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本『VMware ACE 管理者マニュアル』では、Workstation ACE Edition のインストール
と使用に関する情報を提供します。

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、大小の変更内容が加えられます。表 P-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。

マニュアルの最新版を参照するには、当社の Web サイトの次のページにアクセスし
てください。

http://www.vmware.com/support/pubs/ace_pubs.html

対象読者
本マニュアルは、Workstation ACE Edition をインストール、アップグレード、または
使用する必要のあるすべてのユーザーを対象としています。ACE 2 の主なユーザー
は、複数のオペレーティング システムまたはコンピュータ環境でソフトウェア開発、
テスト、または作業を行う方（ソフトウェア開発者、QA エンジニア、トレーニング
担当者、デモを行う販売担当者など、仮想マシンを作成する必要のある方）です。

はじめに

表 P-1.  改訂履歴

改訂 説明

20070816 GA リリース バージョン。 

20070507 GA リリース バージョン。

20070423 Workstation ACE Edition マニュアルの初版。

http://pubs.vmware.com/ws60/manual/
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ドキュメントのフィードバック
VMware では、ドキュメントの改善のためにお客様のご意見をお待ちしています。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お寄せください。

docfeedback@vmware.com

スタイル
本書では、表 P-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。

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/products/

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

ドキュメント　http://www.vmware.com/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

表 P-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

mailto:docfeedback@vmware.com
http://www.vmware.com/products/
http://www.vmware.com/vcommunity/technology
http://www.vmware.com/support/pubs
http://kb.vmware.com
http://www.vmware.com/community


VMware, Inc. 15

はじめに

  

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によるサポート
テクニカル サポート リクエストの提出や、製品および契約情報の確認、製品の登録
は、オンラインで行うことができます。詳しくは、http://www.vmware.com/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 Severity1 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.html 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/support/services にてご検討ください。

ヴイエムウェア エデュケーション サービス
当社が提供するトレーニングでは、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 ツールとしてお使いいただける資料も提供して
います。詳しくはヴイエムウェア Web サイトにある VMware Education Services の
ページ http://mylearn1.vmware.com/mgrreg/index.cfm をご覧ください。

http://www.vmware.com/support/services
http://mylearn1.vmware.com/mgrreg/index.cfm
http://www.vmware.com/vcommunity/usergroups.html
http://www.vmware.com/vcommunity
http://www.vmware.com/support
http://www.vmware.com/support/phone_support.html
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1

VMware ACE 2 をご利用いただきありがとうございます。このセクションでは、以下
のトピックについて説明します。

VMware ACE 2 の概要（P.17）

ACE 2 の主なコンポーネント（P.20）

このリリースで推奨されるハードウェアおよびソフトウェア（P.24）

VMware ACE 2 の概要
VMware ACE 2 は、標準的なデスクトップ仮想化製品における管理、セキュリティ、
および使いやすさの向上を実現するソフトウェア ソリューションです。ACE 2 を使用
することで、企業や組織は、企業全体のあらゆるデバイスに対して、そのデバイスが
ACE 管理者によって管理されているかどうかに関係なく、規格化されたセキュアな
PC 環境である ACE を迅速に提供できます。ACE はポリシーによって保護された仮想
マシンであり、オペレーティング システム、アプリケーション、およびデータが含
まれています。ACE 2 が提供する仮想権利マネジメントのテクノロジーによって、シ
ステム管理者は、ACE ライフサイクルをコントロールし、データを保護して、ソフ
トウェア ライフサイクル管理やデータおよびアプリケーションへのアクセスといっ
た IT ポリシーが確実に遵守されるように管理できます。

他社製のデスクトップ仮想化製品とは異なり、ACE 2 はハードウェア独立型のソ
リューションです。このため、あらゆる PC にインストールすることができ、企業
ネットワークに接続した状態でも、切断された状態でも動作させることができます。

製品の紹介とシステム要件 1
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ACE 2 を企業全体で使用することにより、以下の項目を実現できます。

企業のリソースに対する、規格化された PC 環境（ACE）からのセキュアで安全な
アクセスの保証

IT 技術に詳しくないユーザー向けにデザインされた、シンプルなエンド ユーザー 
インターフェイスの提供

アクセス、ネットワーク、デバイス権限などの、ポリシー ベースの制御の実現

企業リソースへのアクセスの安全性を保証
在宅勤務者やビジネス パートナー、在外従業員が使用する未管理でセキュリティ保
護されていない PC が企業のリソースにアクセスする際に生じる問題を抑えることが
できます。ACE 2 は、確実なコンピューティング環境（既存の PC 上で実行される隔
離された PC 環境）を使って、企業リソースへの安全なアクセスを実現します。確実
なコンピューティング環境には、オペレーティング システム、企業アプリケーショ
ン、および事前に構成済みのセキュリティ設定が含まれます。

シンプルなエンド ユーザー インターフェイス
企業全体のあらゆる PC 上に確実なコンピューティング環境を構築すれば、企業の情
報を保護したうえでデプロイできます。仮想権利マネジメント、組み込みのコピー保
護管理機能、および自動暗号化機能によって、ACE 2 はアプリケーションやデータ、
システム設定およびファイルが盗難、改ざんあるいは未承認でコピーされるのを防止
することができます。これらの機能は、他のデスクトップ仮想化製品に見られるよう
な複雑なインターフェイスを必要としないエンド ユーザー向けに、特別に設計され
たユーザー インターフェイスで提供されます。

PC 環境を規格化、セキュリティ保護
自己監視機能を備えたハードウェア独立型の ACE 2 は、PC の管理性、セキュリティ、
およびコスト効率性を高めます。特定のハードウェアにしか使用できない PC イメー
ジを構築、サポートする無駄を回避できます。ユーザーの自由を制限することなく、
IT ポリシーが確実に守られるように管理することが可能となりました。アクセス、
ネットワーク、およびデバイス権限などの、ポリシー ベースの制御を実現します。

ACE 2 の主な特徴
以下のセクションでは、ACE 2 の主な特徴について説明します。
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管理性

一度設計したら、どこにでもデプロイすることができます。規格化されたハード
ウェア独立型の PC 環境を作成したら、企業全体に存在する、あらゆる PC にデ
プロイ可能です。

仮想権利マネジメントのインターフェイス：ACE 2 のライフサイクル、セキュリ
ティ設定、ネットワーク設定、システム構成、およびユーザー インターフェイ
ス機能を管理できます。

インスタンスの追跡：新しいポリシー サーバである ACE 2Management Server に
よって管理されるインスタンスのアクティベーション、有効期限、およびその他
のポリシーを、ユーザー インターフェイスを通じて表示および管理できます。

セキュリティ

ルールに基づいたネットワークアクセス：未承認の、あるいは最新のものでは
ない ACE インスタンスを特定し、検疫にかけます。ACE インスタンスが IT ポリ
シーを順守していることを確認してから、ネットワークへのアクセスを許可し
ます。

耐タンパー性機能を備えたコンピューティング環境：データやシステム構成を含
む ACE インスタンスおよびパッケージをすべて、シームレスな暗号化によって
保護します。

コピー保護機能を備えたコンピューティング環境：ユーザーによる企業情報のコ
ピーを防止します。

ACE 2Management Server とクライアントとの間での、役割に基づくセキュアな
SSL 通信。

リソースの署名：ACE リソース ファイルをあらゆる改変から保護するよう指定で
きます。

操作性

カスタマイズ可能なインターフェイス：動作やルック アンド フィールをユー
ザーに合わせてカスタマイズできます。

柔軟なコンピューティング環境：ユーザーは、数秒で前セッションの状態に戻る
ことができ、オンラインでも、企業ネットワークから切断された状態でも、作業
を実行できます。
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Workstation 6 向け ACE Option Pack
ACE 2 の管理者用の機能とコントロールの多くは、Workstation 6 に組み込まれて
います。Workstation 6 のユーザーがこれらの ACE 2 機能を使用するためには、
ACE Option Pack を入手する必要があります。

ACE Option Pack はこれらの機能を有効化して、既存の Workstation 6 を
Workstation 6 ACE Edition へと切り替えるためのライセンスです。新たにソフト
ウェアのダウンロードを行う必要はありません。

ACE 管理者は、Workstation 6 ソフトウェアをインストールした後で、ACE Option Pack
のライセンス キーを入力します。管理者が ACE Option Pack のライセンス キーを入力
して Workstation を再起動すると、タイトル バーの表記が Workstation ACE Edition に
変わり、Workstation 6 に追加のメニュー項目とコマンドが表示されます。

Workstation ACE Edition は、Workstation 6 に上位機能を加えた製品です。
Workstation 6 の全機能を、引き続き使用できます。中心となる Workstation 6 の全
機能に加えて、Workstation ACE Edition を使用して ACE インスタンスを作成するこ
とが可能です。

Workstation ACE Edition により、ポリシーにより保護された仮想マシン（ACE イン
スタンス）、および ACE インスタンスを安全に実行するためにライセンス付与およ
び有効化される仮想マシン環境（VMware Player）が作成されます。

ACE 2 の主なコンポーネント
ACE 2 のコンポーネントは以下のとおりです。

ACE Master　ACE 管理者によって作成される仮想マシン テンプレートです。ACE 
Master にさまざまなポリシーやデバイスおよびパッケージ設定を構成し、これ
をベースとして使用して、ACE ユーザーに送信するパッケージを作成できます。

ACE インスタンス　ACE 管理者が作成し、仮想権利マネジメント（VRM）ポリ
シーへの関連付けを行い、パッケージしてユーザーにデプロイする仮想マシンで
す。ACE インスタンスは、ACE という短縮形で表記されます。

ACE 2 の新機能は以下のとおりです。

ACE 2Management Server 

システム管理者は ACE 2Management Server を使用して、ACE インスタンスの管
理、インスタンスに対するポリシーの変更の動的な公開、パッケージのテストと
デプロイを簡単に行えるようになりました。Active Directory サービスとの統合が
新たに追加され、役割ベースのセキュアな SSL 通信を使用した、Active 
Directory/LDAP との安全な統合を実現します。
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管理者は 2 つの方法を使用して ACE 2Management Server と通信できます。1 つ
は、Workstation ACE Edition のインスタンス ビューから直接通信する方法、もう
1 つは、ACE 2Management Server の Help Desk アプリケーションにブラウザ
ベースでアクセスする方法です。

管理者はインスタンス ビューを使用して、すべての管理対象 ACE インスタンス
を表示および制御できます。詳細検索機能を使用すると、データベース内でイン
スタンスをすばやく見つけることができます。検索可能なカスタム フィールド
を追加することによって、インスタンス ビューをカスタマイズできます。

ACE 2Management ServerHelp Desk アプリケーションは、管理機能の一部を、任
意のブラウザから役割ベースのアクセスによって使用できるようにすることを目
的とした、Web ベースのアプリケーションです。詳しくは、「VMware Help Desk 
Web アプリケーションの使用（P.248）」を参照してください。

サーバでは、Apache 2.0 Web サーバを使用します。ACE 2Management Server で
は外部 RDBMS の使用をサポートしています。サポートされるのは、Oracle 10g、
Microsoft SQL Server 2000 以降、および Postgres 7.4 以降です。また、本製品に
は SQLite データベースが内蔵されています。

ACE 2Management Server のシステム要件については「ACE 2Management Server
（P.30）」を、ACE 2Management Server のインストールと構成については第 4 章
「ACE 2Management Server のインストールと構成（P.55）」を参照してください。

ACE 2Management Server アプライアンス

ACE 2Management Server を本番仮想アプライアンスとして使用できるように
なりました。このアプライアンスは、事前にインストールおよび構成されてい
る自己完結型の ACE 2Management Server であり、仮想マシン内にパッケージ
されています。このアプライアンスにより、ご使用の環境で ACE 
2Management Server を迅速に稼働させることができます。ACE 2Management 
Server アプライアンスでは、他の ACE 2Management Server のインストール構
成で提供される VMware サポート オプションがすべて提供されます。

Pocket ACE

システム管理者は Pocket ACE を使用して、USB ポータブル メディア デバイス
（USB フラッシュ ドライブや Apple iPod モバイル デジタル デバイス、ポータブル 
ハード ドライブなど）に ACE をバンドルしてデプロイできます。Pocket ACE は
USB ポータブル メディア デバイスから直接実行できるように設計されており、ソ
フトウェアにバンドルされている VMware Player を使用して実行できます。

仮想プリンタ

VMware ACE では、ホスト OS に構成されているプリンタを使用するよう ACE イ
ンスタンスを構成できます。
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Linux システムを ACE ユーザーのマシンのホスト システムとして使用可能

単一のパッケージを作成して、そのパッケージを Windows または Linux ホスト
OS のどちらにもインストールできます。

インスタンスのカスタマイズ

インスタンスのカスタマイズ機能は、Microsoft Sysprep デプロイ ツールのアク
ションを自動化して、すでにユーザーのマシンに配布されているインスタンスを
カスタマイズするプロセスを簡略化します。この機能により、数多くのユーザー
に対して、単一のパッケージを素早く簡単にデプロイおよびカスタマイズできる
ようになります。

リモート ドメイン参加

リモート ドメイン参加機能（パッケージ設定エディタのインスタンスのカスタ
マイズ ページで設定）により、独自の VPN クライアント / サーバ設定を使用し
て、指定したドメインにリモート ACE インスタンスを自動的に参加させること
ができます。

モジュール式の ACE コンポーネント 

ACE 2 では、ACE の配布とインスタンスにおける高い柔軟性と移動性を実現して
います。Workstation ACE Edition と ACE パッケージを同じマシン上にインストー
ルできます。また、1 台のユーザー マシン上に複数の ACE インスタンスをイン
ストールできます。同一システム内であれば、インスタンスを簡単に移動できま
す。さらに、特定のタイプの ACE インスタンスをホスト コンピュータ間で移動
することも可能です（第 10 章「Pocket ACE（P.215）」を参照）。システム管理者
またはユーザーは、同じマシン上の他の ACE インスタンスに影響を及ぼさずに、
1 つまたは複数の ACE インスタンスを削除できます。

ポリシーおよびパッケージ設定の更新

適用できるポリシーおよびパッケージ設定と、ポリシーの更新に使用できる方法
が強化され、デプロイされた ACE のセキュリティ向上と管理が容易になりまし
た。すべてのポリシーは動的に変更できます。ポリシーおよびパッケージ設定の
機能強化の概要は以下のとおりです。

ネットワーク アクセス　これらのポリシーを使用して、ACE インスタンスの
ユーザーに許可するネットワーク アクセスを、詳細かつ柔軟に管理できま
す。ACE 2 のネットワーク アクセス機能では、パケット フィルタリング 
ファイアウォールを使用することで、ACE インスタンスやそのホスト シス
テムからアクセスできるマシンやサブネットを厳密に指定できます。たとえ
ば、VPN サーバにのみ接続できるようインスタンスを構成し、その他のリ
ソースへのアクセスはその VPN サーバに管理させる、といったことが可能
です。また、ネットワーク アクセス設定をカスタマイズして、ネットワー
ク アドレス、トラフィックの方向、プロトコル、およびポートに基づいて
フィルタリングを行うこともできます。
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アクセス コントロール　新たなアクティベーション ポリシー（認証と並ぶ
アクセス コントロール ポリシーの 1 つ）を使用して、ACE パッケージのイ
ンストール後に ACE インスタンスのアクティベーションを実行できるユー
ザーを決定することで、ACE インスタンスをより詳細にコントロールでき
ます。

ポリシーの更新頻度　このポリシーでは、特定の ACE Master から作成された
管理対象 ACE インスタンスを、ACE 2Management Server に接続してポリ
シーの更新を行わずに使用できる期間を指定できます。

取外し可能デバイス　このポリシーでは、ACE インスタンスに対する取外
し可能デバイスの接続および切断をユーザーに許可するかどうかを制御で
きます。

USB デバイス　このポリシーでは、特定の ACE Master から作成された ACE イ
ンスタンスでアクセスすることのできる USB デバイスおよびデバイス クラ
スを詳細に指定できます。

コピー保護　（スタンドアロンおよび管理対象インスタンスの両方）このポ
リシーでは、ACE インスタンスが最初にインストールされた場所からのみ
実行できるように指定できます。管理対象インスタンスの場合は、このポリ
シーを使用して、ユーザーに管理者の承認なしでのインスタンスの移動 / コ
ピーを許可するかどうかを指定できます。

スナップショット　このポリシーを使用して、ユーザー自身が自分の設定し
たスナップショットや再イメージ スナップショットを制御できるようにす
るかどうかを指定できます。これらの制御は、相互に独立しています。

ホストおよびゲスト データ スクリプト　このポリシーでは、ACE インスタ
ンスのパワーオン後にホスト OS で実行するスクリプトを指定できます。こ
のスクリプトを使用して、ホストに関する情報をゲスト OS に渡すことがで
きます。

管理者モード　このポリシーを使用して、ユーザーのマシン上にある仮想マ
シン設定の直接構成（Windows システムのみ）、および、ユーザーには許可
されていないスナップショット コマンドの使用が可能になります。このポ
リシーのパスワード設定を使用することで、スタンドアロン ACE インスタ
ンス上の vmware-acetool コマンド ライン トラブルシューティング プログ
ラムへのアクセスも提供できます。

ランタイム環境設定　このポリシーではランタイムの設定を構成できます。
システム管理者はこのポリシーを使用して、ACE インスタンスの実行中に
ユーザーが自身のマシン上でどの設定にアクセスできるかを指定できます。
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ホットフィックス　このポリシーを使用して、スタンドアロン ACE インスタ
ンスのホットフィックス機能を有効にすることができます。ホットフィック
ス ポリシーを使用して、パスワードの失念やインスタンスの期限切れなど
の特定の問題に関するホットフィックスのリクエストをユーザーに許可する
ことができます。

リソースの署名　このポリシーを使用して、ACE リソースをあらゆる改変か
ら保護するよう指定できます。

カスタム EULA パッケージ設定　このパッケージ設定を使用して、ACE イン
スタンスのアクティベーション時に表示されるカスタム EULA（エンド ユー
ザー使用許諾契約書）を指定できます。この機能により、ユーザーがインス
タンスの初回実行時に確認して同意する必要のある使用許諾契約書に、カス
タムのメッセージを表示できます。

パッケージの有効期限（パッケージ設定）このパッケージ設定を使用して、
ACE パッケージをインストールすることが可能な期限を指定できます。

トラブルシューティング ツール

システム管理者は vmware-acetool コマンド ライン プログラムとホットフィック
ス機能を使用して、スタンドアロン ACE インスタンス上でのユーザーの一般的
な問題に対応できます。管理対象インスタンスの場合は、この種の同じ問題に対
して、Help Desk Web アプリケーションとインスタンス ビューを使用して対応で
きます。

プレビュー モードの機能強化

プレビュー モードでは、ユーザーのマシン上で ACE インスタンスがどのように
動作するかをプレビューすることができ、ポリシーの変更が ACE ユーザーのマ
シンにどのように影響するかを、パッケージ作成とインストールを行わずに確認
できます。また、時間と手間のかかるパッケージ全体のデプロイとインストール
を行うことなく、ACE パッケージに対して選択した数多くの設定の効果を確認
できます。

新たに ACE と Workstation を統合

VMware ACE 製品は VMware Workstation の上位製品となりました。これにより、
両方の製品のメリットをすべて、使いやすい 1 つのインターフェイスで使用で
きます。複数のスナップショットや完全クローン / リンククローンといった
Workstation 機能を使用できます。

このリリースで推奨されるハードウェアおよびソフトウェア
以下のセクションでは、このリリースで推奨されるハードウェアおよびソフトウェア
について説明します。
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Workstation ACE Edition（ACE 管理者）
Workstation ACE Edition のパフォーマンスを最大限に高めるためには、次のようなシ
ステム構成が最低限必要となります。以下の要件リストをベースラインとして使用し
てください。ACE は多くの点において物理コンピュータと類似しており、物理コン
ピュータと同様に、一般的には、高速のプロセッサと大容量のメモリを使用するとパ
フォーマンスが向上します。

PC ハードウェア

標準 PC

1000MHz 以上の x86 互換、x86-64 アーキテクチャのプロセッサを推奨（最低要
件は 600MHz）

主な互換プロセッサ：

Intel：Celeron、Pentium II、Pentium III、Pentium 4、Pentium M（Centrino モバ
イル テクノロジー搭載コンピュータを含む）、Xeon（Prestonia を含む）、AMD、
Athlon、Athlon MP、Athlon XP、Duron、Opteron、AMD64 Opteron、Athlon 64

マルチプロセッサ システム

Intel IA-32e CPU（試験的サポート）

メモリ：

ホストOSに加えて、各ゲストOSとホスト/ゲストで稼働するアプリケーショ
ンを実行するのに必要なメモリ（メモリ要件は、各ゲスト OS とアプリケー
ションに付属のドキュメントを参照してください）

1GB を推奨（最低 512MB が必要）

ディスプレイ
16 ビットのディスプレイ アダプタを推奨（8 ビット以上のディスプレイ アダプタが
必要）

ディスク ドライブ
基本インストールに 150MB の空き容量が必要です。

各ゲストOSおよびそこで使用するアプリケーション ソフトウェアに最低1GBの
空きディスク容量を推奨します。デフォルトのセットアップを使用する場合、実
際に必要なディスク容量は、ゲスト OS とアプリケーションを物理コンピュータ
にインストールして実行する場合とほぼ同じになります。

パッケージの作成に追加のディスク容量が必要です。一時ファイルに、パッケー
ジに含まれる仮想マシンと同程度の容量が必要となります。
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IDE/SCSI ハード ドライブ、CD-ROM、DVD-ROM ドライブをサポート

LAN（オプション）

ホスト OS がサポートするすべてのイーサネット コントローラをサポート

非イーサネット ネットワークは、ビルトインされているネットワーク アドレス
変換（NAT）を使用してサポート

Windows ホスト OS（32 ビット）
Windows Vista

Windows XP Home Edition、SP1、SP2
Windows XP Professional、SP1、SP2

（サービスパックを適用していない場合もサポート）

Windows 2000 Server SP3、SP4
Windows 2000 Professional、SP3、SP4 
Windows 2000 Advanced Server、SP3、SP4

Windows Server 2003 Standard Edition、SP1
Windows Server 2003 Web Edition、SP2
Windows Server 2003 Small Business Edition、SP1
Windows Server 2003 Enterprise Edition、SP1
Windows Server 2003 R2

（サービスパックを適用していない場合もサポート）

Windows ホスト OS（64 ビット）
Windows Vista

Windows XP Professional x64 Edition

Windows Server 2003 x64 Edition SP 1
Windows Server 2003 x64 Edition R2

ヘルプ システム用に Internet Explorer 4.0 以降が必要です。

VMware Player（エンド ユーザー クライアント デバイス）
以下のセクションでは、VMware Player のシステム要件について説明しています。

ハードウェア要件
プロセッサの速度　400MHz 以上（500MHz 以上を推奨）
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メモリ　256MB 以上（512MB 以上を推奨）。ホスト OS を実行するのに十分なメモ
リ、および各ゲスト OS とホスト / ゲスト上のアプリケーションを実行するのに
必要なメモリが必要です。（メモリ要件は、各ゲスト OS とアプリケーションに
付属のドキュメントを参照してください。）

ハード ディスク　各ゲスト OS ごとに、1GB 以上の空きディスク容量。
VMware Player のインストール用には、約 70MB が必要です。

対応ホストOS
VMware Player は、Windows と Linux 両方のホスト OS で利用できます。

Windows ホスト OS（32ビット）

Workstation では、以下の 32 ビット Windows ホスト OS をサポートしています。

Windows Vista Enterprise Edition
Windows Vista Business Edition
Windows Vista Home Basic Edition および Premium Edition
Windows Vista Ultimate Edition

Windows Server 2003 Standard Edition、SP1
Windows Server 2003 Web Edition、SP2
Windows Server 2003 Small Business Edition、SP1
Windows Server 2003 Enterprise Edition、SP1
Windows Server 2003 R2

（サービスパックを適用していない場合もサポート）

Windows XP Home Edition、SP1、SP2
Windows XP Professional、SP1、SP2

（サービスパックを適用していない場合もサポート）

Windows 2000 Server SP3、SP4
Windows 2000 Professional、SP3、SP4 
Windows 2000 Advanced Server、SP3、SP4

Windows ホスト OS（64ビット）

Windows Vista Enterprise Edition
Windows Vista Business Edition
Windows Vista Home Basic Edition および Premium Edition
Windows Vista Ultimate Edition

Windows Server 2003 x64 Edition SP 1
Windows Server 2003 x64 Edition R2

Windows XP Professional x64 Edition
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ヘルプ システムを利用するには、Web ブラウザが必要となります。

Linux ホスト OS（32 ビット）

サポートされるディストリビューションとカーネルのリストは次のとおりです。この
要件を満たさないシステムでは Workstation が動作しないことがあります。

Mandriva Linux 2006 および 2007 
Mandriva Corporate Desktop 4.0
Mandriva Corporate Server 4.0
Mandrake Linux 10.1
Mandrake Linux 9.0　ストック 2.4.19

Red Hat Enterprise Linux 5.0 

Red Hat Enterprise Linux WS 4.5
Red Hat Enterprise Linux AS 4.0、アップデート 1、2、3、4
Red Hat Enterprise Linux ES 4.0、アップデート 1、2、3、4
Red Hat Enterprise Linux WS 4.0、アップデート 1、2、3、4

