート要求の更新
サポート要求を提出すると、VMware のテクニカル サポートから vdm-support スク
リプトまたは svi-support スクリプトの出力を依頼する電子メールが送信される場
合があります。スクリプトの出力ファイルを添付してこの電子メール メッセージに
返信してください。

添付ファイルとしては出力が大きすぎる（10 MB 以上）場合は、サポート要求番号を 
VMware のテクニカル サポートにお問い合わせのうえ、FTP アップロードの方法を確
認してください。また、サポート要求を更新して、ファイルをサポート Web サイト
に添付することもできます。

サポート要求を更新するには、次の手順に従ってください。

1 VMware の Web サイトの [ サポート ] ページに移動して、ログインします。

2 [Support Request History（サポート要求履歴）] をクリックして、該当するサ
ポート要求番号を見つけます。

3 サポート要求を更新して、vdm-support スクリプトまたは svi-support スクリ
プトの出力を添付します。

トラブルシューティングの追加情報
VMware Knowledge Base (KB) の記事の以下の URL は、View Manager のトラブル
シューティング情報を含みます。ナレッジ ベースでは、新しいトラブルシューティ
ング情報が継続的に更新されています。

エンド ユーザーの接続に関する問題のトラブルシューティング：

http://www.vmware.com/info?id=342

プーリングに関する問題のトラブルシューティング：

http://www.vmware.com/info?id=343

USB に関する問題のトラブルシューティング：

http://www.vmware.com/info?id=346

http://www.vmware.com/info?id=342
http://www.vmware.com/info?id=343
http://www.vmware.com/info?id=346
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locked.properties ファイルには、トンネル接続を確立するためにクライアントに
返す情報を設定するだけでなく、サーバ通信に関連するプロパティを含めることがで
きます。これらのプロパティについて 表 A-1 で説明します。

locked.properties 

表A-1  locked.properties　クライアントおよびサーバのプロパティ

プロパティ 説明

clientHost クライアントがセキュリティ サーバに接続するときに使用する、外部で
解決できるホスト名。
指定しない場合は、serverName に指定されている値またはシステム デ
フォルトに設定されます。

clientPort クライアントがセキュリティ サーバに接続するときに使用するポート。
指定しない場合は、serverPort に指定されている値またはシステム デ
フォルトに設定されます。

clientProtocol クライアントがセキュリティ サーバに接続するときに使用するプロトコ
ル。http または https を指定できます。
指定しない場合は、serverProtocol に指定されている値またはシステ
ム デフォルトに設定されます。

serverName セキュリティ サーバの一意の ID。

serverPort セキュリティ サーバが待機するポート。デフォルトは 80 です。

serverProtocol セキュリティ サーバが使用するプロトコル。http または https を指定で
きます。
デフォルトは http です。



View Manager 管理ガイド

222 VMware, Inc.  

デフォルトでは、clientHost、clientPort、および clientProtocol プロパティ
はセキュリティ サーバのプロパティに設定されます。セキュリティ サーバの設定は、
serverName、serverPort、および serverProtocol プロパティを使用して明示的
に構成できます。これらの値を明示的に設定する場合は、ポートとプロトコルの値は
クライアントとサーバの間で対応している必要があります。

ポートとプロトコルに上記とは異なる設定が必要になる場合があります。クライアン
トとセキュリティ サーバの間に中間 SSL アクセラレータがある場合です。このよう
な場合には、clientPort と clientProtocol を 443 と https に設定できますが、ア
クセラレータとサーバ間のバックエンド通信はポート 80 と http でないと実行でき
ません。
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A Active Directory
ネットワーク OS に関する情報を保存し、サービスを提供する Microsoft 社の
ディレクトリ サービス。Active Directory によってユーザーとグループが構成お
よび管理され、管理者はセキュリティ ポリシー、コントロール リソース、展開
するプログラムを企業全体に設定することができます。