Red Hat Enterprise Linux AS 3.0、アップデート 1、2、3、4、5、6、7、8
Red Hat Enterprise Linux ES 3.0、アップデート 1、2、3、4、5、6、7、8
Red Hat Enterprise Linux WS 3.0、アップデート 1、2、3、4、5、6、7、8

Red Hat Enterprise Linux 2.1　ストック 2.4.9-e3

Red Hat Linux 9.0　ストック 2.4.20-8、アップグレード 2.4.20-20.9
Red Hat Linux 8.0　ストック 2.4.18
Red Hat Linux 7.3　ストック 2.4.18
Red Hat Linux 7.2　ストック 2.4.7-10、アップグレード 2.4.9-7、
アップグレード 2.4.9-13、アップグレード 2.4.9-21、アップグレード 2.4.9-31
Red Hat Linux 7.1　ストック 2.4.2-2、アップグレード 2.4.3-12
Red Hat Linux 7.0　ストック 2.2.16-22、アップグレード 2.2.17-14

注意   新しく Linux カーネルやディストリビューションがリリースされる度に、当社
では該当ホスト プラットフォームでの安定性と信頼性の確保を目指して製品の修正
とテストを行います。VMware では、新しいカーネルやディストリビューションへの
サポートを迅速に提供するために最善を尽くしています。しかし、下記のリストに追
加されていないカーネルやディストリビューションについて、VMware 製品での使用
はサポートされません。最新のプレビルト モジュールは、当社 Web サイトのダウン
ロード エリア（www.vmware.com/download/）で入手できます。

http://www.vmware.com/download/
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SUSE Linux Enterprise Server 10
SUSE Linux Enterprise Server 9 SP4（ベータ）
SUSE Linux Enterprise Server 9、9 SP1、9 SP2、9 SP3

（サービスパックを適用していない場合もサポート）
SUSE Linux Enterprise Server 8　ストック 2.4.19

openSUSE 10.2（旧称 SUSE Linux 10.2）
SUSE Linux 10.1
SUSE Linux 10 
SUSE Linux 9.3
SUSE Linux 9.2、SP1
SUSE Linux 9.1　ストック 2.6.4-52
SUSE Linux 9.0　ストック 2.4.21-99
SUSE Linux 8.2　ストック 2.4.20

Ubuntu Linux 6.10 
Ubuntu Linux 6.06
Ubuntu Linux 5.10
Ubuntu Linux 5.04

ヘルプ システムを利用するには、Web ブラウザが必要となります。

Linux ホスト OS（64 ビット）

サポートされるディストリビューションとカーネルのリストは次のとおりです。この
要件を満たさないシステムでは Workstation が動作しないことがあります。

Mandriva Linux 2006 および 2007
Mandriva Corporate Desktop 4.0
Mandriva Corporate Server 4.0

重要：64 ビット Mandriva ホストでは、32 ビット互換ライブラリ（32 ビット
glibc、X11、および libXtst.so）が必要です。

注意   新しく Linux カーネルやディストリビューションがリリースされる度に、当社
では該当ホスト プラットフォームでの安定性と信頼性の確保を目指して製品の修正
とテストを行います。VMware では、新しいカーネルやディストリビューションへの
サポートを迅速に提供するために最善を尽くしています。しかし、下記のリストに追
加されていないカーネルやディストリビューションについて、VMware 製品での使用
はサポートされません。最新のプレビルト モジュールは、当社 Web サイトのダウン
ロード エリア（www.vmware.com/download/）で入手できます。

http://www.vmware.com/download/


VMware ACE 管理者マニュアル

30 VMware, Inc.  

Red Hat Enterprise Linux 5.0

Red Hat Enterprise Linux 4.5
Red Hat Enterprise Linux AS 4.0、アップデート 3、4
Red Hat Enterprise Linux ES 4.0、アップデート 3、4
Red Hat Enterprise Linux WS 4.0、アップデート 3、4

Red Hat Enterprise Linux AS 3.0、ストック 2.4.21、アップデート 2.4.21-15、6、7、8
Red Hat Enterprise Linux ES 3.0、ストック 2.4.21、アップデート 2.4.21-15、6、7、8
Red Hat Enterprise Linux WS 3.0、ストック 2.4.21、アップデート 2.4.21-15、6、7、8

SUSE Linux Enterprise Server 10
SUSE Linux Enterprise Server 9 SP4（ベータ）
SUSE Linux Enterprise Server 9（SP1、SP2、SP3）

（サービスパックを適用していない場合もサポート）

openSUSE 10.2（旧称 SUSE Linux 10.2）
SUSE Linux 10.1
SUSE Linux 10
SUSE Linux 9.3 
SUSE Linux 9.2、SP1
SUSE Linux 9.1　ストック 2.6.4-52

Ubuntu Linux 6.10
Ubuntu Linux 6.06
Ubuntu Linux 5.10
Ubuntu Linux 5.04

重要：64 ビット Ubuntu 6.x ホストでは、32 ビット互換ライブラリ（32 ビット
glibc および X11）が必要です。

これらのオペレーティング システムのバージョンの詳細については、『ゲスト OS イ
ンストールガイド』を参照してください。ヘルプ システムを利用するには、Web ブ
ラウザが必要となります。

ACE 2Management Server 
以下のセクションでは、ACE 2Management Server のシステム要件について説明し
ます。

ハードウェア

1,200MHz 以上の x86 互換、x86-64 アーキテクチャのプロセッサを推奨（最低要件
は 800MHz）
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主な互換プロセッサ：

Intel：Celeron、Pentium II、Pentium III、Pentium 4、Pentium M（Centrino モバ
イル テクノロジー搭載コンピュータを含む）、Xeon（Prestonia を含む）、AMD、
Athlon、Athlon MP、Athlon XP、Duron、Opteron、AMD64 Opteron、Athlon 64

マルチプロセッサ システム

Intel IA-32e CPU（試験的サポート）

メモリ：

1024MB を推奨（最低 256MB が必要）

ディスプレイ
16 ビットのディスプレイ アダプタを推奨（8 ビット以上のディスプレイ アダプタが
必要）

ディスク ドライブ

基本インストールに 40MB のディスク空き容量が必要（10GB 以上のディスク空き容
量を推奨） 

LAN 

オペレーティング システムがサポートするすべてのイーサネット コントローラをサ
ポート

Windows オペレーティング システム
Windows Server 2003 Web Edition SP1、Windows Server 2003 Standard Edition 
SP1、Windows Server 2003 Enterprise Edition SP1（64 ビットおよび R2 Edition を
含む）

Windows XP Professional（64 ビット版を含む）

Windows 2000 Server Service Pack 4、Windows 2000 Advanced Server Service 
Pack 4

Linux オペレーティング システム

Red Hat Enterprise Linux Advanced Server 4.0、Update 4 

SUSE Linux Enterprise Server 9 Service Pack 3
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外部データベース

SQLite データベース エンジンが ACE 2Management Server に内蔵されています。

この他に、ODBC 接続経由で外部データベースを使用できます。

Windows ベースのサーバの場合：Microsoft SQL Server 2000 以降、
Oracle Database 10g

Linux ベースのサーバの場合：PostgreSQL 7.4 以降 

Red Hat Enterprise Linux Advanced Server 4.5 以降 

Webブラウザ
ACE 2Management Server の構成、および ACE 2Management ServerHelp Desk Web ア
プリケーションには、以下の Web ブラウザが必要です。

Mozilla Firefox 1.52 以降 

Internet Explorer 6.0 以降
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本章では、Workstation ACE Edition を使った仮想マシンの作成方法とユーザーへの仮
想マシンのデプロイ方法に関する概要を記載しています。

本章で使用される用語（P.33）

管理ワークステーションのセットアップ（P.34）

Workstation ACE Edition ウィンドウの概要（P.35）

ユーザーに配布するパッケージを作成（P.41）

ACE パッケージを作成およびデプロイするための基本的な手順（P.42）

常に最新のユーザー環境を保持（P.43）

本章で使用される用語
本章では、以下の用語が繰り返し使用されています。本章およびこのマニュアルの他
の章で使用している他の ACE 用語の定義については、「用語集（P.277）」を参照して
ください。

ACE オプション パック　インストールされた Workstation 6 のコピーを
Workstation ACE Edition に変換するために必要な追加ライセンスです。

Workstation ACE Edition　ACE パッケージの作成、デプロイ、更新、および
ACE インスタンスの管理を行うために、管理者が使用するプログラムです。
Workstation 6 をインストールして ACE オプション パックのキーを入力する
と、Workstation ACE Edition が有効になります。

ACE インスタンス　ACE 管理者が作成し、仮想権利マネジメント（VRM）ポリ
シーへの関連付けを行い、パッケージしてエンド ユーザーにデプロイする仮想
マシンです。ACE インスタンスは、ACE という短縮形で表記されます。

Workstation ACE Edition の
基本操作 2
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ACE 2Management Server　ACE インスタンスのアクティベーションと追跡、お
よび ACE インスタンス用の動的ポリシーのホスティングを行うために、ACE 管
理者がオプションでインストールして使用できるサーバです。

ACE Master　ACE 管理者によって作成される仮想マシン テンプレートです。
ACE Master にさまざまなポリシーやデバイスおよびパッケージ設定を構成し、
これをベースとして使用して、ACE ユーザーに送信するパッケージを作成でき
ます。

パッケージ　ユーザーに配布するインストール可能なバンドルです。ACE 管理者
は、完全パッケージ、Pocket ACE パッケージ、ポリシーの更新 パッケージ、サー
バ アップデート パッケージ、カスタム パッケージを含む数種類のパッケージを
作成できます。フル パッケージには、ACE Master 構成ファイル、仮想ディスク 
ファイル、ポリシー、パッケージ インストーラ、および ACE Master 用のリソー
ス ファイルが含まれます。また、ACE インスタンスの実行に使用される仮想ラン
タイム環境（VMware Player）アプリケーションも含まれます。その他のパッケー
ジ タイプは、これらのコンポーネントのサブセットを含みます。

管理対象ACEインスタンス　ACE 2Management Serverによって管理されるACEイ
ンスタンスです。

スタンドアロンACEインスタンス　ACE 2Management Serverによって管理され
ない ACE インスタンスです。スタンドアロン ACE インスタンスのポリシーや他
の設定に対する変更はすべて、管理者がユーザーに更新を配布することによっ
て行われます。

管理ワークステーションのセットアップ
システム管理者は、まず Workstation ACE Edition ソフトウェアをワークステーション

（本マニュアルでは以後ホスト コンピュータと呼びます）にインストールする必要が
あります。インストール後は、エンドユーザーに配布する仮想マシンを作成、管理す
るツールとして Workstation ACE Edition を実行できます。

企業内に既に規格化された仮想マシンのライブラリが存在する場合は、ご使用のホス
ト コンピュータからそのライブラリへのネットワーク アクセスが必要です。

新しく仮想マシンを作成する場合は、その仮想マシンにインストールするゲスト OS
やアプリケーション ソフトウェアのインストーラへのアクセスが必要です。

オペレーティング システムは CD からインストールできるほか、ローカル ドライブ
やネットワーク上の ISO イメージ ファイルや、PXE サーバからもインストールでき
ます。ネットワーク ドライブ上の ISO ファイルに接続する場合は、ホスト コン
ピュータのネットワーク機能を使います。
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アプリケーション ソフトウェアは、CD のほか、ローカル ドライブやネットワーク上
のインストーラからもインストールできます。ネットワーク上のインストーラに接続
する場合は、仮想マシンのネットワーク機能を使います。仮想マシンのネットワーク
についての詳細は、『Workstation ユーザーマニュアル』を参照してください。ローカ
ル ドライブ上のインストーラを使用する必要がある場合は、仮想マシンのネット
ワーク機能を使用できます。

以下の 2 種類のファイル用に十分なディスク容量を準備しておいてください。

仮想マシン ファイル　各仮想マシンのファイルはかなり大きくなり、時には数
ギガバイトに達することもあります。ファイルのデフォルトの格納場所は、
C:\Documents and Settings\<username>\My Documents\My Virtual 
Machines です。デフォルトの格納場所を変更する場合は、[ 編集 ] - [ 環境設
定 ] - [ ワークスペース ] を選択してください。新しく仮想マシンを作成する時
に、その仮想マシンのファイルの保存先として、デフォルト以外の格納場所
を指定することも可能です。

パッケージ ファイル　Workstation ACE Edition で作成されるパッケージ ファイル
のサイズは、かなり大きくなる場合があります。デフォルトでは、パッケージ 
ファイルは、該当する ACE Master のフォルダ内にある Packages という名前の
フォルダに格納されます。パッケージを作成する際に、そのパッケージのファイ
ルの格納場所を変更することも可能です。

また Workstation ACE Edition は、パッケージを作成する際に大量の一時作業領
域を必要とします。必要なサイズは、パッケージの全コンポーネントを合計し
たサイズの約 2 倍となります。ウィザードに、必要な容量、およびそれが必要
となる場所に関する情報が表示されます。十分な空き領域がない場合は、ウィ
ザードがエラー メッセージを表示します。この場合、該当するドライブ上の
ファイルを移動または削除することで、ウィザードの作業ファイル用の領域を
確保できます。

Workstation ACE Edition ウィンドウの概要
Workstation ACE Edition ウィンドウを使用して、以下のような、ほとんどの ACE 管理
タスクを実行します。

ACE Master の作成と構成　詳細については、第 5 章「ACE Master の作成と構成
（P.95）」を参照してください。

ACE Master のポリシーの設定　詳細については、第 6 章「ポリシーの設定と使用
および VMware Player のカスタマイズ（P.113）」を参照してください。

ACE Master のパッケージ設定の指定　詳細については、第 7 章「パッケージ設定
（P.177）」を参照してください。
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ACE Master とそのポリシーおよび VMware Player アプリケーションを使用した
パッケージ作成（または更新されたポリシーのみのパッケージ作成）　詳細につ
いては、第 8 章「パッケージの作成とユーザーへのデプロイ（P.195）」を参照し
てください。

ACE パッケージまたは更新されたポリシーを配布する前のテストまたはプレ
ビュー　詳細については、第 9 章「プレビュー、保存、テスト、公開（P.207）」
を参照してください。

ACE のセットアップの一環として、Workstation ACE Edition に ACE 2Management 
Server を 1 つ以上セットアップした場合は、Workstation ACE Edition ウィンドウ内の
コントロールとオプションを使用して、これらのサーバに関連付けた ACE Master を
管理することもできます。

このセクションのトピックは以下のとおりです。

Workstation ACE Edition ウィンドウ内のコマンドへのアクセス（P.36）

Workstation ACE Edition ウィンドウの構成要素（P.37）

サイドバーの ACE Master アイコン（P.38）

ACE 2Management Server への ACE Master の追加（P.38）

サイドバーへの ACE Master の表示（P.38）

ホームページの ACE アイコンの使用（P.38）

ACE Master のサマリの表示（P.39）

ACE 2Management Server が管理する全 ACE インスタンスのサマリの表示（P.39）

[ACE] メニュー（P.39）

[ ファイル ] メニューの [ 新規 ACE Master]、[ACE 2Management Server に接続 ]
（P.40）

ACE Master ツールバー（P.40）

ユーザーにトラブルシューティングを提供（P.43）

Workstation ACE Edition ウィンドウ内のコマンドへのアクセス
インターフェイスのコマンドには、いくつかの方法でアクセスできます。

メニュー オプション

右クリックのコンテキスト メニュー

開いている ACE Master のサマリ ビューに表示されるコマンド
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本書では通常、手順の説明ではメニュー オプションのみを記載していますが、各コ
マンドには任意の方法を使用してアクセスできます。使用可能なメニュー オプショ
ンがない場合（たとえば、[ ポリシーをサーバに公開 ] はサマリ ビューでのみ使用
できます）、本書では、該当するオプションを使用するためのステップを記載して
います。

Workstation ACE Edition ウィンドウの構成要素
Workstation ACE Edition ウィンドウは、標準の Workstation ウィンドウとほぼ同じで
すが、わずかに異なる点があります。標準の Workstation ウィンドウと同様に、次の
ような要素が含まれています。

ホームページ、サマリ ビュー、コンソール ビュー

ツールバー

サイドバー

これらのウィンドウ要素の使用およびカスタマイズ方法を含む、標準の
Workstation ウィンドウについての詳細は『Workstation ユーザーマニュアル』
で「VMware Workstation ウィンドウの概要」を参照してください。

標準の Workstation ウィンドウ要素に加えて、Workstation ACE Edition ウィンドウに
は以下の要素があります。

サイドバーの ACE Master アイコン

サイドバーの [ 最近使った ACE 2Management Server] セグメント

ACE Master に特化したレイアウトおよびコマンドを備えたサマリ ビュー

ホーム ページの新しい [ACE Master] アイコンと [ 既存の仮想マシン、チーム、また
は ACE Master を開く ] アイコン

ACE 2Management Server 上でアクティベーションおよび追跡される ACE インス
タンス用のインスタンス ビュー

[ACE] メニュー

ACE Master ツールバー（[ ポリシーを編集 ]、[ パッケージ設定の編集 ]、[ 新規パッ
ケージの作成 ]、[Pocket ACE パッケージの作成 ]、および [Player でプレビュー ]
アイコンが含まれます）

[ファイル ]メニュー内の [新規ACE Master] コマンドおよび [ACE 2Management 
Server に接続 ] コマンド

これらの Workstation ACE Edition ウィンドウ要素の使用方法について、以下のサブセ
クションで説明します。
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サイドバーの ACE Master アイコン
ACE Master アイコン（ ）は、その項目が ACE 管理者によって作成された
ACE Master（ACE 管理者の作成した仮想マシン テンプレート）であることを示して
います。ACE Master にさまざまなポリシーやデバイスおよびパッケージ設定を構成
し、これをベースとして使用して、ACE ユーザーに送信するパッケージを作成でき
ます。

ACE 2Management Server への ACE Master の追加
ACE 2Management Server が 1 つ以上インストールおよび構成されている場合は、こ
れらのサーバに ACE Master を関連付けたうえで、サーバを使用してインスタンスの
アクティベーション、インスタンスの追跡、および、ポリシーやインスタンスのカス
タマイズ データ、および他の各 ACE インスタンス データの動的な更新を行うことが
できます。

ACE 2Management Server をインストールおよび構成して ACE のデプロイを管理する
方法については、第 4 章「ACE 2Management Server のインストールと構成（P.55）」
を参照してください。

ACE Master を作成する際に、以下のいずれかの方法を使用して ACE Master を ACE 
2Management Server に関連付けます。

新規 ACE Master ウィザードを使用して新しい ACE Master を作成します。第 5 章
「ACE Master の作成と構成（P.95）」を参照してください。

既存の仮想マシンのクローンを ACE Master として作成します（新規 ACE Master
ウィザードの [ 既存の仮想マシンから ACE Master を作成 ] オプション、または
[VM] - [ACE Master にクローンを作成 ] を使用）。第 5 章「ACE Master の作成と構
成（P.95）」を参照してください。

どちらの方法にも、サーバ アドレスとポートを指定することで ACE Master の ACE 
2Management Server を選択できるステップが含まれています。

サイドバーへの ACE Master の表示
ACE Master がサイドバーのリストから削除されてもディスクから削除されていない
場合、その ACE Master はサイドバーに表示されないことがあります。ディスク上で
その ACE Master の構成ファイルを見つけることができれば、その ACE Master をサイ
ドバーに再度追加できます。

ホームページの ACE アイコンの使用
標準の Workstation のほかに、Workstation ACE Edition のホームページには以下のア
イコンが表示されます。
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新規 ACE Master

既存の仮想マシン、チーム、または ACE Master を開く

ACE Master のサマリの表示 
ACE Master のすべてのサマリを表示するには、サイドバーでその ACE Master の名前
をクリックします。サマリには、以下のスクリーンショットのように、ACE Master
についての詳細情報がすべて表示されます。

ACE Master のサマリ ビューの各部は以下のとおりです。

ヘッダ　ACE Master 名、ACE Master の最終更新日時、.vmxa ファイルが格納され
ているディレクトリ、および、この ACE Master に使用している ACE 
2Management Server の名前（該当する場合）が表示されます。

コマンド　実行可能なコマンドとアクションが一覧表示されます。

ポリシー　ACE Master に適用できるポリシーが表示されます。

メモ　お使いの ACE Master に関するメモを入力できる領域です。

パッケージ設定　作成する各パッケージに対して設定できる、および適用されて
いるパッケージ設定が表示されます。

パッケージの履歴　このACE Masterを使用して作成されたパッケージの履歴が表
示されます。作成時にパッケージに追加されたメモがある場合は、リストに表示
されます。メモの入力方法については、 199 ページの手順 7 を参照してくださ
い。[ パッケージの履歴 ] 内の項目をダブル クリックし、作成済みのパッケージ
のプロパティを表示したり、[ パッケージの履歴 ] に表示されるメモを編集した
りできます。詳細については、「パッケージのプロパティの表示（P.204）」を参
照してください。

ACE 2Management Server が管理する全 ACE インスタンスのサマ
リの表示

単一の ACE 2Management Server によって管理されている全 ACE インスタンスのサ
マリを表示できます。クエリをセットアップすると、これらのサマリ ビューにフィ
ルタを適用できます。詳細については、第 12 章「インスタンス ビュー（P.255）」を
参照してください。

[ACE] メニュー
[ACE] メニューからは、次のコマンドを使用できます。

ポリシー　ポリシー エディタを開きます。第 6 章「ポリシーの設定と使用および
VMware Player のカスタマイズ（P.113）」を参照してください。
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パッケージ設定　パッケージ設定エディタを開きます。第 7 章「パッケージ設定
（P.177）」を参照してください。

Player でプレビュー　プレビュー機能を開始します。この ACE Master から作成し
た ACE インスタンスが、ユーザーのマシンの VMware Player アプリケーション
でどのように実行されるかをプレビューできます。第 9 章「プレビュー、保存、
テスト、公開（P.207）」を参照してください。

新規パッケージ　新規パッケージ ウィザードを開始します。第 8 章「パッケージ
の作成とユーザーへのデプロイ（P.195）」を参照してください。

新規 Pocket ACE パッケージ　Pocket ACE パッケージ ウィザードを開始します。
第 10 章「Pocket ACE（P.215）」を参照してください。

ACE Server　[ACE Server] ダイアログ ボックスを開きます。このダイアログ ボッ
クスを使用して、管理対象 ACE Master 用に、現在関連付けられているものとは
別の ACE 2Management Server を選択できます。「ACE Server の設定（P.107）」を
参照してください。

クローン作成　ACE Master のクローン作成ウィザードを開始します。「既存の
ACE Master から ACE Master のクローンを作成（P.103）」を参照してください。

ディスクから削除　選択した ACE Master をディスクから削除します。ACE Master
のファイルを削除するこのアクションは元に戻せないため、ACE Master が削除
される前に、実行の確認を求める警告メッセージが表示されます。

[ ファイル ] メニューの [新規 ACE Master]、[ACE 2Management 
Server に接続 ]

[ 新規 ACE Master] コマンドを使用すると、新規 ACE Master ウィザードが開始しま
す。このウィザードの使用については、「新規 ACE Master の作成（P.96）」を参照し
てください。

[ACE 2Management Server に接続 ] コマンドを使用すると、[ACE 2Management 
Server に接続 ] ダイアログ ボックスが開きます。このコマンドの使用については、

「[ACE 2Management Server に接続 ] コマンドを使用してインスタンス ビューを開く
（P.263）」を参照してください。

ACE Master ツールバー
ACE Master ツールバーには、以下のアイコンがあります。
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ポリシーを編集　ポリシー エディタを開きます。ポリシー設定については、第 6
章「ポリシーの設定と使用および VMware Player のカスタマイズ（P.113）」を参
照してください。

パッケージ設定の編集　パッケージ設定エディタを開きます。パッケージ設定に
ついては、第 7 章「パッケージ設定（P.177）」を参照してください。

新規パッケージの作成　新規パッケージ ウィザードを開始します。このウィ
ザードを使用したパッケージの作成については、第 8 章「パッケージの作成と
ユーザーへのデプロイ（P.195）」を参照してください。

Pocket ACE パッケージの作成　Pocket ACE パッケージ ウィザードを開きます。
このウィザードの使用については、「ポータブル デバイス用の ACE パッケージの
作成（P.216）」を参照してください。

Player でプレビュー　ACE インスタンスを実行して、ユーザーのマシン上で実行
した場合の動作や、ポリシーの変更がユーザーのマシンにどのように影響するか
をプレビューできます。プレビュー モードの使用については、第 9 章「プレ
ビュー、保存、テスト、公開（P.207）」を参照してください。

ユーザーに配布するパッケージを作成
Workstation ACE Edition を使用して、ACE ユーザーに配布するパッケージを作成しま
す。完全パッケージに含まれる内容は以下のとおりです。

仮想マシン構成ファイル、データ、ポリシー、環境設定、およびリソース

ACEユーザーのマシンでACEインスタンスを実行するためのVMware Playerア
プリケーション、または、Pocket ACE インスタンスの場合は、Player のイン
ストーラ

ACE インスタンスの機能を制御するポリシーのセット

ACE Master 用のその他の「リソース」ファイル

新規パッケージ ウィザードでは、この他にポリシーの更新、サーバ アップデートお
よびカスタムというパッケージ タイプを利用できます。パッケージ タイプについて
は、の「手順 8 「[ パッケージ タイプ ] ページでパッケージ タイプを選択して、[ 次
へ ] をクリックします。」 （P.200）」を参照してください。Pocket ACE パッケージの作
成については、「ポータブル デバイス用の ACE パッケージの作成（P.216）」を参照し
てください。

VMware Player の詳細については、第 11 章「VMware Player と ACE インスタンスのイ
ンストールおよび使用（P.225）」を参照してください。
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ACE パッケージを作成およびデプロイするための基本的な
手順

このセクションでは、ACE パッケージの作成およびデプロイ方法について説明し
ます。

ACE パッケージを作成およびデプロイするには、以下の手順を実行します。

1 新しい ACE Master を作成するか、既存の ACE Master または既存の仮想マシンの
クローンを作成してそれを ACE Master に変換します。

第 5 章「ACE Master の作成と構成（P.95）」を参照してください。

2 仮想マシンにゲスト OS、VMware Tools、その他のソフトウェアをインストール
します。

VMware Tools のインストールについては、『Workstation ユーザーマニュアル』
を参照してください。特定のゲスト OS をインストールする際の注意事項は、当
社 Web サイトやヘルプ メニューから利用可能な『VMware ゲスト OS インス
トールガイド』を参照してください。

3 ACE Master に対してポリシーを設定します。

ここで設定するポリシーを使って、ユーザーが ACE インスタンスで実行できる操
作（ACE インスタンスで利用可能なネットワーク アクセスの種類や、ACE インス
タンスで使用できるホスト コンピュータのデバイス等）を制御します。第 6 章

「ポリシーの設定と使用および VMware Player のカスタマイズ（P.113）」を参照し
てください。

4 ACE Master のパッケージ設定および仮想マシン設定を指定します。

詳しくは、第 7 章「パッケージ設定（P.177）」および第 5 章「ACE Master の作成
と構成（P.95）」を参照してください。

5 ユーザーにデプロイするパッケージを作成します。

Workstation ACE Edition のガイドに従ってプロセスを実行します。詳細について
は、第 8 章「パッケージの作成とユーザーへのデプロイ（P.195）」または「ポー
タブル デバイス用の ACE パッケージの作成（P.216）」を参照してください。

6 ユーザーにパッケージを配布します。

CD、DVD、またはポータブル メディアでパッケージを配布するか、またはネッ
トワークからダウンロードできるようにします。第 8 章「パッケージの作成と
ユーザーへのデプロイ（P.195）」または「ポータブル デバイスへの ACE パッ
ケージのデプロイ（P.219）」を参照してください。
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常に最新のユーザー環境を保持
Workstation ACE Edition は、ユーザーが常に最新の ACE インスタンスを実行するよう
に管理できるツールを提供しています。新しいパッケージを提供して、ACE Master
の置き換え、追加の ACE Master の配布、または VMware Player アプリケーションや
ACE インスタンスに適用されるポリシーの変更などを行うことができます。

ユーザーのパッケージにアップデートを提供しなければならないことがあります。ゲ
スト OS、あるいは ACE インスタンス内で稼働するプログラムのアップデートが必要
となる場合や、ACE インスタンス自体のアップデート、またはパッケージに設定さ
れたポリシーのアップデートが必要となる場合もあります。

詳細については、「パッケージのデプロイ（P.205）」を参照してください。

ユーザーにトラブルシューティングを提供
ユーザーがパスワードを失念したり、ACE インスタンスの有効期限が切れてしまっ
た場合、またはコピー保護機能が適用されている ACE インスタンスを別の場所に移
動してしまった場合には、サポートを提供する必要があります。

管理対象 ACE インスタンスの場合は、Workstation ACE Edition のインスタンス 
ビュー、または Help Desk Web アプリケーションを使用して、これらの問題に対応
できます。これらの詳細については、第 12 章「インスタンス ビュー（P.255）」およ
び「VMware Help Desk Web アプリケーションの使用（P.248）」を参照してください。

スタンドアロン ACE インスタンスの場合は、vmware-acetool コマンド ライン プロ
グラムを使用して、ユーザーのマシン上で直接これらの問題に対応できます。詳細
については、「ACE Tools：vmware-acetool コマンド ライン ツール（P.244）」を参照
してください。また、ホットフィックス機能を使ってこれらの問題に対応すること
もできます。ホットフィックス機能の使用については、「ホットフィックス ポリシー
の設定（P.161）」および「ホットフィックスのリクエストに応答（P.246）」をご覧く
ださい。

ACE インスタンスの構成を、ユーザーのコンピュータ上で変更した方が便利な場合
があります。管理者モードを有効にしている場合は、これによりユーザーのマシン上
で、そのパッケージで VMware Player から ACE インスタンスへの管理者アクセスを
実行できます。詳細については、「管理者モード ポリシーの設定（P.160）」を参照し
てください。

要注意   新しいパッケージを提供して既存の ACE インスタンスを上書きすると、その
ACE インスタンスに保存されているユーザーのデータやカスタム設定はすべて失われ
ます。
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ご使用のワークステーションでの Workstation ACE Edition のインストール、アンイン
ストール、構成についての詳細、およびインストール、ライセンス、アップグレード
関連のトピックについては、次の項目を参照してください。

ACE Option Pack と ACE クライアントのライセンス（P.45）

Workstation ACE Edition の環境設定（P.48）

ユーザーのマシンへの ACE インスタンスのインストール（P.48）

VMware ACE 1.x から VMware ACE 2 へのアップグレード（P.49）

ACE Option Pack と ACE クライアントのライセンス
ACE 2 の管理者用の機能とコントロールの多くは、Workstation 6 に組み込まれ
ています。Workstation 6 のユーザーがこれらの ACE 2 機能を使用するためには、
ACE Option Pack を入手する必要があります。

ACE Option Pack はこれらの機能を有効化して、既存の Workstation 6 を Workstation 6 
ACE Edition へと切り替えるためのライセンスです。新たにソフトウェアのダウンロー
ドを行う必要はありません。

以降のセクションでは、ACE Option Pack と ACE クライアントのライセンスについて
説明します。

ACE Option Pack のライセンス
ACE Option Pack のライセンスを Workstation 6 に入力すると、ご使用の Workstation
が Workstation ACE Edition になります。Workstation ACE Edition では、ACE 仮想マシ
ンを含んだ ACE パッケージを生成できます。すべての ACE パッケージは、対象とな

Workstation ACE Edition の
インストール、構成、および
アップグレード 3
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るエンド ユーザーのマシン上で ACE クライアントのライセンスを必要とします。
ACE クライアントのライセンスは、シリアル番号ベースのライセンス キーです。こ
のキーは、ACE のパワーオン時（ライセンス キーが検出されない場合）か、
[VMware Player] - [ACE クライアントのライセンスを入力 ] を選択して入力する必要が
あります。ACE クライアントのライセンスは、使用するデバイスが PC であるか、
ノート型パソコンであるか、または USB フラッシュ ドライブ（Pocket ACE を格納す
る）などのポータブル メディア デバイスであるかに関係なく、デバイス自体に関連
付けられます。

ACE ボリューム ライセンス キー
ACE 2 では、ボリューム ライセンス キーも導入されました。このボリューム ライセ
ンス キーは、Standard Edition と Enterprise Edition の両方の製品で使用できます。ボ
リューム ライセンス キーを使用している Workstation ACE Edition では、すべての
ACE パッケージに ACE クライアントのライセンスを自動的に埋め込みます。ライセ
ンスが埋め込まれた ACE パッケージでは、インストール時にユーザーが ACE クライ
アントのライセンスのシリアル番号を入力する必要がありません。

ACE クライアントのライセンス
ACE クライアントのライセンスは、デバイス固有のライセンスです。これらのライ
センスの使用条件の詳細は、www.vmware.com で公開されている ACE のエンド ユー
ザー使用許諾契約書に記載されています。ライセンスを提供されたデバイスでは、任
意の数の ACE インスタンスを実行できます。ACE クライアントのライセンスは、特
定の ACE インスタンスではなく、そのクライアントがインストールされているデバ
イスに関連付けられています。このデバイスには、PC、ノート型パソコン、および
USB フラッシュ ドライブ（Pocket ACE を格納）などのポータブル メディア デバイス
が含まれます。

ACE ボリューム ライセンス キーは、ACE 管理者にとって便利なツールです。ボ
リューム ライセンスの場合も、デバイス固有のライセンスという同じ規則が適用さ
れます。つまり、ACE インスタンスがインストールされた各デバイスに、ACE クラ
イアントのライセンスを 1 つ関連付ける必要があります。

ACE Option Pack のライセンス キーを入力するには、以下の手順を実行します。

1 ACE Option Pack のシリアル番号を入手します。

2 Workstation アプリケーションを開始します。

3 [ ヘルプ ] - [ シリアル番号の入力 ] を選択します。

4 ダイアログ ボックスで、該当するフィールドにシリアル番号とユーザー名、組
織名を入力します。
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5 [OK] をクリックします。

6 Workstation アプリケーションをシャットダウンしてから、再度起動します。
Workstation が Workstation ACE Edition に変換され、Workstation 6 の全機能に加
えて ACE 固有の機能が提供されます。

ACE ボリューム ライセンス キーを入力するには、以下の手順を実行します。

1 ACE ボリューム ライセンス キーのシリアル番号を入手します。

2 Workstation アプリケーションを開始します。

3 [ ヘルプ ] - [ シリアル番号の入力 ] を選択します。

4 ダイアログ ボックスで、該当するフィールドにシリアル番号とユーザー名、組
織名を入力します。

5 [OK] をクリックします。

6

エンド ユーザーのデバイスにACE クライアントのライセンス キーを入力するには、
以下の手順を実行します。

ACE ボリューム ライセンス キーを使用せずに作成された ACE パッケージでは、イン
ストール後の初回パワーオン時に ACE クライアントのライセンス キーを手動で入力
する必要があります。

1 ACE クライアントのライセンスのシリアル番号を入手します。

2 インストールされた ACE インスタンスのデスクトップ ショートカットをダブル 
クリックします。

3 プロンプトが表示されたら、ダイアログ ボックスで、該当するフィールドにシ
リアル番号とユーザー名、組織名を入力します。

4 [OK] をクリックします。

5 後から ACE クライアントのライセンスの変更または更新が必要となった場合は、
次の手順に従ってください。

a [VMware Player] - [ACE クライアントのライセンスを入力 ] を選択します。

b ダイアログ ボックスにシリアル番号を入力します。ライセンスの購入が必
要な場合は、[ シリアル番号の取得 ] をクリックし、指示に従ってライセン
スを取得してください。

Workstation アプリケーションをシャットダウンしてから、再度起動します。す
でに ACE Option Pack のライセンスが入力されている場合、製品において目に見
える変化はありませんが、ACE パッケージの作成プロセス時には ACE ボリュー
ム ライセンス キーは使用可能になります。
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c [OK] をクリックします。

ACE 2Management Server のライセンス
オプションの ACE 2Management Server には、独立したライセンスが必要です。この
ライセンスの入力方法については、 81 ページの「ACE 2Management Server の構成」
で手順 3 を参照してください。

Workstation ACE Edition の環境設定
[ 環境設定 ] ダイアログ ボックスでは、Workstation ACE Edition 自体に適用される
様々な設定を変更できます。[ ワークスペース ]、[ 入力 ]、および [ ホットキー ] タブ
の設定は、ホスト コンピュータにその時ログインしているユーザーに適用されます。
コンピュータの他のユーザーが行った設定には影響しません。[ メモリ ] タブの設定
は、実行中の仮想マシンの種類やホスト コンピュータにログインしているユーザー
に関わりなく、全体に適用されます。[ 優先順位 ] タブの設定は、その時ホスト コン
ピュータにログインしているユーザーの全仮想マシンに適用されます。コンピュータ
の他のユーザーが行った設定には影響しません。

これらの環境設定についての詳細は、『Workstation ユーザーマニュアル』を参照して
ください。

ユーザーのマシンへの ACE インスタンスのインストール
Windows および Linux ホスト コンピュータでの ACE インスタンスのインストールお
よびアンインストール手順については、第 11 章「VMware Player と ACE インスタン
スのインストールおよび使用（P.225）」を参照してください

ACE 2 インスタンスの持つ柔軟性とモジュラー方式により、以下のトピックで説明す
る新たな方法を使用して ACE インスタンスをインストールおよびアンインストール
することが可能です。

注意   ACE ボリューム ライセンス キーを使用していない場合は、Pocket ACE をポー
タブル メディア デバイスにデプロイする際に ACE クライアントのライセンスを入力
する必要があることに注意してください。Pocket ACE は、ご使用の Workstation ACE 
Edition 上ではローカルで実行されますが、ACE クライアントのライセンスをその
Pocket ACE に入力せずに、ライセンスの提供されていない別のデバイスにその
Pocket ACE を移動すると、パワーオンできなくなります。

注意   サーバを構成せずに、サーバ セットアップ Web アプリケーションでライセン
スを入力した場合、Workstation ACE Edition ではそのサーバに接続できません。
Workstation ACE Edition と ACE インスタンスのいずれも、ライセンスの有効期限が切
れていたりライセンスが存在しない ACE Server には接続できません。
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1 台のユーザー マシンへの複数の ACE インスタンスのインストール（P.49）

個々の ACE インスタンスおよび Workstation ACE Edition のアンインストール
（P.49）

個々の ACE インスタンスおよび Workstation ACE Edition のアンインストール
（P.49）

VMware ACE 1.x から VMware ACE 2 へのアップグレード（P.49）

1 台のユーザー マシンへの複数のACEインスタンスのインストール
ACE 2 では、管理者または ACE ユーザーが、同一のマシンに複数の ACE インスタン
スをインストールできます。つまり、異なるベンダーによる異なるポリシーで制御さ
れる ACE インスタンスを、1 台のシステム上にインストールして実行するという柔
軟な操作が可能になります。

個々の ACE インスタンスおよびWorkstation ACE Edition のアンイ
ンストール

ACE 2 では、管理者または ACE エンド ユーザーが、個々の ACE インスタンスおよび
Workstation ACE Edition を、それぞれ個別にアンインストールできます。ACE ユー
ザーはこの柔軟性を活用して、他の ACE インスタンスをインストールしたまま残し
つつ、個々の ACE インスタンスまたは Workstation ACE Edition をアンインストール
できます。

VMware ACE 1.x から VMware ACE 2 へのアップグレード
VMware ACE 1.x プロジェクトがある場合は、Workstation ACE Edition に付属のアップ
グレード ツールを使用して、VMware ACE 1.x プロジェクト内の仮想マシンをアップ
グレードできます。

仮想マシンをアップグレードする前に
アップグレードの手順を開始する前に、以下の注意事項を確認してください。

アップグレード手順を実行するためには、管理者のマシン（Workstation ACE 
Edition がインストールされている）と、ユーザーのマシン（Workstation ACE 
Edition および VMware ACE Manager ソフトウェアのいずれもインストールされ
ていない）の両方を使用する必要があります。
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また、アップグレード後のマシンに対して手動で適用するために、VMware ACE 
1.x のポリシー設定を独自にメモしておく必要があります。VMware ACE 1.x プロ
ジェクトのポリシー、およびその仮想マシンのポリシーはいずれも、アップグ
レード後には継承されません。これらのメモを使用して、仮想マシンに対して
VMware ACE 2 のポリシーを構成できます。

ご使用のACE 1.x ACEインスタンスがActive Directory認証を使用するよう設定
されている場合は、下記の ACE 2.0 へのアップグレード手順を開始する前に、
ACE 1.x のポリシーの更新を作成してデプロイし、パスワード認証を使用する
ように変更する必要があります。

認証ポリシーについては、『VMware ACE 1.x システム管理者向けマニュアル』
の 88 ページ「認証ポリシーの設定」を参照してください。

ポリシーの更新については、『VMware ACE 1.x システム管理者向けマニュ
アル』の 155 ページ「仮想マシンのアップデート」を参照してください。

アップグレード後のマシンに含まれるものは、以下のとおりです。

バージョンのアップグレードされたハードウェア

ACE 1.x 仮想マシンにインストールされていたゲスト OS、アプリケーション、
スクリプト ファイル、および VMware Tools

VMware ACE 2Management Server への接続（管理者のマシンで実行する
アップグレード手順でこのオプションを選択した場合）

認証パスワード、およびインストール時のオリジナルの ACE 環境への復元
（Revert To Install、RTI）用のスナップショット　VMware ACE 1.x マシンにこ
れらのオプションが含まれていた場合、これらはアップグレード後も継承さ
れます

アップグレード後のマシンには、以下のものは含まれません。

アップグレードされた VMware Tools これらのマシンでは、VMware ACE 1.x マ
シンにインストールされたバージョンの VMware Tools を引き続き使用しま
す。このため、最新バージョンの VMware Tools を必要とする VMware ACE 2
の機能は、これらのマシンでは使用できません。

仮想マシンおよびプロジェクトに対して設定されていたVMware ACE 1.xのポ
リシー　管理者のマシンで実行するアップグレード手順において、ACE 2 の
ポリシー設定およびパッケージ設定を変更できます。設定を変更しない場合
は、デフォルトの ACE 2 ポリシー設定とパッケージ設定が使用されます。
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VMware ACE 1.x 仮想マシンを VMware ACE 2 仮想マシンにアップ
グレードする手順
アップグレード パッケージを作成するには、以下の手順を実行します。

1 ACE 1.x プロジェクト内の ACE 仮想マシンをパワーオフします。

2 これらの仮想マシンのスナップショットがある場合は、削除します。

3 管理者のマシンで Workstation ACE Edition を起動して、プロジェクト内のいずれ
かの ACE 1.x 仮想マシンを参照して選択し、その仮想マシンの
<virtual_machine_name>.vmx ファイル アイコンをクリックして、仮想マシン
を開きます。

4 [VM] - [ バージョンのアップグレードまたは変更 ] を選択して、このマシンのアッ
プグレード後のハードウェア バージョンとして [Workstation 6] を選択します。

5 [VM] - [ACE Master にクローンを作成 ] を選択します。

6 ACE Master へのクローン作成ウィザードで、ACE Master に対して、ACE 1.x 仮想
マシンの名前と全く同じ名前を付けます。たとえば、1.x の名前が
winXPPro.vmx である場合は、ウィザードの [ACE Master の命名 ] ページの [ 名
前 ] フィールドに winXPPro と入力します（ファイル拡張子を除いて入力しま
す。拡張子は自動的に追加されます）。また、オリジナルの ACE 1.x 仮想マシン
のフォルダ名が、仮想マシン名と完全に一致する必要があります。

7 ウィザードの残りのページを適宜設定します（ウィザードの詳細な使用方法につ
いては、「既存の仮想マシンから ACE Master のクローンを作成（P.104）」を参照
してください）。[ACE Management Server] ページで、この ACE Master を ACE 
2Management Server で管理するかどうかを選択します。

8 ACE Master へのクローン作成ウィザードが完了した後で、この ACE Master に対
するデフォルトのポリシー設定を変更する場合は、ポリシー エディタ（[ACE] - 
[ ポリシー ]）を開きます。

9 ACE Master に対するパッケージ設定および仮想マシン設定をデフォルトから変
更したい場合は、各設定を適宜編集します（[ACE] - [ パッケージ設定 ] および
[VM] - [ 設定 ] をそれぞれ使用します）。

注意   アップグレード手順の完了後、プロンプトが表示されたらシステムを再起動し
てください。

注意   1.x 仮想マシンに対して設定されていたポリシーは、この ACE Master には
継承されません。ポリシー設定を編集して変更内容を保存しない限り、ACE 2 の
デフォルト ポリシー設定が使用されます。
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10 アップグレード時に VMware Tools を更新する必要はありません。パッケージ作
成プロセス時の VMware Tools のチェックをオフにする方法については、「パッ
ケージ作成時の VMware Tools のチェックをオフにするには、以下の手順を実行
します。（P.198）」を参照してください。Workstation アプリケーションを閉じて
から preferences.ini ファイルを編集し、その後で Workstation を再起動してくだ
さい。

11 新規パッケージ ウィザード（[ACE] - [ 新規パッケージ ]）を使用して、パッケー
ジを作成します。[ 完全 ] パッケージ タイプを使用してください。

アップグレード パッケージをデプロイするには、以下の手順を実行します。

1 Program Files\VMware\VMware Workstation に移動し、ace_upgrade.exe

を実行してアップグレード ウィザードを開始します。手順 11 で作成した完全
パッケージを、このウィザードを使用してアップグレード パッケージに変更し
ます。ウィザードの指示に従って操作します。VMware ACE 1.x 仮想マシン、お
よびその 1.x 仮想マシンと同じ名前の VMware ACE 2 パッケージの両方を参照し
て指定するよう求められます。

2 管理対象 ACE 2 Master とエンタープライズ ライセンスを使用している場合は、
ライセンスが正しく更新されるように、その ACE Master を閉じてから開き直し
てポリシーを再公開します。

3 手順 1 で作成したアップグレード パッケージを、ACE ユーザーのマシンにデプ
ロイします。

4 各仮想マシンのゲスト OS をシャットダウンして、すべての ACE 1.x 仮想マシン
を確実にパワーオフします。

5 パッケージから ace_upgrade.exe を実行します（setup.exe は実行しないで
ください）。ace_upgrade.exe プログラムによって、ACE Player 1.x がアンイン
ストールされた後、VMware Player と ACE パッケージがインストールされます。

6 デスクトップ上で、インストールされた ACE パッケージのショートカットをク
リックして、ACE 仮想マシンを実行します。初回実行時に、ポリシーと仮想
ハードウェアのバージョンがアップグレードされます。ACE 1.x 仮想マシンにパ
スワードが設定されていた場合は、ACE インスタンスをアクティベーションす
る前に、そのパスワードの入力を求めるプロンプトが表示されます。

注意   アップグレード手順が完了しても、その後で再イメージ スナップショット
は設定されません。アップグレードの実行後に、手動でスナップショットを設定
してください。
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7 必要なステップを順番に実行して、アップグレードされた仮想マシンのアクティ
ベーションと認証を行った後、仮想マシンをパワーオフして終了します。

8 VMware ACE 1.x プロジェクト内の他の仮想マシンも変換したい場合は、対象の
各マシンごとにこの手順を繰り返します。
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4

ACE 2Management Server を使用して、ACE インスタンスをリアルタイムで管理でき
ます。システムのセットアップに ACE 2Management Server を含めることで、以下の
作業が可能になります。

ACE パッケージのアクティベーションを管理できます（パッケージをデプロイで
きるユーザーを指定します）。

アクティベーションされたこれらのパッケージの認証を管理できます（管理対象
ACE インスタンスを実行できるユーザーを指定します）。

管理対象 ACE インスタンスに対してポリシーの更新を動的に配信できます。

Windows ゲスト OS の管理対象 ACE インスタンスに対して、インスタンスのカス
タマイズ データを動的に配信できます。（詳しくは、「インスタンスのカスタマ
イズ（P.178）」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。

ACE 2Management Server のセットアップ オプション（P.56）

ACE 2Management Server のシステム要件（P.57）

ACE 2Management Server の特徴（P.59）

ACE 2Management Server のコンポーネント（P.61）

SSL 証明書とプロトコルの使用（P.64）

ACE 2Management Server の
インストールと構成 4

注意   ACE 2Management Server の使用はオプションです。ACE のデプロイにおいて
ACE 2Management Server の機能が不要な場合は、第 5 章「ACE Master の作成と構成

（P.95）」に進んでください。
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ACE 2Management Server のインストール（P.68）

ACE 2Management Server の構成（P.74）

イベント ログの使用（P.89）

Management ServerApache サービスの手動による開始 / 停止（P.89）

ACE 2Management Server へのログオン（P.90）

ACE 2Management Server の使用（P.91）

ポートのトラフィックのブロック解除とポート割り当ての変更（P.91）

ACE 2Management Server のセットアップ オプション

ACE 2Management Server をセットアップする場合、以下のいずれかのオプションを
選択できます。複数の ACE 2Management Server をセットアップする場合は、サーバ
をすべて同じタイプにする必要があります。

Windows ホスト システムへのサーバのインストール　サポートされている
Windows ホスト システムのリストについては、 58 ページを参照してください。

Linuxホスト システムへのサーバのインストール　サポートされているLinuxホス
ト システムのリストについては、 58 ページを参照してください。

ACE 2Management Server アプライアンスのダウンロードと構成　このオプショ
ンに関する基本情報は、後続のトピック「ACE 2Management Server のシステム
要件」を参照してください。

ACE 2Management Server アプライアンスを ACE 2 ページからダウンロードし、ACE 
2Management Server として構成することができます。

仮想アプライアンスとは、仮想マシン内にオペレーティング システムと共にパッ
ケージされ、事前にビルドおよび構成されており、そのまま実行することのできるソ
フトウェア アプリケーションです。

ACE 2Management Server アプライアンスは、事前にインストールおよび構成されて
いる自己完結型の ACE 2Management Server であり、仮想マシン内に小さなオペレー
ティング システムと共にパッケージされています。

デフォルトでは、このアプライアンスは DHCP を使用してネットワークの構成を試
行します。オプションで、付属の ACE 2Management Server アプライアンスの構成と

注意   ACE 2Management Server がインストールされているかまたは
ACE 2Management Server アプライアンスを実行しているホスト システムに設定され
た時刻が、クライアント システムと同期していることを確認します。ネットワーク 
タイム プロトコル (NTP) を使って時刻を同期します。
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管理 Web インターフェイスを使用して、管理者が独自にネットワーク設定を構成す
ることもできます。また、アップデートが使用可能になった場合は、同じインター
フェイスを使用してアプライアンスを更新できます。