D DMZ（非武装地帯）
より大規模で信頼されないネットワーク（通常はインターネット）に内部サーバ
を接続し、補足的なセキュリティ レイヤを提供することで、ネットワーク リ
ソースにアクセスできるユーザーを管理者がより細かく制御できるようにする論
理または物理サブネットワーク。

DNS（ドメイン ネーム システム）
ホスト名を IP アドレスに変換するインターネット データ クエリ サービス。「ド
メイン ネーム サーバ」または「ドメイン ネーム サービス」とも呼ばれます。

F FQDN（完全修飾ドメイン名）
ホスト名とドメイン名の両方を含むホストの名前。たとえば、ドメイン 
vmware.com の esx1 というホスト名の FQDN は、esx1.vmware.com です。

R RDP（リモート デスクトップ プロトコル）
ユーザーがコンピュータにリモート接続できるようにするマルチチャネル プロ
トコル。

RSA SecurID
パスワードと認証を使用して強力な 2 要素認証を提供する、RSA の製品。

用語集
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あ アクティブなセッション
クライアントまたは Web Access ユーザーから仮想デスクトップへの現在有効な
接続。タイムアウトしていない、仮想デスクトップに対して確立されている接続
です。

か 仮想デスクトップ
仮想マシン上で動作するデスクトップ OS。仮想デスクトップは、同じ OS を実
行する他のコンピュータとほとんど同様に動作します。

管理者ユーザー インターフェイス
View Manager 内で構成タスクと管理タスクを行うための、Web ベースの管理者
ユーザー インターフェイス。View Administrator とも呼ばれます。

け ゲスト
「ゲスト オペレーティング システム（ゲスト OS）」を参照してください。

ゲスト オペレーティング システム（ゲスト OS）
仮想マシン内で動作するオペレーティング システム。

こ 高可用性
一定の動作の継続性を確保するシステム設計アプローチ。

コネクション ブローカー
リモート ユーザーと仮想デスクトップとの間の接続を可能にし、認証とセッ
ション管理を提供するサーバ。View Connection Server は、コネクション ブロー
カーの一種です。

し シン クライアント
ユーザーが仮想デスクトップにアクセスできるようにするデバイスで、メモリや
ディスク ドライブ領域をほとんど必要としません。アプリケーション ソフト
ウェア、データ、および CPU 電源は、クライアント デバイスではなくネット
ワーク コンピュータに常駐します。

せ セキュリティ サーバ
インターネットと内部ネットワークとの間にセキュリティのレイヤを追加する 
View Connection Server の展開。

つ 通常のデスクトップ プール
ユーザーが特定のデスクトップに割り当てられているデスクトップ プール。
ユーザーは毎回同じデスクトップにログオンし、ユーザーのデータはログオフ時
に保存されます。通常のプールを使用している場合、ユーザーはデータおよび
ファイルを自身のデスクトップに保存できます。
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て データストア
データセンター内の基盤となる物理ストレージ リソースの組み合わせを仮想的
に表したもの。データストアは仮想マシン ファイルの保管場所（物理ディスク、
RAID、または SAN など）です。

デスクトップ 
「仮想デスクトップ」を参照してください。

デスクトップ仮想マシン
「仮想デスクトップ」を参照してください。

デスクトップ プール
管理者がユーザーまたはユーザーのグループに対して指定する仮想マシンのプー
ル。「通常のデスクトップ プール」および「読み取り専用のデスクトップ プー
ル」も参照してください。

ふ ブローカー
コネクション ブローカーとも呼ばれます。View Connection Server は、コネク
ション ブローカーの一種です。

よ 読み取り専用デスクトップ プール
ユーザーが特定のデスクトップに割り当てられていないデスクトップ プール。
ユーザーがログオフしたり、デスクトップでタイムアウトになると、ユーザーの
デスクトップが元のプールに戻り、他のユーザーが使用できるようになります。
読み取り専用プールを使用している場合、ユーザーはデータまたはファイルを自
身のデスクトップに保存することはできません。

ろ ロード バランシング
サーバ間でプロセスを分散させるために使用される技術。トラフィックの負荷が
より均等に分散され、サーバがオーバーロードになりません。
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