ネットワーク設定の変更およびアプライアンスの更新の入手には、Mozilla 1.52 以降
または Internet Explorer 6.0 以降の Web ブラウザが必要です。

このアプライアンスのインストール手順は、 72 ページから記載されています。

ACE 2Management Server のシステム要件
以下のセクションでは、ACE 2Management Server のシステム要件について説明し
ます。

ハードウェア
1,200MHz以上のx86またはx86-64アーキテクチャ互換のプロセッサを推奨（最低
要件は 800MHz）

主な互換プロセッサ：

Intel®：Celeron®、Pentium® II、Pentium III、Pentium 4、Pentium M
（Centrino™ モバイル テクノロジー搭載コンピュータを含む）、Xeon™
（Prestonia を含む）、AMD™、Athlon™、Athlon MP、Athlon XP、Duron™、
Opteron™、AMD64 Opteron、Athlon 64

マルチプロセッサ システム

Intel IA-32e CPU（試験的サポート）

メモリ：

1024MB を推奨（最低 256MB が必要）

ディスプレイ
16 ビットのディスプレイ アダプタを推奨（8 ビット以上のディスプレイ アダプタが
必要）

注意   ACE 2Management Server を操作するためには、ご使用の Web ブラウザで TLS
が構成されている必要があります。Internet Explorer を使用している場合は、[ ツー
ル ] - [ インターネット オプション ] - [ 詳細設定 ] を選択して、[ セキュリティ ] まで
スクロールします。[TLS 1.0 を使用する ] チェック ボックスを選択します。[OK] をク
リックします。Mozilla を使用している場合は、[ ツール ] - [ オプション ] - [ 詳細 ] を
選択して、[TLS 1.0 を使用する ] チェック ボックスを選択します。[OK] をクリックし
ます。
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ディスク ドライブ
基本インストールに 40MB のディスク空き容量が必要（10GB 以上のディスク空き容
量を推奨） 

LAN 
オペレーティング システムがサポートするすべてのイーサネット コントローラをサ
ポート

オペレーティング システム
以下のセクションでは、ACE 2Management Server でサポートされているオペレー
ティング システムについて説明します。

サポートされるWindows ホスト システム

Windows Server 2003 Web Edition SP1、Windows Server 2003 Standard Edition 
SP1、Windows Server 2003 Enterprise Edition SP1（64 ビットおよび R2 Edition を
含む）

Windows XP Professional（64 ビット版を含む）

Windows 2000 Server Service Pack 4、Windows 2000 Advanced Server Service 
Pack 4

サポートされる Linux ホスト システム

Red Hat Enterprise Linux Advanced Server 4.0、Update 4 

SLES 9 Service Pack 3

外部データベース
SQLite データベース エンジンが ACE 2Management Server に内蔵されています。

この他に、ODBC 接続経由で外部データベースを使用できます。

Windows ベースのサーバの場合：

Microsoft SQL Server 2000 以降 

Oracle Database 10g

Linux ベースのサーバの場合：PostgreSQL 7.4 以降

注意   このリリースでは、Windows 2000 オペレーティング システム上で稼働する ACE 
2Management Server を、Active Directory と統合して構成することはできません。
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Webブラウザ
ACE 2Management Server の構成、および ACE 2Management Server アプライアンス
の構成（このサーバ オプションを選択した場合）では、以下のいずれかの Web ブラ
ウザが必要です。

Mozilla Firefox 1.52 以降 

Internet Explorer 6.0 以降

ACE 2Management Server の特徴
ACE 2Management Server は以下のような特徴を備えています。

拡張性と信頼性

追加のサーバ ハードウェアやロード バランサーなどのネットワーク リソー
スを追加することで、処理能力を拡張できます。

1 サーバの小～中規模の導入では、デフォルトの内蔵バッキング ストアでシ
ンプルかつ効率的なデータベース ソリューションを提供できます。デプロ
イする規模の拡大に応じて ACE 2Management Server を拡張する際には、外
部 RDBMS を構成して使用できます。

サーバ要求は、Windows オペレーティング システムではマルチスレッド プ
ロセス、Linux オペレーティング システムではマルチプロセスによって処理
されます。1 つのプロセスが停止した場合は、残りのプロセスが処理を引き
継ぎます。

Active Directory の統合

Active Directory を使用して、ACE インスタンスのユーザーを認証できます。

既存の Active Directory のスキーマを変更する必要はありません。

Active Directory へのアクセスには LDAP が使用されます。

Windows ドメイン ユーザー アカウントの状態に関する情報は、分かりやす
い有用なメッセージで提供されます。ログイン失敗の理由は「ロックアウ
ト」または「パスワードの期限切れ」として示されます。

ACE 2Management Server は、Active Directory のパスワード変更プロキシと
して機能します。

ACE のインスタンスのカスタマイズ機能により、ユーザー独自の命名規則を
使用してユーザーをマシンに関連付けることができます。

注意   ご使用のブラウザで TLS が有効になっていることを確認してください。
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セキュリティ

以下の通信が SSL により暗号化されています。HTTPS トラフィックを介した、
サーバとクライアントとの間の通信。

パスワードは、ハッシュ化された形式でバッキング ストアに安全に保管さ
れます。

データベース オプション

柔軟なデータベース オプションにより、ACE インスタンスのデータおよびポリ
シーの保管に内蔵データベースまたは外部 RDBMS を使用できます。（詳しくは、

「Management Server データベース オプション（P.61）」を参照してください。）

シンプルなインストールと構成

サーバでは、以下に示す既製のソフトウェア コンポーネントを使用します。

Apache Web Server 2.0

デフォルトの SQLite データベース ストア

サーバのセットアップでは、以下に示す業界標準のプロトコルを使用します。

HTTPS および LDAP

XML-RPC（メッセージのカプセル化用）

クライアントのトラフィックは、市販の製品を使用してプロキシを設定でき
ます。

Workstation ACE Edition の Windows インストーラには、ACE 2Management 
Server のインストール コンポーネントが含まれています。

拡張性と可用性

複数の ACE 2Management Server を作成して使用できます。複数のサーバを
使用する場合は、同じデータベースを共有するようにサーバをセットアップ
して、ロード バランシングやフォールト トレランス性の向上を実現できま
す。フォールト トレランス性を向上させるためには、外部データベースを
使用する必要があります。複数のサーバでデータベースを共有する必要がな
い（各サーバがそれぞれ独立している）場合は、内蔵データベースと外部
RDBMS のいずれかを使用できます。

Windows システムでは、ACE 2Management Server を、Workstation ACE 
Edition と同じシステム上に配置できます。
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単一の ACE 2Management Server の名前
（https://ace.policyserver.company.com など）を指定し、DNS ルック
アップを使用してホスト名をアドレスに変換できます。DNS サーバが使用
できない場合、アドレスはキャッシュされます。また、ユーザーが地理的に
異なる複数のオフィス間を移動しなければならない場合は、別の ACE 
2Management Server を使用できます。

ACE 2Management Server のコンポーネント
サーバのコンポーネントは次のとおりです。

Apache 2.0 Web Server をベースにした ACE 2Management Server プラット
フォーム

バッキング ストア テクノロジー：サーバ コンポーネント用のデータベース層
（詳しくは、後述の「Management Server データベース オプション」を参照して
ください） 

Active Directory の統合

ACE インスタンスを実行しているオペレーティング システムを、リモートで
ドメインに参加させることができます。

また、検索機能を備えており、特定の個人またはグループを素早く検索でき
ます。

Active Directory のユーザーおよびグループを使用して、ACE 2Management 
Server の機能に対して役割ベースのアクセスを構成できます。

SSL 証明書の管理（詳しくは、「SSL 証明書とプロトコルの使用（P.64）」を参照し
てください）

イベント ロギング（「イベント ログの使用（P.89）」を参照してください）

Management Server データベース オプション
ACE 2Management Server では、次の 2 つのデータベースを使用できます。

内蔵の SQLite データベース 

デフォルト モードの ACE 2Management Server は、内蔵の SQLite 3 データベー
ス エンジンを使用して動作します。SQLite データベース エンジンはサーバのイ
ンストール時に初期化され、特別な構成は不要です。この内蔵データベースで
は、最大で数 GB のデータを保存できます。

注意   サーバー名は英語のマシン名または IP アドレスにする必要がありま
す。他の言語の文字はサポートされていません。
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サポートされている外部データベース

企業の IT 環境において、商用データベース エンジンの持つ信頼性とパフォーマ
ンス特性が要求される場合は、ODBC 接続を介して、サポートされている外部
データベースを ACE 2Management Server のバッキング ストアとして使用できま
す。外部データベース エンジンとしてサポートされているのは、Windows ベー
スのサーバの場合は Microsoft SQL Server（SQL Server 2000 または SQL Server 
2005）と Oracle Database 10g、Linux ベースのサーバの場合は PostgreSQL 7.4 以
降です。

ACE 2Management Server で外部データベースを使用した場合の一般的なメリッ
トとしては、次のようなものがあります。

オンライン バックアップ：データベースをバックアップする際に、ACE 
2Management Server をシャットダウンする必要がありません。

強化されたセキュリティ モデル：機密データへのアクセス許可を詳細に管
理できます。SQLite データベース エンジンで提供されるのは、ファイルシ
ステム ベースのセキュリティです。

パフォーマンスを詳細にチューニングできます。

外部データベース管理ツールを使用できます。

負荷分散された ACE 2Management Server がセットアップに含まれている場合は、
バッキング ストアとして外部 RDBMS を使用する必要があります。これは、複数のマ
シン上で稼働するプロセス間では SQLite データベースを共用できないためです。

データベースのバックアップについて

外部データベースを使用する場合は、そのデータベース システム用に適した任意の
バックアップ / リカバリ方式を使用できます。

注意   ACE Management Server が DMZ（非武装地帯）にデプロイされている場合
は、セキュリティ上の理由により、ファイアウォールで保護された企業ネット
ワーク内にある外部データベースを使用するようにします。

注意   SQLite データベースはファイルベースであり、複数のプロセス間で効果的に共
用できるようには設計されていません。したがって、読み取り操作のためにサード
パーティ製ツールを使用してデータベースにアクセスする場合は、ASM の遅延書き
込み処理のトランザクション分離機能を利用できません。

要注意   必要な場合に ACE 2Management Server のデータベースを素早くリカバリで
きるように、データベースを定期的にバックアップすることをお勧めします。
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内蔵データベースを使用する場合は、ntbackup や dd などの標準のファイル バック
アップ ツールを使用できます。データは以下の場所に保管されています。

Windows サーバの場合：

C:\Program Files\VMware\VMware ACE Management Server\db\acesc.bin 

Linux サーバの場合：

/var/lib/vmware/acesc/db/acesc.bin

本番環境で内蔵データベースを使用する場合、SQLite はファイル ベースであるた
め、バックアップのためのコピー中に ACE 2Management Server のプロセスによっ
てデータベース ファイルが変更される可能性があります。このため、不整合な状態
のデータベース スナップショットが作成されてしまう可能性があります。ただし、
通常はファイルのサイズが大きくないため、迅速にコピーされることから、この問
題はほとんど発生しません。不整合な状態のスナップショットが作成されないよう
にするには、（1）サーバを停止する、（2）バックアップを行う別の場所にファイル
をコピーする、（3）サーバを再度開始する、という手順を実行してください。

オープン データベースをバックアップするための他の方法としては、次のような方
法が SQLite のコミュニティで推奨されています（以下に示すフォーラムのスレッド
で議論されています）。

http://marc.10east.com/?l=sqlite-users&m=111487876701133&w=2

sqlite3 コマンド ライン ツールを使用して、SQLite データベースにログインし
ます。.dump コマンドを使用して、実行結果を別のファイルとして保管し、そ
のファイルをバックアップします。これは、データベースを再作成する SQL ス
クリプトです。

Windows システムの Volume Shadow Copy メカニズムまたは Linux の LVM ボ
リューム スナップショット（および SQLite のクラッシュ リストア機能）を使
用して、データベース ディレクトリ全体（ジャーナル ファイルがある場合はこ
れも含む）をバックアップします。この方式は、実際には簡単に実行できます。
Windows XP SP1 以降のオペレーティング システムの場合は、データベース 
ディレクトリに対して ntbackup を使用するだけです。データベースがリスト
アされると、正常に動作します。

最初の方式の説明と同じ方法で、データベースにログインします。BEGIN 
EXCLUSIVE を実行し、データベース ファイルをコピーしてから、COMMIT を実
行します。

http://marc.10east.com/?l=sqlite-users&m=111487876701133&w=2
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ACE 2Management Server と管理ツールまたは自動化スクリプトと
の統合

VRM データベース内のデータに対して、社内独自の管理ツールやレポート作成ツー
ル、または自動化スクリプトを使用する必要がある場合は、データベースのスキーマ
について「付録 : VMware ACE 2Management Server のデータベース スキーマの使用
と監査イベント ログのデータのクエリ」に記載されている説明を参照してください。

SSL 証明書とプロトコルの使用

デフォルトでは、ACE 2Management Server は SSL プロトコルを使用して、暗号化さ
れた安全な通信を提供します。サーバは SSL を使用して管理対象インスタンスに接
続します。サーバが Active Directory サービスと統合されている場合、サーバは SSL
で保護されたリンクを介してこのサービスと通信します。

SSL（Secure Sockets Layer）プロトコルは、インターネットを介したドキュメントの
安全な送信に使用することを目的として、Netscape Communications Corporation に
より開発されました。SSL では、パブリック キーおよびプライベート キーのペアを
使用してデータを暗号化します。パブリック キーは一般に公開されますが、プライ
ベート キーはメッセージの受信者のみが把握しています。SSL 接続を要求する URL
は、https で始まります。

ACE 2Management Server が SSL を使用する方法について、以下で説明します。

ACE 2Management Server のインストール時に、次の 2 つのファイルが作成されます。

RSA 1024 ビット キー（ファイル名：server.key）　これはプライベート キーです。

自己署名証明書（ファイル名：server.crt）　この証明書は「自己署名」されてい
ます。これは、署名が証明書自体に埋め込まれているパブリック キーによって
検証されるためです。

デフォルトでは、これらのファイルは VMware ACE 2Management Server のプログラ
ム ディレクトリ内の、SSL ディレクトリに保管されます。

自己署名証明書は公開証明書であり、その有効期間は、サーバがインストールされた
日時から 10 年間です。証明書ファイルは PEM 形式でエンコードされます。このファ
イルを以下のように表示することで、プロパティを確認できます。

Windows ホスト システムの場合は、Windows エクスプローラで server.crt ファイ
ルの格納場所に移動して、このファイルをダブルクリックします。

注意   ACE 2Management Server で、SSL を使用するように構成する必要があります。
SSL を使用するように ACE 2Management Server を構成する方法については、「複数
の ACE 2Management Server で SSL を使用するための構成（P.67）」を参照してくだ
さい。
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Linux ホスト システムの場合は、以下のコマンドを使用します。

openssl x509 -in /var/lib/vmware/acesc/ssl/server.crt -text

ACE Master は ACE 2Management Server に接続すると、そのサーバの公開証明書と、
サーバの公開証明書の検証に必要な証明書チェーンをダウンロードします。サーバ証
明書は複数の証明書のチェーンを有している場合があり、検証プロセスが証明書スト
ア内の信頼されたルート証明書に到達するまで、このチェーンに従って、証明書を順
次検証していく必要があります。Workstation ACE Edition 管理者のマシン上の ACE 
Master によってサーバへの接続が初めて行われる際、Workstation ACE Edition のホス
ト システムに証明書がダウンロードされます。

ACE Master によるサーバへの接続時にダウンロードされた証明書のストアまたは集
合は、その ACE Master を使用して作成する各 ACE パッケージに組み込まれます。こ
れは ACE リソース ディレクトリに保存されます。この ACE Master から作成された
ACE インスタンスをデプロイして実行する際、VMware Player アプリケーションは
パッケージに含まれている証明書を使用して、ACE 2Management Server への接続を
検証します。この検証では、ACE パッケージ内の証明書が、サーバにより提供され
た証明書と一致するかどうかを確認します。これらの証明書が正確に一致しない場
合、VMware Player はエラー メッセージを表示してインスタンスを実行しません。

VMware Player はサーバとの通信時に毎回、パッケージに含まれている証明書ストア
の整合性チェックを行います。

VMware Player アプリケーションでは、ホスト システムに保管されている証明書の整
合性を検証できないため、これらの証明書を使用しません。

注意   上記のとおり、自己署名証明書の有効期間は 10 年間です。有効期限の切れた
証明書の置き換えが必要となった場合には、影響を受ける ACE Master をアップデー
ト パッケージでデプロイすることによりこれを実行できます（これにより新しい証
明書が組み込まれます）。証明書に変更を加えて無期限にすることは避けてください。

注意   ご使用の ACE 2Management Server のカスタム SSL 証明書を変更する場合は、
既存のすべての ACE インスタンスのリソース ディレクトリを更新する必要がありま
す。この作業は、リソースのみを含むカスタム パッケージを作成して配布すること
により実行できます。詳しくは、第 8 章「パッケージの作成とユーザーへのデプロ
イ（P.195）」を参照してください。

注意   ACE 2Management Server では、SHA1 アルゴリズムを使用して署名されたパブ
リック キー証明書のみをサポートしています。他のアルゴリズムで署名された証明
書を使用した場合は、ACE のデプロイ時にエラーとなります。
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Player は自身が稼働するホスト マシンに保管されているどの証明書も信頼せず、代
わりに、ACE パッケージに含まれている完全な証明書チェーンを信頼するため、ほ
とんどのセキュリティ ニーズには自己署名証明書の使用で十分に対応できます。

ただし、信頼できる認定機関（内部または商用サービス）により署名された証明書の
使用が必要な企業などの場合には、ACE パッケージを使用するために、そのタイプ
のキー / 証明書のペアをセットアップできます。信頼できる認定機関（CA）とは、
パブリック キー証明書（通常は無償）を発行および署名する組織を指します。詳し
くは、後続の「自己署名証明書、サードパーティが署名した証明書、または内部の信
頼できる認定機関が発行した証明書のセットアップ」を参照してください。

自己署名証明書、サードパーティが署名した証明書、または内部の
信頼できる認定機関が発行した証明書のセットアップ  

カスタム SSL 証明書（独自の自己署名証明書、サードパーティが署名した証明書、
内部 CA（信頼できる認定機関）が発行した証明書のいずれか）を使用する場合は、
必要な各種の証明書、キー、および証明書チェーン ファイル（CA の場合）を提供す
る必要があります。これらのファイルは PEM 形式でエンコードされている必要があ
ります。これらのファイルを作成または入手した後、サーバ セットアップ Web アプ
リケーションの [ カスタム SSL 証明書 ] ページからこれらのファイルをアップロード
することによって、正しいディレクトリに配置する必要があります。

独自の自己署名証明書、サードパーティが署名した証明書、または内部 CAが発行し
た証明書をセットアップするには、以下の手順を実行します。

1 サーバ構成 Web アプリケーションを使用して ACE 2Management Server が構成
されていることを確認します。

2 必要なファイルを作成または提供します。

a 独自の自己署名証明書を使用する場合は、openssl を使用して自己署名証
明書を新規作成します。

b サードパーティ CA または内部 CA が署名した証明書を使用する場合は、該
当する CA によって署名された SSL 証明書と、証明書の検証チェーン ファイ
ルを入手します。チェーン ファイルは、作成または入手した新しい SSL 証
明書を検証するうえで必要な、各証明書の連結を示したものです。

c プライベート キー ファイル。

これらのファイルはすべて、PEM 形式でエンコードされている必要があります。

注意   Workstation ACE Edition では、SHA1 ダイジェスト アルゴリズムを使用して署名
された証明書のみをサポートしています。
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証明書チェーンを入手するためのステップは、使用するホスト OS、および CA
証明書の入手元に応じて異なります。

3 手順 2 の各ファイルを入手したら、それらの名前を以下のように変更します。

プライベート キー ファイル：名前を server.key に変更します。 

証明書ファイル：名前を server.crt に変更します。 

証明書チェーン ファイル：名前を chain.crt に変更します。

4 ACE 2Management Server のサーバ構成 Web アプリケーションを使用して、
ファイルをアップロードします。 85 ページの「ACE 2Management Server の構
成」にある手順 4 を参照してください。

5 Apache サービスを停止し、再開します。「Management ServerApache サービス
の手動による開始 / 停止（P.89）」を参照してください。

新しい証明書とキー ファイルを使用するように既存のACE Master を更新するには、
以下の手順を実行します。

1 ACE Master を開きます。

2 アップデート パッケージを作成します。

パッケージには新しい証明書ファイルと証明書チェーンが含まれます。

複数の ACE 2Management Server で SSL を使用するための構成
以下の項では、複数の ACE 2Management Server で SSL を使用するよう構成する場合
の、さまざまなシナリオについて説明します。

1 つ以上のプロキシ サーバによって保護された複数のサーバを使用する場合 

各サーバが独自の SSL キーおよび証明書を持つことができます（ACE 
2Management Server とプロキシ サーバ）。

証明書チェーン ファイルには、証明書ファイルと、プロキシ サーバが使用
している SSL 証明書の検証チェーンが含まれている必要があります。この
証明書チェーン ファイルを、各 ACE 2Management Server に配置します。

（配置方法については、前述の手順を参照してください。） 

自己署名証明書を使用する場合、実際に証明となるのは検証チェーンである
ため、チェーン ファイルには、各プロキシが使用するそれぞれの自己署名
証明書が含まれることになります。
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また、各サーバとプロキシに対して、同一のキーおよび証明書を使用するこ
ともできます。この場合、証明書チェーン ファイルを作成する必要はあり
ません（ただし、CA の署名した証明書を使用する場合を除きます。CA の
署名した証明書を使用する場合は前出の手順に従ってください）。

各証明書には、固有の共通名が付けられている必要があります。

DNS ラウンド ロビンを使用する複数のサーバの場合 

各サーバが独自の SSL キーおよび証明書を持つことができます（ACE 
2Management Server とプロキシ サーバ）。

証明書チェーン ファイルには、証明書ファイルと、サーバが使用するすべ
ての証明書の検証チェーンが含まれている必要があります。この証明書
チェーン ファイルを、各 ACE 2Management Server に配置します。（配置方
法については、前述の手順を参照してください。） 

自己署名証明書を使用する場合は、実際に証明となるのは検証チェーンであ
るため、チェーン ファイルには、各サーバが使用するそれぞれの自己署名
証明書が含まれることになります。

また、すべてのサーバに対して、同じキーおよび証明書を使用することもで
きます。この場合、証明書チェーン ファイルを作成する必要はありません

（ただし、CA の署名した証明書を使用する場合を除きます。CA の署名した
証明書を使用する場合は前述の手順に従ってください）。

ラウンド ロビンを使用せず、プロキシ サーバによって保護されていない複数の
サーバの場合：この場合は、作業を行う必要はありません。DNS ラウンド ロビ
ンもプロキシ サーバも存在しないため、ACE Master の動作は、通信可能なサー
バが 1 台しかない場合と同じになります。

ACE 2Management Server のインストール
Windows または Linux システムにサーバをインストールする場合、または ACE 
2Management Server アプライアンスをインストールする場合は、以下の手順に従っ
てください。

ACE 2Management Server をサポートするターゲット ハードウェア プラットフォーム
は、ほぼ例外なく、サポートされる ACE インスタンスの数と、それらのインスタン
スに構成されるサーバとの通信頻度によって決まります。当社では、パフォーマンス

注意   管理対象 ACE Master を作成するためには、まず ACE 2Management Server を
セットアップして構成する必要があります。新規 ACE Master ウィザードで ACE 
Master の作成を正常に完了するためには、ACE 2Management Server への接続が必要
です。
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と安定性を保証するために、本番環境での導入においては、使用できるリソースが十
分にある仮想プラットフォームまたは専用サーバのいずれかへのインストールを推奨
します。VMware のパフォーマンス テストについての詳細は、サイズに関するホワイ
ト ペーパーを参照してください。ただし、クライアント数が少ない場合や非本番環
境での評価のサポートについては、デスクトップまたはワークステーション プラッ
トフォーム上の ACE 2Management Server でのテストが行われており、これらのプ
ラットフォームにインストールしても差し支えありません。

このセクションのトピックは以下のとおりです。

ACE 2Management Server でのデフォルトの Management Server ポート割り当て
（P.69）

ACE 2Management Server の Management Server インストール オプション（P.70）

Windows システムへの ACE 2Management Server のインストール（P.70）

Linux システムへの ACE 2Management Server のインストール（P.70）

ACE 2Management Server アプライアンスのインストール（P.72）

ACE 2Management Server でのデフォルトのManagement Server
ポート割り当て

ACE 2Management Server で使用されるデフォルトのポート割り当ては、次のとおり
です。

表4-1  ACE 2Management Server におけるポート割り当てのデフォルト設定

ポート 用途

https ポート 443 ACE 2Management Server と ACE インスタンスとの間の通信

https ポート 8000 ACE 2Management Server セットアップ（構成）Web アプリケ
ーション

ACE Help Desk Web アプリケーション

https ポート 8080 ACE 2Management Server アプライアンスの構成

注意   他の Web サーバがインストールされており、これらのデフォルト ポートのい
ずれかを使用している場合は、ポートの競合を解消する必要があります。「ポートの
トラフィックのブロック解除とポート割り当ての変更（P.91）」を参照してください。
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ACE 2Management Server の Management Server インストール 
オプション

選択したサーバのインストール オプションに応じて、以下のインストール手順に
従ってください。

Windows システムへの ACE 2Management Server のインストール（P.70）

Linux システムへの ACE 2Management Server のインストール（P.70）

ACE 2Management Server アプライアンスのインストール（P.72）

Windows システムへの ACE 2Management Server のインストール
Management ServerACE 2Management Server を常駐させるサーバで
vmware-ace-management-server

アプリケーションを実行して、ACE 2Management Server をインストールします。
vmware-ace-management-server.exe ファイルは、Workstation ACE Edition アプリ
ケーションと同じダウンロード場所から、個別のファイルとしてダウンロードして入
手できます。

サーバをインストールするには、インストール ウィザードの指示に従って作業を行
います。
 

 

Linux システムへの ACE 2Management Server のインストール
以下の Linux システムに ACE 2Management Server をインストールできます。

Red Hat Enterprise Linux 4

SUSE Linux Enterprise Server 9 SP3

要注意   Management Server ウィザードの [ACE Management Server] ページで、使用
するサーバ名が ACE 2Management Server をインストールするマシンの名前と一致し
ていることを確認 Management Server します。サーバ名をマシンと異なる名前に設
定した場合、インストールを完了しても ACE 2Management Server にログインするこ
とができず、ACE インスタンスのアクティベーション時に必要となるサーバへの接続
で問題が発生します。Management Server

注意   ファイアウォールが有効に設定されているホスト コンピュータにサーバをイン
ストールする場合、インストールの終了時に、Apache サービスのブロックを解除す
るかどうかを確認するメッセージが表示されるので、[ ブロックしない ] を選択しま
す。このサービスのブロックを解除しない場合、ACE 2Management Server は正しく
動作しません。
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Management ServerLinux システムに ACE 2Management Server をインストールする
前に、以下の点を確認してください。

システムに Apache 2.0 がインストールされて稼働している必要があります。
（Web サーバの RPM は、Red Hat Enterprise Linux 4 または SUSE Linux Enterprise 
Server 9 のインストールに付属しています。）Apache Web サービスが正常に稼
働しており、SSL http 要求を受信していることを確認します。

システム上で mod_ldapモジュールおよび mod_sslモジュールが使用可能となっ
ている必要があります。

ACE 2Management Server の RPM は、以下のパッケージと依存関係があります。

curl、openldap、openssl、apache、gdbm

ACE 2Management Server をインストールする前に、これらのパッケージをご
使用の Red Hat Enterprise Linux 4 または SUSE Linux Enterprise Server 9 システム
にインストールしておく必要があります。

外部データベースを使用する場合は、以下のパッケージも必要となります。

Red Hat Enterprise Linux 4 の場合 unixODBC

SUSE Linux Enterprise Server 9 の場合：unixODBC、X11 グラフィカル構成ツール
を使用する場合はこのほかに unixODBC-gui-qt

Red Hat Enterprise Linux 4 または SUSE Linux Enterprise Server 9 システムに ACE 
2Management Server をインストールするには、以下の手順を実行します。

1 ACE 2Management Server 用の該当する rpm インストーラを実行します。

vmware-ace-management-server-<ビルド番号 >.i386-rhel4.rpm
vmware-ace-management-server-<ビルド番号 >.i386-sles9.rpm

2 SUSE Linux Enterprise Server 9 サーバの場合は、LDAP モジュール（mod_ldap）
がロード用に構成されていることを確認します。

a テキスト エディタを使用して、次のファイルを開きます。

/etc/sysconfig/apache2

b 変数 APACHE_MODULES に構成オプション「ldap」を追加します。

c ファイルを保存し、閉じます。

「ACE 2Management Server の構成」に進みます。
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ACE 2Management Server アプライアンスのインストール
ACE 2Management Server アプライアンスをインストールするには、以下の手順
を実行します。

1 ACE 2 リリースのダウンロード ページから、アプライアンスの ZIP ファイル（下
記）をダウンロードします。

VMware-ACE-Management-Server-Appliance-2.0.0-<NNNNN>.zip

ここで、<NNNNN> は ACE のビルド番号です。

2 サーバの格納場所にするディレクトリに、この ZIP ファイルを解凍します。

3 VMware Workstation ACE Edition を開始して [ ファイル ] - [ 開く ] を選択し、
ams_appliance.vmx を開いて実行します。

4 パスワードのプロンプトで、パスワードを入力して確認します。このパスワード
は、ルート アカウントとネットワーク アカウントの両方に使用されます。

プロセスのこの時点で、アプライアンスは DHCP を使用して自身のネットワー
クの構成を試行します。

5 タイム ゾーンのプロンプトで、現在の設定を受け入れるか、必要に応じて変更
を加えます。

6 オプション：ネットワークを再構成したい場合（たとえば、静的 IP アドレスを
使用するようサーバを構成する場合や、プロキシ サーバを指定する場合）は、
このコンソール ビューから、画面に表示されるプロンプトと指示に従ってネッ

注意   後でコンソールや Web からアプライアンスの管理操作を実行できるよう
に、このパスワードを控えておいてください。

注意   コンソール ビューに以下の情報が表示されます。

現在のネットワーク設定 

リモートでアプライアンスを管理し、ACE Management ServerACE 
Management Server 自体を構成するための URL

アプライアンスの構成と管理アプリケーション：

https://<ホスト IPアドレス >:8080/

ACE 2Management Server セットアップ アプリケーション：

https://<ホスト IPアドレス >:8000/

（この情報は、各ログイン プロンプトの上に表示されます。ログイン プロンプト
で <Return> キーを押すと、情報が再度表示されます。）
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トワーク設定を再構成できます。また、アプライアンスの構成と管理アプリケー
ションを使用して、以下のようにネットワーク設定を再構成できます。

a ACE 2Management Server アプライアンスを稼働させておきます。

b 以下のアドレスにアクセスします。

https://<ホスト IPアドレス >:8080/

c 接続のダイアログ ボックスで、ユーザー名のフィールドに「root」と入
力し、パスワード フィールドにネットワーク / ルート パスワードを入力し
ます。

d アプライアンスの構成と管理 Web アプリケーションの最初のページで [ ネッ
トワーク ] リンクをクリックし、[ ネットワーク構成 ] ページを開きます。

e ネットワーク設定の構成方法を表示するには、Web ページの右上にある [ ヘ
ルプ ] リンクをクリックします。

f ネットワーク設定に対して必要な変更を加えたら、[ 適用 ] をクリックしま
す。変更を加える前にページに表示されていた設定に戻るには、[ リセット ]
をクリックします。

7 オプション：このアプライアンスに対する更新を、使用可能となった時点で入手
できます。更新オプションを再構成したい場合（更新の自動ダウンロードを無効
にするなど）は、アプライアンスの構成と管理アプリケーションを使用して、以
下のように再構成を行うことができます。

a ACE 2Management Server アプライアンスを稼働させておきます。

b 以下のアドレスにアクセスします。

https://<ホスト IPアドレス >:8080/

c 接続のダイアログ ボックスで、ユーザー名のフィールドに「root」と入
力し、パスワード フィールドにネットワーク / ルート パスワードを入力
します。

d アプライアンスの構成と管理 Web アプリケーションの最初のページで [ アッ
プデート ] リンクをクリックし、[ アプライアンスのアップデート ] ページを
開きます。

e 更新オプションの構成方法を表示するには、Web ページの右上にある [ ヘ
ルプ ] リンクをクリックします。

8 ネットワーク設定または更新設定の構成が完了したら、ACE 2Management Server 
セットアップ Web アプリケーションに移動して、サーバを構成します。このア
プリケーションにアクセスするには、以下のいずれかの方法を使用します。
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アプライアンスの構成と管理 Web アプリケーションのページで、右上にあ
る [ACE にログイン ] リンクをクリックします。

以下のアドレスを使用して、ACE 2Management Server セットアップ Web ア
プリケーションを開きます。

https://<ホスト IPアドレス >:8000/

9 [ 構成 ] をクリックして Web アプリケーションを開きます。

次のトピック（ACE 2Management Server の構成）に進みます。

ACE 2Management Server の構成
ACE 2Management Server をインストールした後、ACE 2Management Server セット
アップ Web アプリケーションを使用してサーバを構成する必要があります。

サーバ機能を構成するには、事前に ACE 2Management Server のライセンスを入力す
る必要があります。サーバ セットアップ Web アプリケーションをを起動する前に、
ライセンス情報が使用可能なことを確認してください。

以下のオプション機能のいずれかを使用する場合は、このアプリケーションを開始す
る前に、後述のタスクを実行する必要があります。

Active Directory 統合（LDAP を使用）

外部データベース

カスタム SSL 証明書

Management Server サーバの構成前に実行するタスク
サーバ セットアップ Web アプリケーションを開始してサーバを構成する前に、使用
する ACE 2Management Server オプションに応じて、このセクションに記載された手
順を実行してください。

ACE 2Management Server のライセンス情報の取得（P.75）

Active Directory 統合の使用（LDAP を使用）（P.75）

外部データベースの使用（P.76）

ACE 2Management Server アプライアンスでの外部データベースの使用（P.81）

自己署名証明書、サードパーティが署名した証明書、または内部の信頼できる認
定機関が発行した証明書のセットアップ（P.66）
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ACE 2Management Server のライセンス情報の取得

サーバ セットアップ Web アプリケーションを使用してのサーバの構成を開始する前
に、ACE 2Management Server のライセンス情報（シリアル番号）を取得します。最
初のサーバ構成時に使用できるシリアル番号がない場合は、構成を完了できません。
その結果、ACE 2Management Server の機能は、使用可能にはなりません。これらの
機能には、Workstation ACE Edition からサーバへの接続、サーバによって管理される
Master の割り当て、および Help Desk Web アプリケーションの使用などが含まれま
す（これらに限定されません）。

サーバ セットアップ Web アプリケーションで ACE 2Management Server のシリアル
番号を入力する方法については、 82 ページの手順 3 を参照してください。

サーバのライセンス要件については、「ACE 2Management Server のライセンス
（P.48）」を参照してください。

Active Directory 統合の使用（LDAP を使用）

このセクションでは、Active Directory 統合の使用方法について説明します。

Active Directory 統合（LDAP を使用）を使用するには、以下の手順を実行します。

1 ACE 2Management Server で LDAP サーバへの接続および照会を行う際に使用す
るユーザーを作成します。そのユーザーのユーザープリンシパル名が何かを調べ
ます。

たとえば、aceuser@vmware.com という UPN を持つ、aceuser というユーザー
を作成します。

2 ドメインに ACE 管理者グループを作成します。

3 ACE 管理者となるユーザーを、そのグループに追加します。

4 特定のユーザーに対して、Help Desk Web アプリケーションからの Help Desk タ
スクの実行のみを許可し、他の管理タスクへのアクセスは許可しない場合には、
Help Desk グループを作成して、そのグループに Help Desk のロールを担当する
ユーザーを追加します。

注意   Help Desk Web アプリケーションには、管理者の LDAP 信用証明情報またはパ
スワードを使用してログインできます。Help Desk ロールを作成すると、特定のユー
ザーに対して Help Desk アプリケーションからの Help Desk タスクの実行を許可しつ
つ、他の管理ツールへのアクセスは許可しないようにすることができます。
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外部データベースの使用

このセクションでは、外部データベースの使用方法について説明します。

任意のACE 2Management Server オプションで外部データベースを使用するには、
以下の手順を実行します。

1 RDBMS のインストール：

Windows では、Microsoft SQL Server 2000 以降、または Oracle Database 10g
がサポートされています。

Linux では、PostgreSQL 7.4 以降がサポートされています。

外部データベースを ACE 2Management Server と同じサーバ上にインストールす
る必要はありません。

2 データベースを構成します。専用のデータベース（下記の注意を参照）と、この
データベースに対するフル アクセス権（テーブルの作成権限を含む）を持つ
ユーザー アカウントがあることを確認します。このデータベースのユーザーに
対して不要な権限（たとえば、RDBMS で管理されている他のデータベースに対
する読み取り / 書き込み権限など）を与えないようにしてください。

3 ACE 2Management Server からネットワーク経由（TCP ソケット接続）でデータ
ベースに接続する場合は、データベース構成オプションで TCP 接続が有効に設
定されていることを確認してください。また、データベース サーバと ACE 
2Management Server のシステムの両方で、TCP 接続がファイアウォールの設定
でブロックされていないことを確認してください。さらに、外部データベースと
して PostgreSQL を使用する場合は、ネットワーク経由でデータベースに接続す
る許可を、各ユーザーごとに構成する必要があります。この許可は、ご使用の
データベースのルート フォルダに格納されている pg_hba.conf ファイルで構成
します。

4 ACE 2Management Server の構成をスムーズに進めるために、ACE 
2Management Server のマシン上でコマンド ラインまたはグラフィカル SQL
ツールを実行することで、構成されたユーザー信用証明情報による、サーバから

注意   適切なアクセス権が付与されている場合、ACE 2Management Server は
データベース スキーマを自動的に作成します。

注意   データベース内のテーブルにはすべて、PolicyDb_ という接頭部で始まる
名前と、PdbIns_ または PdbLf_ という接頭部のインデックスが付けられていま
す。このため、データベースの数が限られている場合には、ACE 2Management 
Server にデータベースへの DSN を提供することで、データベースを他のアプリ
ケーションと共用させることができます。
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構成済みデータベースへの接続を検証することもできます。たとえば、SQL 
Server の場合は sqlcmd.exe、Oracle の場合は sqlplus.exe、Postgres の場合は
psql といったツールを使用できます。データベースの構成および検証方法につ
いては、各データベースのユーザー マニュアルを参照してください。

5 ACE 2Management Server のマシンで、システム DSN エントリを作成します。
DSN の構成に必要な情報は、DSN 名、サーバの IP アドレスまたはホスト名、お
よびデータベース名です。つまり、DSN の構成ではユーザー名やパスワードを
指定する必要はありません。ここで入力した値はすべて無視されます。ユーザー
名とパスワードは、セットアップ Web アプリケーションを使用して ACE 
2Management Server を構成する際に指定します。

Windows ベースのシステムの場合：

ODBC データ ソース プラグイン（[ コントロール パネル ] - [ 管理ツール ] - 
[ データ ソース（ODBC）]）を使用し、正しいドライバを使用してこのデー
タベースに接続するためのシステム DSN エントリを作成します（ご使用の
オペレーティング システムおよびデータベースのマニュアルを参照してくだ
さい）。

DSN セットアップ ウィザードでこのオプションを使用できる場合は、接続を
テストして、データベース ユーザーの信用証明情報で正しく機能しているこ
とを確認してください。

Linux ベースのシステムの場合：

注意   ユーザー DSN ではなく、必ずシステム DSN を作成してください。ユー
ザー DSN を作成した場合、作成者自身のユーザー アカウントにしか認識されま
せん。ACE 2Management Server はローカル システム アカウントで実行されるた
め、ユーザー DSN はサーバに認識されず、サーバはこれを使用できません。

注意   ACE 2 は、SQL ネイティブ クライアント ドライバを使用する ODBC を 
Windows 64 ビット システムではサポートしていません。 

注意   ACE 2Management Server を 64 ビットの Windows ホスト システム上
で実行している場合は、デフォルトの [ コントロール パネル ] のプラグイン
を使用して DSN を作成しないでください。デフォルトのプラグインを使用
すると 64 ビット サブシステム用の DSN が作成され、その DSN は ACE 
2Management Server に認識されません。代わりに、
%WINDIR%\syswow64\odbcad32.exe プログラムを使用して、32 ビット サ
ブシステム用の DSN を作成してください。
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ACE 2Management Server セットアップ Web アプリケーションで外部デー
タベース オプションを使用するには、ご使用の Linux システムに unixODBC 
RPM パッケージがインストールされている必要があります。

unixODBC パッケージは、Linux システム上で稼働するプログラムに ODBC 
API を提供します（Windows の ODBC API に類似しています）。このパッ
ケージには、他のプログラムに ODBC Driver Manager API を提供する
libodbc 共有ライブラリ、構成ユーティリティのセット、および一般的な
データベース用の ODBC ドライバが含まれています。Red Hat Enterprise 
Linux 4 と SUSE Linux Enterprise Server 9 のいずれの場合も、PostgreSQL
用の ODBC ドライバが unixODBC バイナリ ディストリビューション パッ
ケージに含まれています。SUSE Linux Enterprise Server 9 システムでの
DSN のセットアップに X11 グラフィカル構成ツール ODBCConfig を使用
するには、unixODBC-gui-qt パッケージもインストールされている必要
があります（Red Hat Enterprise Linux の unixODBC パッケージにはこの
ユーティリティが含まれています）。

libodbc は業界標準の ODBC API を実装する共有ライブラリであるため、
ACE 2Management Server アプリケーションは、Linux システムにインス
トールされている unixODBC パッケージの特定のバージョンの影響を受けま
せん。ただし、ご使用の Linux ディストリビューション向けにリリースされ
た最新バージョンにパッケージを更新することをお勧めします。

unixODBC パッケージの DSN 構成は、ご使用のシステムの /etc ディレクト
リ（SUSE Linux Enterprise Server の場合は /etc/unixODBC）に保管されます

（DSN は odbc.ini、ドライバおよび一般的な ODBC システム構成は
odbcinst.ini です）。これらはプレーン テキスト ファイルであり、手動で
編集できます。または、ODBCConfig グラフィカル（X11）ユーティリティ
を使用すると容易に編集できます。構成ファイルにアクセスする場合や、
ODBCConfig ユーティリティを実行する場合には、ルート ユーザーとしてロ
グインする必要があります。

ODBCConfig ユーティリティは、Windows の ODBC データ ソース コント
ロール パネル プラグインに類似しています。データベース接続の DSN を構
成する際は、正しい ODBC ドライバを使用していることを確認してくださ
い（通常は /usr/lib/libodbcpsql.so、SUSE Linux Enterprise Server 9 の
場合は /user/lib/unixODBC/libodbcpsql.so.2 です）。また、サーバ ア
ドレスおよびデータベース名も DSN 設定に構成する必要があります。

unixODBC の使用についての詳細は、http://www.unixodbc.org/ を参照してく
ださい。

注意   ACE 2Management Server アプライアンスを使用する場合は、ODBC 接
続のセットアップについて 81 ページを参照してください。

http://www.unixodbc.org/
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6 データベースの情報（データベース DSN、ユーザー名、およびパスワード）を
メモしておきます。この情報をサーバのセットアップ時に入力する必要があり
ます。

外部データベースを使用する場合のパフォーマンス最適化のヒント
以下の 2 つのサブセクションでは、サーバのパフォーマンスを最適化するためのヒ
ントを説明します。

サーバに十分な数のデータベース接続を用意する（P.79）

データベース接続のプールが有効化されていない場合に有効化する（P.80）

サーバに十分な数のデータベース接続を用意する

サーバのパフォーマンスを最適化するために、ACE 2Management Server では、ク
ライアントからの受信接続を待機する、複数の並列スレッド（Windows の場合）ま
たはプロセス（Linux の場合）を開始します。通常、各クライアント接続はデータ
ベース トランザクションを実行するため、データベース接続を開く必要がありま
す。高負荷の状況では、使用可能なすべての待機スレッド（またはプロセス）が同
時にクライアント要求を処理する可能性があるため、ACE 2Management Server に
は、少なくとも、自身が使用できる数と同数のデータベース接続が必要となります。
サーバにおいて使用可能なデータベース接続がなくなると、クライアントには接続
エラーが返されるようになります。

外部データベース オプションを使用しているサーバをスムーズに運用するためには、
サーバにおいて、十分な数のデータベース接続を使用できるように用意しておく必要
があります。データベースにおいて許可されるリモート接続の最大数は、データベー
スの構成オプションで設定します（構成の方法については、ご使用のデータベースの
マニュアルを参照してください）。少なくとも、ACE 2Management Server コンポーネ
ントを実行する Apache HTTP サーバ内で実行される並列スレッド（またはプロセス）
の最大数と同じ数の接続を構成する必要があります（または、許可する接続数を無制
限に設定します）。

ご使用の Apache サーバで開始される並列スレッド（またはプロセス）の最大数を調
べるには、Apache の構成ファイルで「prefork」または「MPM」セクションを確認し
てください。許可されるクライアント数が、必要なデータベース接続数の下限になり
ます。この数を減らすか、または、データベース側で許可されるリモート接続の数を
増やすことができます。

簡単なガイドとして、各プラットフォーム別の Apache 構成ファイルの格納場所と、
一般的なデフォルト接続数を以下に示します。

Windows プラットフォーム：
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C:\Program Files\VMware\VMware ACE Management Server\Apache2\

conf\httpd.conf 

250 クライアント接続（WinNT MPM セクション）

Linux（Red Hat Enterprise Linux 4）プラットフォーム：

/etc/httpd/conf/httpd.conf 

256 クライアント接続（prefork MPM セクション）

Linux（SUSE Linux Enterprise Server 9）プラットフォーム：

/etc/apache2/server-tuning.conf 

150 クライアント接続（prefork MPM セクション）

ACE 2Management Server アプライアンス：

/etc/httpd/apache2.conf 

20 クライアント接続（prefork MPM セクション）

Red Hat Enterprise Linux への PostgreSQL データベースのデフォルト インストールで
はリモート接続が 100 しか許可されておらず、この数は、同じプラットフォーム上
で Apache サーバがデフォルトで開始する並列スレッドの数を下回っています。この
ため、サーバへのクライアント要求が膨大な量になると予想される場合（原則とし
て、アクティブなクライアントの数が 100 を超える場合）には、リモート接続の数
を変更する必要があります。

データベース接続のプールが有効化されていない場合に有効化する

Linux プラットフォーム上のサーバのパフォーマンスを最適化する場合には、ODBC
ドライバ マネージャでデータベース接続のプールを有効化する方法を利用できます

（デフォルトでは無効に設定されています）。

Linux プラットフォームでデータベース接続のプールを有効にするには、以下の手順
を実行します。

1 ルート ユーザーとして ODBCConfig ユーティリティを開始します。

2 [Advanced] タブをクリックします。

3 [Connection Pooling] のチェック ボックスを選択します。

このオプションを有効にすると、ACE 2Management Server が要求のたびに新たに
データベース接続を開くのではなく、データベース接続を再利用できるようになるた
め、高負荷の状況でパフォーマンスを大幅に改善できます。

Windows プラットフォームでは ODBC 接続のプールがデフォルトで有効化されてい
るため、追加の構成ステップを実行する必要はありません。
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ACE 2Management Server アプライアンスでの外部データベースの使用

ACE 2Management Server アプライアンスには、PostgreSQL データベース サーバが
含まれていません。サーバ アプライアンスがネットワーク経由で接続している、外
部のサーバを使用する必要があります。アプライアンス バージョンのデータベース 
サーバが、セットアップした環境に適しているかどうか、という点を考慮すること
をお勧めします。

PostgreSQL 外部データベースへのODBC 接続をセットアップするには、以下の手順
を実行します。

1 サーバ アプライアンスの初回実行時に作成したパスワードを使用して、サーバ 
アプライアンスのコンソールに root としてログインします。

2 /etc/odbc.iniファイルをテキスト エディタで開きます。例を以下に示します。

vaos# vi /etc/odbc.ini

このファイルには、postgres_dsn という ODBC DSN の設定が含まれています。

3 先頭の 2 行を除き、postgres_dsn ファイルのすべての行のコメント化を解除し
ます（つまり、各行の冒頭にある「#」記号を削除します）。

4 プレースホルダ <...> を、PostgreSQL データベース サーバの DSN 名または IP ア
ドレス、およびこのサーバ内のデータベース名に置き換えます。

5 デフォルト以外のポート番号で接続を待機するように PostgreSQL サーバを構成
している場合は、構成でそのポート番号を使用します。それ以外の場合は、ポー
ト番号設定をデフォルトのままにします。

6  ファイルを保存します。

これらのステップにより、「postgres_dsn」がサーバ セットアップ アプリケーショ
ンの [ データベース ] タブのドロップダウン ボックスに表示されるようになります。

ACE 2Management Server セットアップ アプリケーションの使用
必要な事前構成タスクがすべて完了していることを確認してください。「Management 
Server サーバの構成前に実行するタスク（P.74）」を参照してください。

サーバを構成するには、以下の手順を実行します。

1 構成アプリケーションを開始します。

Windows の場合は、[ スタート ] - [VMware] - [VMware ACE Management 
Server] を選択して、[ 構成 ] リンクをクリックします。
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Linux の場合は、ブラウザを開き、サーバをインストールしたホスト システ
ムのアドレスを入力して、Web ページを開きます。ページで [ 構成 ] リンク
をクリックします。

2 サーバ セットアップ アプリケーションの [ ようこそ ] ページで、以下の手順を実
行します。

このページで [ このサーバはまだ構成されていません。] と表示される場合
は、[ 開始 ] をクリックします。

このページで [ このサーバは構成されています。] と表示される場合は、構成
に変更を加えるページのタブをクリックします。

3 [ ライセンス ] ページで、以下の手順を実行します。

ACE 2Management Server の最初の構成時にライセンスをセットアップするには：

a サーバのシリアル番号を入力します。

b オプションで、ユーザー名と会社名を入力します。

c [ 次へ ] をクリックします。

サーバを再構成している場合は、ページの上部に現在のライセンス情報が表示
されます。[ ライセンスの有効期限 ] フィールドに、無期限ライセンスの場合は
[ 無期限 ] と表示されます。有効期限のあるライセンスの場合には日付が表示さ
れます。

ACE 2Management Server をインストールしたシステム上に、有効なサーバ ラ
イセンスが複数存在する場合は、このページには 1 ライセンスだけが表示され
ます。

ライセンス情報を変更するには：

a [ 変更 ] をクリックします。

b （オプション）新しいユーザー名または会社名を入力します。

c シリアル番号を入力します（この再構成時にシリアル番号を変更しない場合
は、既存の番号を入力します）。

d [ 適用 ] をクリックしてから、[ 再起動 ] または [ 後で再起動 ] をクリックし
ます。[ 後で再起動 ] をクリックした場合は、サーバを手動で再起動する必
要があります。「Management ServerApache サービスの手動による開始 / 停
止（P.89）」を参照してください。

4 [ データベース ] ページで、以下のいずれかを選択します。

組み込みデータベース　デフォルトの内蔵 SQLite データベース エンジンを
使用する場合は、このオプションを選択します。[ 次へ ] をクリックします。
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外部データベース（ODBC 互換）　外部データベース（Windows の場合は
Microsoft SQL Server または Oracle Database 10g のいずれか、Linux の場合
は PostgreSQL）を使用する場合は、このオプションを選択します。データ
ベース DSN、ユーザー名、パスワードを指定します。

データベース接続の信用証明情報を入力すると、セットアップ アプリケー
ションは既存のデータベースがあるかどうかを確認します。データベースが
存在する場合は、このデータベースを再初期化するオプションが表示されま
す（すべてのデータを消去し、データベースをデフォルトの状態に復元しま
す。このオプションのデフォルト設定は [ いいえ ] です）。後で再初期化オ
プションを使用してデータベースをリセットすることもできます（セット
アップの完了後にこのページに再度アクセスして使用します）。

データベースのセットアップに失敗した場合は、サーバのセットアップが失
敗し、サーバを開始できません。

以下のいずれかの方法でサーバの構成を続けます。

これが初めてのサーバ構成である場合は、[ 次へ ] をクリックします。

サーバを再構成している場合は、[ 適用 ] をクリックしてから、[ 再起動 ] また
は [ 後で再起動 ] をクリックします。[ 後で再起動 ] をクリックした場合は、
サーバを手動で再起動する必要があります。「Management ServerApache
サービスの手動による開始 / 停止（P.89）」を参照してください。

5 ACE 2Management Server を既存の LDAP ディレクトリ（この場合は Active 
Directory サービス）に統合する場合は、[ アクセス コントロール ] ページで [ ド
メイン アカウント（LDAP）] を選択します。 

ACE 2Management Server がドメイン コントローラへの接続と検索に使用する信
用証明情報を指定します。

ホスト名　「Active Directory 統合の使用（LDAP を使用）（P.75）」の手順で作
成した名前を使用して、LDAP サーバのホスト名を入力します。

クエリユーザーUPN　LDAP サーバの UPN（ユーザープリンシパル名）を入
力します。Management Server は、このパラメータをクエリユーザーパス
ワードとともに使用して LDAP サーバに接続します。

注意   サーバを以前のリリースからアップグレードする場合、データベース ス
キーマは自動的にアップグレードされます。この場合、以前のデータは失われま
せん。このアップグレードは、セットアップ アプリケーションを再実行しなく
ても、アップグレードされたサーバの初回実行時に行われます。以前のリリース
の ACE 2 から今回のリリースへのアップグレードについては、リリース ノート
を参照してください。
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クエリユーザーパスワード　クエリユーザーのパスワードを入力します。

デフォルトドメイン　ユーザーを認証するデフォルトドメインを入力します。

以下の例を参照してください。

[ 次へ ] または [ 適用 ] をクリックします。

a ACE 管理者グループを選択します。管理者によって、指定されたグループが
ユーザーの認証と許可に使用されます。（このグループは、Active Directory
の統合の準備が完了して、サーバの構成を開始する前にセットアップしたも
のです。） 

b Help Desk アプリケーション用に別のロールをセットアップする場合には、
[Helpdesk LDAP グループ DN] を有効に設定し、このアプリケーションにロ
グインするグループを選択します。このオプションが有効に設定されていな
い場合、Help Desk アプリケーションにログインするユーザーはすべて ACE
管理者グループのメンバーである必要があります。

6 引き続き、[ アクセス コントロール ] ページで作業します。[ ローカル アカウン
ト ] を選択した場合（Active Directory サービスを使用しない場合）は、ACE 
2Management Server の管理者のパスワードを指定します。システム管理者が
サーバの構成を変更するには、このパスワードを入力する必要があります。
Help Desk Web アプリケーションを使用するためのロールを有効にする場合は、
[Help Desk ロールを有効化 ] を選択してパスワードを指定します。ユーザーは
Help Desk アプリケーションの開始時にこのパスワードを入力する必要がありま
す。このアプリケーションについての詳細は、「VMware Help Desk Web アプリ
ケーションの使用（P.248）」を参照してください。

注意   クエリユーザーには、自身とグループオブジェクトが置かれている LDAP
内の場所への読み取りアクセス権を持つ任意のユーザーを指定できます。
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ACE 2Management Server の構成ファイルを削除して、新たに管理者パスワードを設
定するには、以下の手順を実行します。

1 構成ファイルで複雑な設定を使用する場合は、サーバの再構成時に設定を参照で
きるように、構成ファイルのコピーを保存しておくことをお勧めします。

2 ACE 2Management Server の構成ファイルの格納場所に移動します。格納場所は
以下のとおりです。

Linux システム：

/var/lib/vmware/acesc/conf/acesc.conf

Windows システム：

C:\Program Files\VMware\VMware ACE Management Server\conf\acesc.conf

3 構成ファイルを削除します。

サーバ セットアップ Web アプリケーションに移動してサーバを再構成し、[ ア
クセス コントロール ] ページでパスワードを指定します。

以下のいずれかの方法でサーバの構成を続けます。

これが初めてのサーバ構成である場合は、[ 次へ ] をクリックします。

サーバを再構成している場合は、[ 適用 ] をクリックしてから、[ 再起動 ] また
は [ 後で再起動 ] をクリックします。[ 後で再起動 ] をクリックした場合は、
サーバを手動で再起動する必要があります。「Management ServerApache
サービスの手動による開始 / 停止（P.89）」を参照してください。

4 [ カスタム SSL 証明書 ] ページで、以下の手順を実行します。

カスタム SSL 証明書（独自の自己署名証明書か、サードパーティまたは内部 CA
（信頼できる認定機関）が署名した証明書のいずれか）を使用するようにサーバ
をセットアップする場合は、このページを使用して、PEM 形式でエンコードさ
れたファイルを適切なディレクトリにアップロードします。このファイルは前出
の手順で作成したものです。「自己署名証明書、サードパーティが署名した証明

注意   サーバを再構成している場合は、以前に入力したすべてのパスワードが、
実際のパスワードの文字数ではなく、12 文字で表示されます。

要注意   管理者のパスワード（このパスワードは、サーバで LDAP を使用しない
よう構成した場合に設定します）を忘れてしまった場合、そのパスワードを回
復する方法はありません。サーバの構成ファイルを削除してサーバの設定を初
期状態に戻してから、サーバを再構成し、再構成の途中で管理者パスワードを
設定する必要があります。
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書、または内部の信頼できる認定機関が発行した証明書のセットアップ（P.66）」
を参照してください。

独自の自己署名証明書のファイル、またはサードパーティ / 内部 CA が署名した
証明書のファイルをアップロードするには、以下の手順を実行します。

a 該当する [ 参照 ] ボタンをクリックし、作成したキー ファイルおよび証明書
ファイルの場所に移動して、これらをアップロードします。

b CA を使用する場合は、チェーン ファイルをアップロードします。

c [ 証明書のアップロード ] をクリックします。

d サマリのページで、正しいファイルがアップロードされたことを確認します。

誤った証明書ファイルをアップロードした場合、[ 適用 ] をクリックしてか
ら [ 再起動 ] をクリックするとサーバ セットアップ アプリケーションが失敗
し、Apache サービスを再起動できなくなります。この問題を解決するに
は、該当する証明書のバックアップ証明書ファイルをリストアします。バッ
クアップ証明書ファイルの形式は以下のとおりです。

<certificate_filename>.<日付 >-<時刻 >

ここで、<certificate_filename> は以下のいずれかです。

server.crt　サーバの公開証明書

server.key　サーバのプライベート キー

chain.crt　証明書チェーン

<日付 > は、YYYYMMDD（年、月、日）形式です。

<時刻 > は、HHMMSS（時、分、秒）形式です。

バックアップ ファイルは ACE 2Management Server のディレクトリ内にあ
り、ファイル名に日付と時刻が追加された形で保存されています（例：
server.crt.20070216-095344）。

ssl/<ファイル名 >.crt として、ファイルを正しい格納場所に保存します。
次に、Apache サーバを手動で再起動してリストア プロセスを完了させ、
VMware ACE 2Management Server セットアップ Web アプリケーションを再
び起動して構成を続行します。

e [ 閉じる ] をクリックしてサマリ ページを閉じます。

f 以下のいずれかの方法でサーバの構成を続けます。

これが初めてのサーバ構成である場合は、[ 次へ ] をクリックします。
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サーバを再構成している場合は、[ 適用 ] をクリックしてから、[ 再起動 ] また
は [ 後で再起動 ] をクリックします。[ 後で再起動 ] をクリックした場合は、
サーバを手動で再起動する必要があります。「Management ServerApache
サービスの手動による開始 / 停止（P.89）」を参照してください。

5 [ ログ ] ページで、以下の手順を実行します。

このリリースでは、サーバは、データベース内のデータを変更するイベントのロ
グ エントリをデフォルトで収集します。ロギングのレベル、およびログ エント
リの消去オプションを設定できます。

ただし、ロギング レベルを [ デバッグ ] に設定した場合は、データベースの状態
を変更しないイベント（インスタンス情報の取得など）のエントリもログに記録
されます。

ロギング オプションを設定するには、次の手順を実行します。

a ログ タイプのカテゴリを設定します。各カテゴリは複数のサーバ RPC イン
ターフェイスをカバーしており、異なる複数のイベント タイプを含んでい
ます。以下のカテゴリがあります。

ACE 管理　ACE インスタンスの作成、更新、および破棄に関するイベント
をログに記録します。

パッケージ管理　パッケージの作成と更新に関するイベントをログに記録し
ます。

ポリシー管理　ポリシー セットの更新と公開、インスタンスのカスタマイ
ズ、および ACE 管理者によるユーザー アクセス制御の変更に関するイベン
トをログに記録します。

インスタンス管理　インスタンスのライフサイクル イベント（作成、コ
ピー、失効、再有効化、および削除）、ユーザーによるインスタンス パス
ワードの変更、管理者によるインスタンス パスワードの変更、インスタン
スごとの有効期限の変更、インスタンスのゲスト OS またはホスト OS の情
報の変更、およびインスタンスのカスタム フィールドの設定をログに記録
します。デバッグ レベルを使用すると、アクティブなインスタンスからの
ポリシーの更新の要求などの、一般的なほとんどのトラフィックをログに記
録できます。インスタンスの検証の失敗は、デバッグ レベルでのみログに
記録されます。

認証　すべての認証要求に関するイベントをログに記録します。管理または
ヘルプデスクの認証の試行（標準レベル）、インスタンスの認証（通知レベ
ル）、およびリモート LDAP パスワードの変更などが記録されます。（このカ
テゴリのロギングは必要最小限のレベルに設定することをお勧めします。こ
のように設定しない場合、このカテゴリでは膨大な量のエントリが生成され
る可能性があります。）



VMware ACE 管理者マニュアル

88 VMware, Inc.  

b 各ログごとに、詳細度のレベルを個別に設定します。詳細度のレベルは次の
とおりです。

なし　このイベントのログ エントリを作成しません。

クリティカル　ログには、クリティカル カテゴリのイベント（広範囲に及
ぶクリティカルな影響を持つイベント）のエントリが記録されます。たとえ
ば、ACE Master に関連付けられたすべてのパッケージ、インスタンス、お
よびポリシーを削除するイベントなどがこれに該当します。

標準　ほとんどの照会に対しては、このレベルのエントリで提供される情報
量で十分に回答できます。

通知　影響が限定されている、破壊的ではないイベントのエントリがログに
記録されます。

デバッグ　サーバにおけるすべてのクライアント アクセスのエントリがロ
グに記録されます。特定のイベント タイプについて詳細なレコードを記録
するため、他のログ レベルと比較して、非常に膨大な量のログ エントリが
作成される可能性があります。インスタンスの状態などの、すべての通知ト
ランザクションをログに記録します。この設定は、本番環境で稼働中のサー
バをデバッグする場合にのみ使用します。

c [ イベント ログの消去 ] 機能を使用して、ログ エントリを無期限に保持す
る、一定の日数の間だけ保持する、あるいは毎回の消去後に一定数のログ 
エントリだけを保持するように指定できます。最も古いエントリから順に
消去されます。消去のメンテナンス プロセスは、約 6 時間ごとに実行され
ます。

d 以下のいずれかの方法でサーバの構成を続けます。

これが初めてのサーバ構成である場合は、[ 次へ ] をクリックします。

サーバを再構成している場合は、[ 適用 ] をクリックしてから、[ 再起動 ] また
は [ 後で再起動 ] をクリックします。[ 後で再起動 ] をクリックした場合は、
サーバを手動で再起動する必要があります。「Management ServerApache
サービスの手動による開始 / 停止（P.89）」を参照してください。

6 サーバ セットアップの完了についてのメッセージが表示されたら、[ 再起動 ] を
クリックします。[ 後で再起動 ] をクリックした場合は、サーバを手動で再起動
して構成の変更内容を有効にする必要があります。「Management ServerApache
サービスの手動による開始 / 停止（P.89）」を参照してください。

注意   この時点では、新しい構成の書き込みが完了している状態です。ACE 
2Management Server でこの構成を使用するには、システムを再起動する必要が
あります。
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7 [ ログイン ] ページで、管理者パスワードを入力して [ ログイン ] をクリックし
ます。

8 [ ようこそ ] ページが表示されます。今回は成功のメッセージが表示されます。
ウィンドウを閉じます。

イベント ログの使用
今回のリリースでは、サーバは、データベースを変更するイベントのログ エントリを
収集します。ロギングのレベル、およびログ エントリの消去オプションを設定できま
す。これらのレベルおよびオプションの設定については、 87 ページの「ACE 
2Management Server の構成」にある手順 5 を参照してください。

Management ServerApache サービスの手動による開始 /
停止

このセクションでは、サポートされているサーバの種類ごとに、Apache サービスを
再起動する方法について説明します。

Windows ホスト サーバ上のApache サービスを手動で再起動するには、以下の手順
を実行します。

1 タスクバーの Apache アイコンをクリックします。

2 [Stop] をクリックし、次に [Start] をクリックします。[Restart] ではなく、[Stop]
と [Start] をクリックしてください。

Red Hat Enterprise Linux 4 ホスト サーバの場合：

1 ホスト コンソールにログインします。

2 次のコマンドを root として実行します。

/etc/init.d/httpd stop
/etc/init.d/httpd start

SUSE Linux Enterprise Server 9 SP3 ホスト サーバ上の Apache サービスを手動で再起
動するには、以下の手順を実行します。

SUSE Linux Enterprise Server 9 SP3 ホスト サーバの場合：

1 ホスト コンソールにログインします。

2 次のコマンドを root として実行します。

/etc/init.d/apache2 stop
/etc/init.d/apache2 start
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ACE 2Management Server アプライアンス上でApache サービスを手動で再起動する
には、以下の手順を実行します。

ACE 2Management Server アプライアンスで、以下の手順を実行します。

1 ホスト コンソールにログインします。

2 次のコマンドを root として実行します。

/etc/init.d/apache2 stop
/etc/init.d/apache2 start

ACE 2Management Server へのログオン
Workstation ACE Edition と ACE 2Management Server との間の通信は、セキュアな
SSL 接続を介して行われます。

Workstation ACE Edition セッション内で初めて ACE 2Management Server にアクセス
しようとすると、ログイン ダイアログ ボックスが表示されます。適切なログイン情
報を入力する必要があります。

サーバが LDAP（Active Directory）サービスと統合されていない場合は、サーバ
の構成時に設定した管理者パスワードを入力します。

サーバが Active Directory サービスに統合されている場合は、管理者の信用証明情
報（ユーザー名、パスワード、およびドメイン）を、表 4-2 に示されているいず
れかの形式で入力します。

表4-2  Active Directory サービスを使用する ACE 2Management Server へのログオ
ン オプション

ログオン メモ

長い名前 + パスワード +
ドメイン名

長い名前とは「First_name Last_name」という形式を指し
ます（例：「ACE User」）。

長い名前 + パスワード 長い名前とは「First_name Last_name」という形式を指し
ます（例：「ACE User」）。
ドメイン フィールドは空白のままとします。

短い名前 + パスワード +
ドメイン

短い名前とは、sAMAccountName を指します。たとえば、
長い名前「Ace User」の短縮形は「ace」です。

短い名前 + パスワード 短い名前とは、sAMAccountName を指します。たとえば、
長い名前「Ace User」の短縮形は「ace」です。ドメイン 
フィールドは空白のままとします。

電子メール アドレス + パ
スワード

このログオン オプションは、直接接続を介してアクセスす
るドメインにのみ使用できます。ドメイン フィールドは空
白のままとします。
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ACE 2Management Server の使用
ACE 2Management Server をインストールして構成した後、このサーバを使用して以
下の作業を行うことができます。

Workstation ACE Edition ユーザー インターフェイスでサーバ上のインスタンスを
表示できます。

インスタンスを無効化 / 再有効化できます。

動的なポリシーの更新を配信できます。

インスタンスのユーザーによって報告されたACEインスタンスのさまざまな問題
に、Workstation ACE Edition のインターフェイスのインスタンス ビューや Help 
Desk Web アプリケーションを使用して対処できます。

これらのタスクについての詳細は、第 12 章「インスタンス ビュー（P.255）」および
「VMware Help Desk Web アプリケーションの使用（P.248）」を参照してください。

ポートのトラフィックのブロック解除とポート割り当ての
変更

次の 2 つのトピックでは、ポート関連の問題への対処方法について説明します。

Linuxホスト コンピュータ上のACEインスタンスがACE 2Management Serverに接
続できない場合（P.91）

サーバのポート割り当ての変更が必要な場合（P.92）

Linux ホスト コンピュータ上の ACE インスタンスが ACE 
2Management Server に接続できない場合

ACE インスタンスがサーバに接続できない場合は、ファイアウォールまたはプロキ
シの設定でポート 443 の https トラフィックをブロックまたは再ルーティングしてい
ないかどうかを確認します。デフォルトでは、VMware Player から ACE 
2Management Server への https トラフィックは、ポート 443 にルーティングされま

NETBIOS DOMAIN NAME\
ユーザー名 + パスワード

NetBIOS 名は、NetBIOS ネーム サービス（WINS）に登録さ
れているドメインの短縮名です。ドメイン フィールドは空
白のままとします。

ユーザー名 + パスワード
+NETBIOS DOMAIN NAME

NetBIOS 名は、NetBIOS ネーム サービス（WINS）に登録さ
れているドメインの短縮名です。

表4-2  Active Directory サービスを使用する ACE 2Management Server へのログオ
ン オプション（続き）

ログオン メモ
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す。ファイアウォールを無効にするか、プロキシ設定をオフにして、このポートでの
Player からサーバへのトラフィックを許可します。

サーバのポート割り当ての変更が必要な場合
ACE 2Management Server は、Apache 2.0 プラットフォーム上で稼働するモジュール
です。サーバが接続を待機するポートの変更が必要な場合は、Apache の構成ファイ
ルを手動で編集する必要があります。

ACE 2Management Server が接続を待機するポートを変更するには、以下の手順を実
行します。

1 テキスト エディタを使用して、ACE 2Management Server コンポーネントの http
構成ファイルを開きます。このファイルは以下の場所にあります。

Windows ホスト サーバの場合：

C:\Program Files\VMware\VMware ACE Management Server\Apache2\conf\

httpd.conf 

Red Hat Enterprise Linux 4 ホスト サーバの場合：

/etc/httpd/conf.d/acesc.conf 

SUSE Linux Enterprise Server 9 SP3 ホスト サーバの場合：

/etc/apache2/conf.d/acesc.conf 

2 このファイル内で、Listen 443 と記載された行のエントリを検索して、ポート
番号を必要なポート構成に変更します。

3 仮想サーバ構成で、ポート 443 と記述された箇所を検索します。これは、次の
ような行で始まります。

<VirtualHost -default_:443>

末尾は次のような行となっています。

</VirtualHost>

4 セクションのヘッダのポート番号を、必要なポート番号に変更します（たとえ
ば、ポートを 8443 に変更するには、443 を 8443 に変更します）。

5 ファイルを保存します。

6 Apache サービスを停止し、再開します。「Management ServerApache サービス
の手動による開始 / 停止（P.89）」を参照してください。

注意   VMware ACE 2Management Server を別の場所にインストールした場合、こ
のパスは異なります。ご使用のサーバで設定されたパスを使用してください。
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これで、ACE 2Management Server は指定されたポートで接続を待機します。

ACE Master を作成する際に、ACE 2Management Server との通信に使用するポートを
指定できます。

注意   ポート 8000 はサーバが構成用に使用しており、また、ポート 8080 は ACE 
2Management Server アプライアンスが使用しているため、これらのポートは選択で
きません。
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5

この章では、ACE Master の作成および構成方法について説明します。

この章のトピックは以下のとおりです。

ACE Master の作成（P.95）

新規 ACE Master の作成（P.96）

既存の ACE Master から ACE Master のクローンを作成（P.103）

既存の仮想マシンから ACE Master のクローンを作成（P.104）

ACE インスタンスのネットワーク接続（P.107）

ACE Master の設定（P.107）

仮想マシン設定（P.111）

ACE Master の作成
ACE Master は、以下の 4 種類の方法で作成できます。

新規 ACE Master を作成する。[ ファイル ] - [ 新規 ] - [ACE Master] を選択し、[ 新
規 ACE Master の作成 ] を選択して、新規 ACE Master ウィザードの指示に従
います。

Pocket ACE 向けに最適化された新規 ACE Master を作成する。[ ファイル ] - [ 新規 ] - 
[ACE Master] を選択し、[Pocket ACE 用に最適化された新規 ACE Master を作成 ] を
選択して、新規 ACE Master ウィザードの指示に従います。

ACE Master の作成と構成 5
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既存の仮想マシンから作成する。[ お気に入り ] リストで仮想マシンを選択する
か、[ ファイル ] - [ 開く ] を選択して仮想マシンを選択し、次に [VM] - [ACE 
Master にクローンを作成 ] を選択します。または、[ ファイル ] - [ 新規 ] - [ACE 
Master] を選択し、[ 既存の仮想マシンから ACE Master を作成 ] オプションを選
択することもできます。その後は、ACE Master へのクローン作成ウィザードの
指示に従います。

ACE Masterのクローンを作成する。[お気に入り]リストでACE Masterを選択する
か、[ ファイル ] - [ 開く ] を選択して ACE Master を選択し、次に [ACE] - [ クロー
ン作成 ] を選択します。

他の特定の VMware 製品で作成された仮想マシンのクローンを作成して、そのク
ローンを ACE Master に変換することができます。以下の製品で作成された仮想マシ
ンは、Workstation ACE Edition で使用可能です。

VMware Workstation 5.x 以降

VMware Server

新規 ACE Master の作成
新規 ACE Master 作成ウィザードでは、ACE Master についてさまざまな設定を指定す
る必要があります。ウィザードの使用を開始する前に、『Workstation ユーザー マ
ニュアル』の「新規仮想マシンのセットアップ」内の各トピックをお読みください。

「作業を始める前に」の項のサブセクションでは、構成の選択（特にカスタム構成）
に関する考慮事項、たとえば、ゲスト OS を選択する際の考慮事項について記載して
おり、ウィザードの実行にあたってどのような設定を適用するかを判断できるよう
に、仮想マシン作成に関する事項について説明しています。

新規ACE Master を作成するには、以下の手順を実行します。

1 [ ファイル ] - [ 新規 ] - [ACE Master] をクリックします。[ ようこそ ] ページで [ 次
へ ] をクリックします。[ 新規または既存の仮想マシンを使用 ] ページが表示さ
れます。

2 完全に新規の ACE Master を作成するか、Pocket ACE 向けに最適化された ACE 
Master を作成するか、既存の仮想マシンからクローンして ACE Master を作成
するかを選択します。

[ 新規 ACE Master を作成 ] を選択して [ 次へ ] をクリックすると、[ 構成 ] ページ
が表示されます。

[Pocket ACE 用に最適化された新規 ACE Master を作成 ] を選択すると、[ ゲスト
OS の選択 ] ページが表示されます。Pocket ACE のオプションを選択した場合は、
手順 5 に進みます。
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[ 既存の仮想マシンから ACE Master を作成 ] を選択した場合は、[ 仮想マシンの
選択 ] ページが表示されます。ACE Master の作成元として使用する仮想マシンを
選択すると、ACE Master へのクローン作成ウィザードが開きます。このウィ
ザードの使用方法については、「既存の仮想マシンから ACE Master のクローンを
作成（P.104）」を参照してください。

3 ACE Master の構成方法を選択します。

[ 標準 ] を選択すると、次の項目に関してデフォルトを使用するか、特定値を指
定することができます。

ゲスト OS の種類

ACE Master 名と ACE Master のファイルの格納場所

ネットワーク接続の種類

注意   この ACE Master を Pocket ACE として使用し、ポータブル デバイスに格納
する場合には、[Pocket ACE 用に最適化された新規 ACE Master を作成 ] オプショ
ンを選択します。このオプションを選択すると、作成する ACE Master を容易に
Pocket ACE として使用できるように、仮想マシン構成、ポリシー、およびパッ
ケージ設定に適切な値が選択されます。

このオプションでは、ゲスト OS、名前と格納場所、およびディスク サイズの指
定を行うことができます。ディスクのサイズには、Pocket ACE のデプロイに使
用するポータブル デバイス上に収まるサイズを選択してください。ウィザード
では、ポータブル デバイス上に必要な空き容量の最小サイズが表示されます。
ゲスト OS、アプリケーション、およびデータを格納できる十分な容量となるよ
うに、ディスクのサイズを調整してください。

ディスク分のサイズに加えて、ポータブル デバイス上にはいくつかの必須ファイ
ルを配置する必要があります。これらのファイル用に必要な容量は、ACE Master
ウィザードに表示されます。

VMware Player がインストールされていないホスト上で Pocket ACE を使用できる
ようにするために、ポータブル デバイスに VMware Player を含めるように選択す
ることができます（ホストに VMware Player がインストールされていない場合、
インストールするためには管理者権限が必要となります）。ポータブル デバイス
にデプロイする Pocket ACE のパッケージを作成する際、Pocket ACE パッケージ
に VMware Player を含めることができます。VMware Player 用に必要なサイズも、
新規 ACE Master ウィザードの [ ディスク容量 ] ページに表示されます（オプショ
ンとしてマークが付けられています）。VMware Player 用に必要なサイズは、必
要な容量の合計には含まれていません。ポータブル デバイスに VMware Player を
含める場合には、VMware Player 分の容量も別途計算に入れる必要があります。
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ディスクのサイズ

ディスクへのスペースの割り当て方法

ディスクを 2GB のファイルに分割するかどうか

ACE 2Management Server の指定（ACE Master のインスタンスをサーバで管
理したい場合）

[ カスタム ] は、次のような場合に選択します。

環境設定エディタに指定されているバージョン以外のバージョンの仮想マシ
ンを作成する場合（Workstation のメニュー バーから [ 編集 ] - [ 環境設定 ] を
選択し、[ デフォルトのハードウェアの互換性 ] の設定を確認してください）。

特定の場所に仮想ディスクのファイルを保存する場合。

デフォルトで作成される SCSI 仮想ディスクではなく、IDE 仮想ディスクをゲ
スト OS で使用する場合。

特定のオペレーティング システムに対してデフォルトで作成される仮想
ディスクの種類を確認するには、[ カスタム ] オプションを選択し、[ 次へ ]
をクリックしながらウィザードのページを進め、目的のゲスト OS を選択し
て [ ディスク タイプの選択 ] ページが表示されるまでウィザードを操作しま
す。デフォルトはすでに選択されています。

新規に仮想ディスクを作成するのではなく、既存の仮想マシンを使用する
場合。

デフォルト以外のメモリ オプションを設定する場合。

複数のプロセッサを仮想マシンに割り当てる場合。

[ 次へ ] をクリックします。

4 [ 標準 ] を選択した場合は、手順 5 に進んでください。

[ カスタム ] を選択した場合は、[ 仮想マシンのハードウェア互換性 ] ページが表
示されます。作成する仮想マシンのバージョンとして Workstation 5 または 6 の
いずれかを指定して、[ 次へ ] をクリックします。[ ハードウェア互換性 ] リスト
から選択する場合は、選択するバージョンと互換性のある他の VMware 製品と
バージョンのリストが表示されます。また、そのバージョンでは利用できない機
能のリストも表示されます。[ 次へ ] をクリックします。

5 [ ゲスト OS] ページが表示されます。

このページでは、ACE Master にインストールするオペレーティング システムの
種類を選択します。インストールするオペレーティング システムとバージョン
の両方を指定してください。
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新規 ACE Master ウィザードはこの情報を使用して、必要なメモリ容量などの適
切なデフォルト値を選択します。

使用するオペレーティング システムがリストにない場合は、ゲスト OS とバー
ジョンの両方で [ その他 ] を選択します。[ 次へ ] をクリックします。

ここからの手順は、Windows XP Professional をゲスト OS としてインストールす
る場合を想定しています。各ゲスト OS に関する詳しいインストール情報は、[ ヘ
ルプ ] メニューまたは当社 Web サイトから『VMware ゲスト OS インストールガ
イド』を参照してください。

6 [ 仮想マシンの命名 ] ページで、ACE Master の名前とフォルダを入力します。

各 ACE Master には、独自のフォルダが割り当てられます。構成ファイルやディ
スク ファイルといった関連ファイルはすべて、このフォルダに保存されます。

たとえば、Windows XP Professional の ACE Master であれば、デフォルトのフォ
ルダは C:\Documents and Settings\<username>\My Documents\My Virtual 
Machines\Windows XP Professional になります。

Pocket ACE 向けに最適化された ACE Master を作成する場合は、手順 14 に進ん
でください。

構成方法として [ 標準 ] を選択した場合は、手順 9 に進んでください。

7 構成方法として [ カスタム ] を選択した場合は、使用する仮想プロセッサの数
（1 または 2）を選択します。[ 次へ ] をクリックします。

8 [ カスタム ] 構成で続行し、メモリ設定を調整するか、デフォルトを受け入れ
ます。

ACE Master のメモリ設定を指定する際は、ゲスト OS およびアプリケーション
が必要とするメモリ量を考慮する必要があります。また、ユーザーのコン
ピュータに取り付けられている RAM 容量やホスト OS が必要とする RAM 容量
も考慮しなければなりません。ACE Master のメモリは、使用するゲスト OS に
対して推奨されているメモリ量以下には設定しないでください。ただし、最低
推奨値以上のメモリを ACE Master に設定するのであれば、ホスト OS がスムー
ズに稼働できないほど高い値を設定しないように気をつけてください。一般的
な構成では、ACE Master のメモリが、ユーザーのホスト コンピュータに取り付
けられていると予測される RAM 容量の半分を超えないようにしてください。

2GB を超えるファイルをサポートしない FAT32 なのどファイルシステムに
ACE Master のファイルが格納されている場合、2GB を超えるメモリを ACE 
Master に割り当てることはできません。

[ 次へ ] をクリックして先に進みます。
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9 ACE Master のネットワーク機能の構成

ネットワーク接続されているホスト コンピュータにパッケージをインストール
する予定であり、ACE Master からデプロイされる ACE インスタンスに独自の IP
アドレスを設定できる（あるいは DHCP サーバから自動的に IP アドレスが割り
当てられる）場合は、[ ブリッジ ネットワークを使用 ] を選択します。この設定
は、パッケージのインストール先コンピュータがオフィス ネットワークに接続
されている場合に適しています。

パッケージをインストールしても ACE インスタンスに独自の IP アドレスを割り
当てることができないが、その ACE インスタンスをインターネットに接続する必
要がある場合には、[NAT を使用 ] を選択します。NAT を選択すると、ユーザーが
ACE インスタンスとホスト OS 間でファイルを共有できるようになります。

ネットワーク オプションについての詳細は、『Workstation ユーザー マニュアル』
を参照してください。

[ 次へ ] をクリックして先に進みます。

構成方法として [ 標準 ] を選択した場合は、手順 14 に進んでください。

構成方法として [ カスタム ] を選択した場合は、引き続き、次の手順に従って
ACE Master のディスクを構成してください。

10 ACE Master で使用する SCSI アダプタの種類を選択します。

ACE Master には、IDE アダプタと SCSI アダプタがインストールされています。
IDE アダプタの場合には、構成を選択する必要はありません。SCSI アダプタの
場合は、BusLogic または LSI Logic SCSI アダプタを選択できます。ゲスト OS の
種類に応じて、すでにデフォルトが設定されています。Windows Server 2003、
Red Hat Enterprise Linux3、および NetWare 以外の全てのゲスト OS では、
BusLogic アダプタがデフォルトとして設定されています。

LSI Logic アダプタの性能は向上され、標準の SCSI デバイスで適切に動作します。

使用する SCSI アダプタの種類は、仮想ディスクを IDE ディスクにするか SCSI
ディスクにするかの決定とは関係なく選択できます。

上記ゲスト以外の旧式のゲスト OS には、LSI Logic アダプタ向けのドライバは含
まれていません。LSI Logic アダプタ用のドライバを持たないオペレーティング 
システムで LSI Logic アダプタを使用する場合は、LSI Logic の Web サイトからド
ライバをダウンロードする必要があります。ACE Master にインストールするド
ライバとゲスト OS の詳細については、『VMware ゲスト OS インストールガイ
ド』を参照してください。

[ 次へ ] をクリックして先に進みます。
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11 ACE Master で使用するディスクを選択します。

[ 仮想ディスクの新規作成 ]。

パッケージで配布する ACE Master には、仮想ディスクを使用してください。
デフォルト設定では、仮想ディスクはホスト コンピュータ上のハード ドラ
イブに最初は小さなファイルとして存在しますが、必要に応じて、後の手順
で指定するサイズまで拡大します。後の手順では、指定した全ディスク ス
ペースを仮想ディスクの作成時に割り当てるように設定することも可能で
す。[ 次へ ] をクリックして先に進みます。

[ 既存の仮想ディスクを使用 ]。このオプションを選択した場合は、[ 次へ ] を
クリックして、手順 13 に進んでください。

12 新しい仮想ディスクの作成を選択した場合は、ここでディスクの種類を選択しま
す（IDE ディスクまたは SCSI ディスク）。

ウィザードは選択したゲスト OS に基づいた最良の選択を勧めます。このウィ
ザードで選択可能な全 Linux ディストリビューションと Windows NT、
Windows 2000、Windows Server 2003、および Longhorn は、デフォルトで
SCSI 仮想ディスクを使用します。Windows NT、Windows 2000、Windows 
Server 2003、および Longhorn 以外の Windows オペレーティング システム
は全て、デフォルトで IDE 仮想ディスクを使用します。NetWare、FreeBSD、
MS-DOS などの他のゲストのデフォルト設定は IDE 仮想ディスクです。

[ 次へ ] をクリックして続行し、手順 14 に進んでください。

13 既存の仮想ディスクの使用を選択した場合は、使用するディスクを選択します。
[ 次へ ] をクリックし、[ 完了 ] をクリックします。

14 仮想ディスクの容量を指定します。

作成する仮想ディスクのサイズを入力します。Pocket ACE 向けに最適化された
ACE Master を作成している場合は、[ 次へ ] をクリックして、仮想ディスクのサ

注意   仮想ディスクには、ゲスト OS およびインストール予定の全ソフトウェア
に加えて、データと今後の拡張の余地を残すだけの大きさが必要です。

ACE Master に仮想ディスクを追加構成すれば、利用可能なディスク スペースの
総計を増加させることができます。仮想ディスクを追加でインストールするに
は、仮想マシン設定エディタ（[VM] - [ 設定 ]）を使用します。仮想ディスクの追
加は、このウィザードが終了した後で、ユーザーに配布するパッケージを作成す
る前に行う必要があります。

仮想ディスクの使用については、『Workstation ユーザーマニュアル』を参照して
ください。
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イズを入力した後で手順 17 へ進んでください。標準またはカスタムの ACE 
Master を作成している場合は、この手順で続行します。

必要に応じて、[ 事前に割り当てる ] を選択してください。

仮想ディスクの作成時にディスクの全スペースを割り当てると、パフォーマンス
が幾分向上しますが、指定した仮想ディスクのサイズに相当するディスク ス
ペースが最初から必要になります。

このオプションを選択しなかった場合、仮想ディスクのファイル サイズは最初
は小さく、必要に応じて大きくなりますが、ここで設定したサイズを超えること
はできません。

ここではまた、仮想ディスクを 1 個の大きなファイルとして作成するか、2GB
のファイルに分割して格納するかを指定できます。仮想ディスクが FAT32 ファ
イル システムに格納される場合は、ディスクを分割してください。

ACE パッケージを CD または DVD で配布する予定の場合は、ファイルを分割し
た方がパッケージのインストールがスピードアップします。パッケージのインス
トールをスピーディーに行うには、仮想ディスクを構成する各ファイルを 4GB
より小さく設定し、またパッケージの配布に使用するメディアよりも小さくして
おく必要があります。このため、仮想ディスク ファイルを分割しておけば、
パッケージを DVD で配布する場合に、作業をスムーズに進めることができます。

[ 次へ ] をクリックして先に進みます。

15 構成方法として [ 標準 ] を選択した場合は、手順 17 に進んでください。

16 構成方法として [ カスタム ] を選択した場合は、仮想ディスクのファイルの格納
場所を指定します。[ 次へ ] をクリックします。

17 [ACE Management Server を指定してください ] ページで、この ACE Master から
作成したインスタンスを、ACE 2Management Server を使用して管理するかどう
かを選択します。Management Server

[ サーバを使用 ]（デフォルトの選択肢）を選択すると、この ACE Master から
作成されたインスタンスを ACE 2Management Server で管理します。

サーバ名とポートを入力するか、以前に選択されたサーバのドロップダウン 
リストからサーバを選択します。そのサーバに割り当てられているポート
が、[ ポート ] ボックスに表示されます。[ 次へ ] をクリックします。

このACE Masterから作成したACEインスタンスをACE 2Management Serverで
管理しない場合は、[ サーバを使用しない ] を選択します。
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[ 次へ ] をクリックして先に進みます。

18 Active Directory サービスに統合されているサーバを選択した場合は、[Active 
Directory] ページが表示されます。この ACE Master で Active Directory を使用す
るかどうかを選択して、[ 次へ ] をクリックします。

19 [ 完了の準備ができました ] ページが表示されます。[ 完了 ] をクリックして新規
ACE Master ウィザードを終了します。

既存のACE Master から ACE Master のクローンを作成
完全クローンおよびリンク クローンについての詳細は、『Workstation ユーザーマ
ニュアル』を参照してください。

既存のACE Master から ACE Master のクローンを作成するには、以下の手順を実行
します。

1 [ ファイル ] - [ 開く ] を選択し、クローン作成元の ACE Master まで移動してこれ
を選択し、[ACE] - [ クローン作成 ] を選択します。ACE Master のクローン作成
ウィザードの [ ようこそ ] ページが表示されます。[ 次へ ] をクリックします。

2 [ クローンの作成元 ] ページが表示されます。[ クローン作成元 ] で、以下のいず
れかを選択します。

[ 仮想マシンの現在の状態 ]

[ 既存のスナップショット（パワーオフ時のみ）] 

[ 次へ ] をクリックします。

3 [ クローンのタイプ ] ページで、[ リンク クローンの作成 ] または [ 完全クローン
の作成 ] を選択します。[ 次へ ] をクリックします。

4 [ 新規 ACE Master の名前 ] ページで、ACE Master の名前とフォルダを選択します。

注意   Management Server 後で ACE Master の管理方法を [ サーバを使用 ] から
[ サーバを使用しない ] へ変更することはできません（逆も同様です）。ACE 
Master は常に、管理対象 ACE Master またはスタンドアロン ACE Master のいず
れかとなります。

要注意   ACE Master の作成時に、Active Directory に統合された ACE 2Management 
Server を選択した場合は、Workstation ACE Edition 管理者のマシンが、その ACE 
2Management Server と同一のドメイン内に存在することを確認してください。管理
者のマシンが同一のドメイン内にない場合は、インスタンスのプレビューや、ACE 
Master へのユーザーの追加を実行できません。
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各 ACE Master には、独自のフォルダが割り当てられます。構成ファイルやディ
スク ファイルといった関連ファイルはすべて、このフォルダに保存されます。

たとえば、Windows XP Professional の ACE Master であれば、デフォルトのフォ
ルダはC:\Documents and Settings\<username>\My Documents\My Virtual 
Machines\Windows XP Professional になります。

5 [ACE Management Server] ページで、この ACE Master から作成したインスタン
スを、ACE 2Management Server を使用して管理するかどうかを選択します。
Management Server

[ サーバを使用 ]を選択すると、このACE Masterから作成されたインスタンス
を ACE 2Management Server で管理します。

次に、サーバ名とポートを入力するか、以前に選択されたサーバのドロップ
ダウン リストからサーバを選択します。そのサーバに割り当てられている
ポートが [ ポート ] ボックスに表示されます。[ 次へ ] をクリックします。

このACE Masterから作成したACEインスタンスをACE 2Management Serverで
管理しない場合は、[ サーバを使用しない ] を選択します。

[ 次へ ] をクリックして先に進みます。

6 Active Directory サービスに統合されているサーバを選択した場合は、[Active 
Directory] ページが表示されます。この ACE Master で Active Directory を使用す
るかどうかを選択して、[ 次へ ] をクリックします。

7 [ 完了の準備ができました ] ページで、[ 次へ ] をクリックします。

[ACE Master のクローン作成 ] ページに進捗状況が表示され、その後、成功また
は失敗を示すメッセージが表示されます。

8 [ 閉じる ] をクリックして、ウィザードを終了します。

既存の仮想マシンから ACE Master のクローンを作成
完全クローンおよびリンク クローンについての詳細は、『Workstation ユーザーマ
ニュアル』を参照してください。

注意   後で ACE Master の管理方法を [ サーバを使用 ] から [ サーバを使用しない ]
へ変更することはできません（逆も同様です）。ACE Master は常に、管理対象
ACE Master またはスタンドアロン ACE Master のいずれかとなります。



VMware, Inc. 105

第 5章 ACE Master の作成と構成

  

既存の仮想マシンからACE Master のクローンを作成するには、以下の手順を実行し
ます。

1 [ ファイル ] - [ 新規 ] - [ACE Master] を選択して、新規 ACE Master ウィザードで
[ 既存の仮想マシンから ACE Master を作成 ] オプションを選択します。クロー
ンする仮想マシンをすでに開いている場合は、[VM] - [ACE Master にクローンを
作成 ] を選択します。ACE Master へのクローン作成ウィザードの [ ようこそ ]
ページが表示されます。[ 次へ ] をクリックします。

2 [ クローンの作成元 ] ページが表示されます。[ クローン作成元 ] で、以下のいず
れかを選択します。

[ 仮想マシンの現在の状態 ]

[ 既存のスナップショット（パワーオフ時のみ）] 

[ 次へ ] をクリックします。

3 [ クローンのタイプ ] ページで、[ リンク クローンの作成 ] または [ 完全クローン
の作成 ] を選択します。[ 次へ ] をクリックします。

4 [ 新規 ACE Master の名前 ] ページで、ACE Master の名前とフォルダを選択します。

各 ACE Master には、独自のフォルダが割り当てられます。構成ファイルやディ
スク ファイルといった関連ファイルはすべて、このフォルダに保存されます。

たとえば、Windows XP Professional の ACE Master であれば、デフォルトのフォ
ルダはC:\Documents and Settings\<username>\My Documents\My Virtual 
Machines\Windows XP Professional になります。

5 [ACE Management Server] ページで、この ACE Master から作成したインスタン
スを、ACE 2Management Server を使用して管理するかどうかを選択します。

[ サーバを使用 ]（デフォルトの選択肢）を選択すると、この ACE Master から
作成されたインスタンスを ACE 2Management Server で管理します。

サーバ名とポートを入力するか、以前に選択されたサーバのドロップダウン 
リストからサーバを選択します。そのサーバに割り当てられているポート
が、[ ポート ] ボックスに表示されます。[ 次へ ] をクリックします。

このACE Masterから作成したACEインスタンスをACE 2Management Serverで
管理しない場合は、[ サーバを使用しない ] を選択します。

注意   この Master からデプロイしたインスタンスには、常に仮想マシンの完全な
コピーが含まれます。
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[ 次へ ] をクリックして先に進みます。

6 Active Directory サービスに統合されているサーバを選択した場合は、[Active 
Directory] ページが表示されます。この ACE Master で Active Directory を使用す
るかどうかを選択して、[ 次へ ] をクリックします。

7 [ 完了の準備ができました ] ページで、[ 次へ ] をクリックします。

[ 仮想マシンからの ACE Master の作成 ] ページに進捗状況が表示され、その後、
成功または失敗を示すメッセージが表示されます。

8 [ 閉じる ] をクリックして、ウィザードを終了します。

ACE インスタンスから仮想マシンのクローンを作成
トラブルシューティングまたは修復のために、ACE インスタンスを標準の仮想マシ
ンに変換することが必要となる場合もあります。ACE インスタンスに設定されたす
べての ACE ポリシーは、クローンの仮想マシンから削除されます。

ACE インスタンスから仮想マシンをクローンを作成するように管理者モードを構成
しておく必要があります。パッケージが耐タンパーであるか暗号化されている場合
は、リカバリ キーも必要です。ポリシー エディタのアクセス制御ページでリカバリ 
キーを有効にします。

ACE 2 が ACE インスタンスから仮想マシンのクローンを作成できるようにするには、
以下の手順を実行します。

1 [ ポリシーを編集 ] - [ 管理者モード ] を選択し、[ 管理者モードを有効にする ]
チェックボックスを選択します。管理者パスワードを入力し、パスワードの確認
を行います。

2 [ アクセス コントロール ] を選択し、[ リカバリ キー ] ボタンをクリックしてリカ
バリ キーを選択または構成します。

3 [ 新規パッケージの作成 ] を選択して、ポリシーを上記のように変更したパッ
ケージを作成します。

ACE インスタンスから仮想マシンのクローンを作成するには、以下の手順を実行し
ます。

1 コマンド ラインで、vmware-acetool.exe アプリケーションが格納されている
ディレクトリに移動します。

注意   後で ACE Master の管理方法を [ サーバを使用 ] から [ サーバを使用しない ]
へ変更することはできません（逆も同様です）。ACE Master は常に、管理対象
ACE Master またはスタンドアロン ACE Master のいずれかとなります。
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例 : 

cd \Program Files\VMware\VMware Player

または、

cd \Program Files\VMware\VMware Workstation

2 cloneToVM コマンドを以下の形式で入力します。

vmware-acetool.exe cloneToVM <ACE 2インスタンス パス名 > <ターゲット仮想マシ
ン名 > <リカバリ キー >

例 :

vmware-acetool.exe cloneToVM C:\Documents and Settings\All 
Users\Application Data\VMware\VMware 
ACE\clonetovm\Windows XP Professional.vmx 
C:\cloneToVM\test.vmx C:\Documents and 
Settings\<username>\recovery keys\rec key.priv

3 プロンプトが表示されたら、管理者パスワードとリカバリ キーパスワードを入
力します。次のメッセージが表示されます。

Cloning: 100% done.
Operation succeeded.

仮想マシンのクローンが ACE インスタンスから作成されました。

ACE インスタンスのネットワーク接続
ユーザー向けに作成する ACE インスタンスでは、ほとんどの場合、NAT または
DHCP サーバが提供する IP アドレスを使ったブリッジ ネットワークを使用します。

ネットワークについての詳細は、『Workstation ユーザーマニュアル』を参照してくだ
さい。

ACE Master の設定
ACE Master の設定の全リスト、および設定の適用方法についての説明は、「[ACE] メ
ニュー（P.39）」を参照してください。

ACE Server の設定
[ACE] メニューから [ACE Server] ダイアログ ボックスを使用して、ACE Master を管理
するサーバを変更できます。
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ACE Master の ACE 2Management Server を変更するには、以下の手順を実行します。

1 サーバの設定を変更する ACE Master を選択します。

2 [ACE] - [ACE Server] を選択します。

3 [ACE Server] ダイアログ ボックスで、ドロップダウン リストからサーバを選択す
るか、[ サーバ ] にサーバのアドレスを入力します。

Active Directory サービスを使用するサーバから使用しないサーバに変更できま
す。ただし、この変更は、選択した ACE Master が Active Directory を使用して
いない場合にのみ可能です。また、Active Directory を使用しないサーバから使
用するサーバに変更しても、選択した ACE Master は Active Directory を使用し
ません。

4 デフォルト ポートは 443 です。[ ポート ] に新しいポート番号を適宜入力してく
ださい。

5 [OK] をクリックして設定を保存し、ダイアログ ボックスを閉じます。

ACE Master のレコードを取得できない場合のサーバへのACE Master
の再割り当て

管理対象 ACE Master を開くと、VMware Workstation ACE Edition はその ACE Master
が使用している Management Server と通信して、当該 ACE Master のレコードを取得
します。Workstation ACE Edition が Management Server と通信できない場合は、ACE 
Master のレコードを取得できないため、その ACE Master は開けません。

ACE Master のサーバ レコードは、以下のような、さまざまな理由により使用不可に
なることがあります。

サーバのアドレスが変更された。

ACE Master のレコードが原因不明の理由により削除された。

注意   サーバ名の横のアイコンは、このサーバが Active Directory に統合されてい
るかどうかを示します。この例のアイコンは、Active Directory に統合されてい
るサーバのものです。Active Directory に統合されていないサーバの場合は、
キーのアイコンが表示されます。

注意   ダイアログ ボックスの [ACE Master 情報 ] 領域の情報は、サーバではな
く、ACE Master に該当するものです。したがって、この例の [Active Directory：
はい ] という表示は、この ACE Master が Active Directory を使用していること
を示します。
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これらの問題を解決するためには、当該 ACE Master を別のサーバ アドレスに割り当
てます。

Management Server と通信できない ACE Master を開こうとすると、Workstation ACE 
Edition はサーバと通信できないことを示すメッセージを表示し、別のサーバ アドレ
スを選択するかどうかを尋ねます。

元のサーバでアドレスのみが変更され（たとえば、DHCP サーバから取得したアドレ
スが変更された場合など）、その新しいアドレスを指定した場合には、ACE Master の
レコードは新しいアドレスのサーバ内に元のままの状態で残されています。

元のサーバが使用できない場合や当該 ACE Master のレコードが削除されている場合
に ACE Master を開くと、Workstation ACE Edition によって、その ACE Master 用のレ
コードを新たに作成するよう促すメッセージが表示されます。元のレコードに格納さ
れていたデータの一部（アクセス リスト、キー リスト、およびドメイン参加パス
ワードなど）は、サーバ上に保存されていたため、失われます。

ACE Master を別のサーバ アドレスに再割り当てするには、以下の手順を実行します。

1 別のサーバを選択するよう促すメッセージが表示されたら、新たに使用する別の
サーバ アドレスとポートを選択または入力します。

ACE Master が Active Directory を使用していた場合、その ACE Master は、
Active Directory に統合されている別の Management Server にのみ再割り当て
できます。ACE Master が Active Directory を使用していなかった場合は、任意
の Management Server に再割り当てできます。

2 [OK] をクリックします。[ACE] - [ 新規パッケージ ] を選択し、ウィザードでパッ
ケージの名前と格納場所を指定して、[ サーバの更新 ] パッケージ タイプを選択
します。

別のサーバ アドレスへの ACE Master の再割り当てが必要となる理由
管理対象 ACE Master を開くたびに、Workstation ACE Edition は ACE 2Management 
Server 上でその ACE Master のレコードを検索し、その Master のポリシーおよびその
他の情報をサーバからダウンロードします。Workstation ACE Edition がサーバとの通
信に失敗した場合や、ACE Master のレコードを見つけられない場合は、その ACE 
Master を開くことができないため、その ACE Master は使用不可になります。この場
合は、当該 ACE Master の ACE 2 仮想マシンのサーバ アドレスを変更するよう選択す
ることができます。

要注意   ACE Master を新しいサーバに再割り当てする場合は、そのサーバが以前の
データベース（またはそのコピー）にアクセスできない限り、その ACE Master の既
存のインスタンスの実行を継続できないことに注意してください。
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ACE Master の再割り当てが必要となる場合

別のサーバ アドレスへの ACE Master の再割り当ては、一般的に次のような状況で必
要となります。

ACE 2Management Server のアドレスが変更された場合（たとえば、アドレスが
DHCP によって割り当てられていた場合や、サーバのネットワーク アドレスを
変更した場合）。

ACE 2Management Server が使用するデータベースが破損した場合。

これらの場合はいずれも、ACE Master のデータベース レコードを取得できないため、
その ACE Master を開こうとすると失敗します。サーバの新しいアドレスを指定する
よう促すメッセージが表示されます。アドレスが変更されている場合は、サーバの新
しいアドレスを指定します。データベースが破損している場合は、別の ACE 
2Management Server のアドレスを指定できます。これにより、当該 ACE Master は
この新しい ACE 2Management Server を使用するようになります。ただし、デプロイ
済みのすべてのインスタンスでは、古いサーバの使用を継続することになります

（サーバ アップデート パッケージを作成して配布することで、これらのインスタンス
の再割り当てが可能です）。

別のサーバ アドレスへの ACE Master の再割り当て方法

ACE 2Management Server のアドレスが変更されている場合は、新しいアドレスを指
定できます。Workstation ACE Edition は、新しいサーバ上で当該 ACE Master のレ
コードを検索します。レコードが見つかった場合、ACE Master はこの既存のレコー
ドを、そのレコード用に保管されているすべての設定と共に使用します。（注意：再
割り当て前に ACE Master がパスワード ベースのアクティベーションを使用していた
場合、このアクセス コントロール設定はアクティベーションなしに変更されます。
ACE Master の再割り当て後に、パスワードによるアクティベーションを使用するよ
う変更して、アクティベーション パスワードを指定する必要があります。）

この ACE Master の既存のレコードが新しい ACE 2Management Server 上で見つからな
い場合、Workstation ACE Edition は、新しいサーバ上にこの ACE Master のレコードを
新規作成します。ただし、この場合は以下の設定が失われるため、再入力が必要とな
ります。

アクティベーション パスワード（パスワード ベースのアクティベーションを使
用している場合） 

アクティベーション トークン リスト（トークン リスト ベースのアクティベー
ションを使用している場合） 

許可されたユーザー（Active Directory ベースのアクセス コントロールを使用し
ている場合） 
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ドメイン参加パスワード（インスタンスのカスタマイズとドメイン参加を有効に
している場合） 

リモート ドメイン参加パスワード（インスタンスのカスタマイズとリモート ド
メイン参加を有効にしている場合） 

別のサーバ アドレスへの ACE Master の再割り当て時に実行される処理内容 
別のサーバ アドレスへの ACE Master の再割り当てでは、当該 ACE Master のレ
コードのみがコピーされます。ACE インスタンスのレコードはコピーされません。
ACE Master が再割り当てされた後も、その ACE Master からデプロイされたすべて
のインスタンスは、引き続き古いサーバへの接続を試みます。古いサーバに接続
できない場合、インスタンスは自身のキャッシュに含まれているポリシーを、
キャッシュの有効期限が切れるまで使用します（オフラインでのポリシー使用が
有効化されている場合）。デプロイ済みのインスタンスを新しいサーバと通信させ
たい場合は、以下の 2 つの作業を実行する必要があります。

1 新しいサーバが古いサーバの使用していたものと同じデータベースにアクセスで
きるようにしてください。これを行うためには、内蔵データベースの場合はデー
タベースをコピーし、外部データベースを使用している場合は Server Setup Web
アプリケーションで新しいサーバを構成します。

2 サーバ アップデート パッケージを作成し、全ユーザーに配布してインストール
させます。

仮想マシン設定
選択されている ACE Master のデバイスの設定およびオプションを変更できます。こ
れらの設定とオプションについては、『Workstation ユーザーマニュアル』を参照して
ください。
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6

ここでは、ACE Master と ACE インスタンスのポリシーを設定する手順、および
VMware Player をカスタマイズする手順について説明します。

ポリシーの活用（P.113）

ポリシーエディタの使用（P.114）

ポリシーの設定（P.114）

プラグインのポリシー スクリプトの作成（P.165）

VMware Player インターフェイスのカスタマイズ（P.171）

ポリシーの活用
ポリシーを使用すると、ユーザーに配布する ACE インスタンスのさまざまな側面を
管理できます。例えば、次のようなことが可能です。

Active Directoryドメインで定義した特定のユーザーやグループのみがACEインス
タンスを使用できるように設定する。

仮想マシンを使ってユーザーがアクセスできるネットワーク リソースを指定
する。

仮想マシンに構成されている特定の取外し可能デバイスをユーザーが接続 / 切断
できるように設定する。

ACE インスタンスの有効期限を設定する。

ポリシーを設定する場合は、ポリシー エディタを使用します。「ポリシーエディタの
使用（P.114）」を参照してください。

ポリシーの設定と使用および
VMware Player のカスタマ
イズ 6
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ポリシーを編集し、ポリシーのみを含む新しいパッケージを作成して配布すれば、
ACE インスタンス向けのポリシーの一部、あるいは全部を必要に応じて変更でき
ます。

ACE 2Management Server によって管理される ACE Master の場合は、一部のポリ
シーを動的に変更して、ユーザーのマシン上の ACE インスタンスに変更内容をデ
プロイできます。

ポリシーエディタの使用
ポリシーの設定は、ポリシー エディタで行います。ポリシー エディタは、以下のい
ずれかの方法で起動できます。

サイドバーで ACE Master をクリックして、[ACE] - [ ポリシー ] を選択します。

サイドバーでACE Masterをクリックして、サマリ ビューで[ポリシーを編集]を選
択します。

ツールバーの [ ポリシーを編集 ] ボタンをクリックします。

サイドバーで ACE を右クリックして、[ ポリシー ] を選択します。

ポリシーの設定
ACE インスタンスについて、以下のポリシーを設定できます。

アクセス コントロール ポリシーの設定（アクティベーションと認証）（P.115）

ホストおよびゲスト データ スクリプト ポリシーの設定（P.128）

有効期限ポリシーの設定（P.129）

コピー保護ポリシーの設定（P.130）

リソースの署名ポリシーの設定（P.132）

ネットワーク アクセス ポリシーの設定（P.133）

取外し可能デバイス ポリシーの設定（P.149）

USB デバイス接続ポリシーの設定（P.150）

仮想プリンター向けのポリシーを設定（P.153）

ランタイムの環境設定ポリシーの設定（P.154）

スナップショット ポリシーの設定（P.157）

注意   管理対象インスタンスがサーバで変更をチェックする間隔を指定する [ 更新頻
度 ] は、デフォルトでは 5 分に設定されています。
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管理者モード ポリシーの設定（P.160）

ホットフィックス ポリシーの設定（P.161）

ポリシーの更新頻度の設定（P.162）

ACE パッケージおよびインスタンスの暗号化については、「暗号化（P.190）」を参照
してください。

アクセス コントロール ポリシーの設定（アクティベーションと
認証）

インストールされた ACE パッケージ、およびパッケージから作成されたインスタン
スへのアクセスを制御するための、アクティベーションおよび認証ポリシーを設定し
ます。

これらのポリシーの設定により、パッケージと ACE インスタンスの暗号化ポリシー
のデフォルト設定が決定されます。暗号化ポリシーは、送信時に ACE パッケージお
よびファイルを保護します。暗号化設定の詳細については、「暗号化（P.190）」を参
照してください。

[ アクティベーション ポリシー ] では、インストールされた ACE パッケージにアク
セスして ACE インスタンスを作成できるユーザーが指定されます。

[ 認証ポリシー ] では、ACE インスタンスを実行（パワーオン）できるユーザーが指
定されます。

これらのポリシーの設定内容と実装方法は、ACE インスタンスの管理方法、および
（オプションとして）追跡方法によって異なります。以下の管理セットアップが可能
です。

Active Directory を使用するサーバ　ACE インスタンスは ACE 2Management 
Server によって管理され、サーバは Active Directory に統合されます。

Active Directory を使用しないサーバ　ACE インスタンスは ACE 2Management 
Server によって管理され、サーバは Active Directory に統合されません。

スタンドアロン　ACE インスタンスはスタンドアロンとなり、サーバによって管
理されません。

アクティベーション ポリシーと認証ポリシーの設定を開始するには、以下の手順を
実行します。

1 ACE Master のサマリ ビューで [ ポリシーを編集 ] をクリックするか、または
[ACE Master] - [ ポリシー ] を選択します。

2 ポリシー エディタの左パネルで [ アクセス コントロール ] ページ リンクをク
リックします。
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3 設定オプションを選択するには、お使いの ACE 管理セットアップに該当する箇
所を参照してください。

Active Directory サービスを使用する管理対象インスタンスのアクティベー
ションと認証（P.116）

Active Directoryサービスを使用しない管理対象インスタンスのアクティベー
ションと認証（P.120）

スタンドアロン インスタンス向けのアクティベーションと認証（P.124）

Active Directory サービスを使用する管理対象インスタンスのアクティベー
ションと認証
管理対象 ACE Master（Active Directory に統合されたサーバにより管理される）を使
用する場合は、次の情報を使用して、アクティベーション ポリシーと認証ポリシー
を設定します。

ユーザーは ACE インスタンスの実行時に毎回、Active Directory のユーザー認証情報
を入力する必要があります。

インスタンスをアクティベートするユーザーのみが、そのインスタンスを認証（実
行）できます。

ACE パッケージがインストールされている場合は、常にアクティベーションの手順
を実行します。

インスタンスの認証および実行に先立って、サーバではユーザーが入力したユーザー
証明書の他に以下の項目についても検証されます。

失効フラグが設定されておらず、いずれかのポリシーのエラーによりインスタン
スの実行がブロックされていないこと。

インスタンスに設定された有効期限（設定されている場合）に達していない
こと。

認証ポリシーに対して動的な変更を加えるには、以下の手順を実行します。ACE
パッケージをアクティベートできるユーザーのリストに対して、ユーザーを追加また
は削除できます。ユーザー リストの変更は、このインスタンスが次回起動するとき
に有効になります。

注意   Active Directory を使用するアクティベーションおよび認証のポリシーは、
Active Directory を使用しないポリシーに変更できず、また反対に、Active Directory
を使用しないポリシーを Active Directory を使用するポリシーに変更することもでき
ません。
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アクティベーションと認証

[ アクティベーションと認証 ] で、以下のように、インスタンスをアクティベートお
よび認証（実行）できるユーザーとグループのリストを編集できます。

[ 追加 ] をクリックして、[Active Directory ユーザーおよびグループ ] ダイアログ 
ボックスを開きます。インスタンスをアクティベートおよび認証できるユーザー
とグループを選択します。

リストからユーザーまたはグループを削除するには、[ ユーザーまたはグループ /
ドメイン ] 表で削除するエントリを選択して、[ 削除 ] をクリックします。

Active Directory パスワード変更プロキシManagement Server

Active Directory との統合により、ACE インスタンスのセキュリティを向上できます。

パスワードの有効期限や変更要求の指定、パスワードを期限切れにするドメインの設
定、および定期的なパスワード変更要求を行うことができます。これらの設定は、
ACE アクセス コントロール ポリシーの設定に追加されます。

Active Directory ユーザーがパスワードを変更する必要がある場合に備えて、ACE 
2Management Server を Active Directory パスワード変更プロキシとして構成できま
す。このモードでは、ユーザーに代わって、ACE 2Management Server が Active 
Directory ドメイン コントローラに対してパスワード変更要求を行います。

割り当て

[ 割り当て ] の [ アクティベーションの合計数 ] で、このパッケージからアクティベー
トできるインスタンスの数を選択します。

[ 無制限 ]

[ 最大数 ]　値を入力するか、ドロップダウン リストから値を選択します。

デフォルトでは、ユーザーは各 ACE パッケージあたり 1 つのインスタンスをアク
ティベートできます。各ユーザーが複数のインスタンスをアクティベートできるよう
にするには、[ ユーザー 1 人につき複数のアクティベーションを許可 ] を選択します。

パワーオン スクリプトの詳細設定

ACE インスタンスを実行できるかどうかを判別するための、ACE インスタンスのパ
ワーオン時に実行するスクリプトを指定できます。認証ポリシーの他に、ACE イン

注意   管理者のマシン（管理者が Workstation ACE Edition を実行しているマシン）
が、ACE 2Management Server が連動するように構成されているドメインと同一
のドメイン上にあることを確認します。メンバーではない場合は、ユーザーを追
加できません。
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スタンスへのアクセスを制御するためのカスタマイズ可能な手段としてこのスクリプ
トを使用できます。

ACE Master のパッケージにパワーオン スクリプトを含めるには、以下の手順を実行
します。

1 スクリプトを作成して、ACE Resource フォルダに保存します。

2 アクセス コントロール ポリシー ページの右下の [ 詳細 ] ボタンをクリックしま
す。[ パワーオン スクリプトの選択 ] ダイアログ ボックスが表示されます。

パッケージ設定においてデプロイ プラットフォームが [Windows と Linux] に設
定されている場合は、[ パワーオン スクリプトの選択 ] ダイアログ ボックスには
Windows と Linux の両方のスクリプト仕様向けのテキスト フィールドが表示さ
れます。

3 [ パワーオン スクリプトを使用 ] を選択します。

4 [ 設定 ] をクリックして [ カスタム スクリプトの設定 ] ダイアログ ボックスを開
きます。カスタム スクリプトの設定の詳細については、 126 ページを参照してく
ださい。

5 この ACE Master を使用したパッケージをすでにデプロイした後でパワーオン 
スクリプトを有効にする場合は、ポリシー / サーバ アップデート パッケージま
たは ACE リソースのカスタム パッケージを使用してスクリプトを提供してく
ださい。

スクリプトがユーザーのシステムで実行されるときは、スクリプトの出力が TRUE
（パワーオン）または FALSE（パワーオフ）となり、さらにスクリプトの標準的な終
了コードのルールに準拠する必要があります。

パワーオン スクリプトの例を以下に示します。

#
#   VMwareサンプル スクリプト
#
#   ACEパワーオン フックのサンプル スクリプト
#
#   説明 :
#   このサンプル スクリプトは ACEのパワーオン フックを実装します。これは、ACEが

実行を
#   許可される状況を制御するための認証にさらに追加して使用できます。
#    
#   このスクリプトは、ユーザー名が環境変数 TEST_USERNAMEに定義されていることを前提

にしており

注意   改変を防ぐために、スクリプトはデプロイ前に署名されます。リソースの署名
の詳細については、 132 ページを参照してください。
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#   （このサンプルでは架空の環境変数を使用）、ユーザーが
#   実行を許可される場合は TRUEを、許可されない場合は FALSEを戻します。
#
#   スクリプトへの入力：
#   なし。
#
#   戻り値：
#   ユーザー名がホワイト リストに含まれている場合は TRUEを戻します。
#   ユーザー名がホワイト リストに含まれていない場合、または定義されていない場合は、

FALSEを戻します。
#
#   予期される出力：
#   TRUEまたは FALSEのいずれかの文字列
#
#

my @white_list = ("alan", "bob", "mary", "sonia", "chris");

my $username = $ENV{TEST_USERNAME};
if (! defined $username) {
   print "FALSE";
   exit(0);
}

my @grepNames = grep(/$username/, @white_list);
if (@grepNames == 1) {
   print "TRUE";
   exit(0);
}

print "FALSE";
exit(0);

注意   スクリプトには任意の言語を使用できます。スクリプトにより、Workstation 
ACE Edition には ACE リソース ディレクトリのコマンド ライン実行可能プログラムま
たはスクリプト ファイル（Windows の .bat、Linux の perl、sh など）が提供されま
す。スクリプトが準拠しなければならないガイドラインは、スクリプトが実装するポ
リシーによって異なります。

一般的なルールは次のとおりです。スクリプトの実行が成功したとみなされるには、
exit の値がゼロ（0）でなければなりません。その他の出力結果は失敗します。正常
に実行されるとスクリプトの stdout 出力が検査されます。任意のポリシーについて、
この出力は特定のもの（たとえば、パワーオン スクリプトの出力は TRUE または
FALSE）でなければならず、認証スクリプトの出力はパスワードとして使用され、ホ
スト / ゲスト データ スクリプトは特定の形式による文字列

（"guestinfo.var1="value1"\nguestinof .var2="value2"" など）になります。
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Active Directory サービスを使用しない管理対象インスタンスのアクティ
ベーションと認証

管理対象 ACE Master（Active Directory に統合されていないサーバによって管理され
る）を使用する場合は、次の情報を使用して、アクティベーション ポリシーと認証
ポリシーを設定します。

アクティベーション

ACE パッケージがインストールされている場合は、常にアクティベーション ステッ
プを実行します。

アクティベーション ポリシーに対して動的な変更を加えるには、以下の手順を実行
します。

アクティベーション設定のタイプを変更するには、ポリシーを編集して公開しま
す。ポリシーは、このパッケージから新しいインスタンスがインストールされて
アクティベートされる際に有効になります。

アクティベーション キーを変更するには、ポリシーを編集して公開します。ポ
リシーは、このパッケージから新しいインスタンスがインストールされてアク
ティベートされる際に有効になります。また、インポートしたキー リストを編
集して、変更内容を公開できます。

[ アクティベーション ] の下で、アクティベーション タイプを選択します。

なし　パスワードまたはキーは必要とされません。すべてのユーザーがこのイン
スタンスをアクティベートできます。

パスワード　ユーザーがこの ACE インスタンスをアクティベートするには、管理
者の指定したパスワードを入力する必要があります。管理者は電子メールなどを
使用してユーザーにパスワードを通知する必要があります。

アクティベーション キー　ユーザーは、この ACE インスタンス用に作成された
キー リスト内にあるキーを入力する必要があります。[ キー リストの設定 ] をク
リックすると、[ アクティベーション キー ] ダイアログ ボックスが開きます。

注意   アクティベーション キーは、基本的にサーバにより使用されているまたは
使用されていない状態を追跡することが可能なシリアル番号です。システム管理
者は、ダイアログで使用するキーを入力したり、またはテキスト ファイルから
ダイアログにキーをインポートできます。ACE インスタンスまたは ACE Master
がキーを使用してアクティベートされると、そのキーを使用して別のインスタン
スをアクティベートすることはできません。
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キーを追加するには、[ 追加 ] をクリックします。自由形式の文字列を入力し
ます。

キーをインポートするには、[ インポート ] をクリックし、インポートするア
クティベーション トークンのリストが含まれているファイルを参照して指
定します。各トークンはファイル内の 1 行に相当します。空白行は無視さ
れます。

キーを削除するには、削除対象のエントリを表で選択し、[ 削除 ] をクリック
して、[ はい ] をクリックします。キーを削除しても、そのキーによってア
クティベートされたインスタンスへの影響はありません。

認証

認証タイプ（後述）が [ なし ] に設定されている場合を除き、ユーザーは ACE インス
タンスを実行するたびに、そのインスタンスを認証する必要があります。

インスタンスをパワーオンする前に、ユーザーが正しいパスワード、またはスクリ
プトの正常な実行によるキーを入力したことの他に、以下の項目についても検証さ
れます。

失効フラグが設定されておらず、いずれかのポリシーのエラーによりインスタン
スの実行がブロックされていないこと。

インスタンスに設定された有効期限（設定されている場合）に達していない
こと。

[ アクティベーション ] の下で、認証タイプを選択します。

なし　パスワードは要求されません。すべてのユーザーがこのインスタンスをア
クティベートできます。

ユーザーが指定したパスワード　このオプションを選択すると、ユーザーが正し
いパスワードを入力しない限りインスタンスは実行されません。各ユーザーは初
回のパワーオンの際、アクティベート中にパスワードを設定する必要がありま
す。パスワードの最小文字数や、使用する必要のある文字の種類を設定するに
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は、[ パスワード ポリシーの設定 ] をクリックして [ パスワード ポリシー ] ダイ
アログ ボックスを開きます。

以下の項目を 1 個、2 個、または 3 個すべて選択します。

[ 最低使用文字数を設定 ]：値を入力するか、ドロップダウン リストから値を
選択します。

[ パスワードの内容を制限 ]：文字のタイプについて、1 ～ 4 種類の範囲でオプ
ションを選択します。

[ パスワードのロックアウトを強制する ]：ユーザーがパスワードの入力を試
行できる回数を選択します。この回数を超えると、パスワードの入力試行回
数が制限を超えたことを示すエラー メッセージが表示されます。また、
ユーザーがログインを再試行するまでの待機時間（秒）も指定します。

スクリプト　インスタンスを使用できるユーザーを独自のカスタム スクリプト
で判別する場合には、このオプションを選択します。

このACE Master を使用して作成されたパッケージにスクリプトを設定するには、以
下の手順を実行します。

1 スクリプトを作成して、ACE Master の ACE リソース ディレクトリに保存します。

2 アクセス コントロール ポリシー ページで [ 設定 ] をクリックして、[ カスタム ス
クリプトの設定 ] ダイアログ ボックスを開きます。
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パッケージ設定において配布 プラットフォームが [Windows と Linux] に設定さ
れている場合は、[ カスタム スクリプトの設定 ] ダイアログには Windows 用と
Linux 用の両方のテキスト フィールドが表示されます。

3 スクリプト ファイルを参照して指定し、[ 開く ] をクリックします。

4 スクリプトを実行するためのコマンドを入力します。コマンド ラインにスクリ
プト ファイル、スクリプトの実行に必要な実行可能ファイル、およびスクリプ
トの引数を含めます。

5 （オプション）[ タイムアウト時間 ] を選択して、スクリプトが完了しない場合の
タイムアウト時間（秒）を入力します。スクリプトが完了する前にタイムアウト
時間が経過すると、ユーザーのアクセスは拒否されます。

6 [OK] をクリックします。

7 この ACE Master を使用したパッケージをすでにデプロイした後で認証スクリプ
トを有効にする場合は、ポリシーおよびサーバの更新 パッケージまたは ACE リ
ソースのカスタム パッケージを使用してスクリプトを設定してください。

注意   改変を防ぐために、スクリプトはデプロイ前に署名されます。リソースの署名
の詳細については、 132 ページを参照してください。
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割り当て

[ 割り当て ] の [ アクティベーションの合計数 ] で、この ACE Master からアクティ
ベートできるインスタンスの数を選択します。

[ 無制限 ]

[ 最大数 ]　値を入力するか、ドロップダウン リストから値を選択します。

パワーオン スクリプトの詳細設定

ACE インスタンスを実行できるかどうかを判別するための、ACE インスタンスのパ
ワーオン時に実行するスクリプトを指定できます。

手順については、「ACE Master のパッケージにパワーオン スクリプトを含めるには、
以下の手順を実行します。（P.118）」を参照してください。

スタンドアロン インスタンス向けのアクティベーションと認証

スタンドアロンの ACE Master を使用している場合は、以下のセクションで説明され
ているポリシーを設定できます。

アクティベーション

ACE パッケージがインストールされている場合は、常にアクティベーションの手順
を実行します。

[ アクティベーション ] の下で、アクティベーション タイプを選択します。

なし　パスワードは要求されません。すべてのユーザーがこのインスタンスをア
クティベートできます。

パスワード　ユーザーがこの ACE インスタンスをアクティベートするには、管理
者の指定したパスワードを入力する必要があります。管理者は電子メールなどを
使用してユーザーにパスワードを通知する必要があります。スタンドアロンの
ACE Master の場合は、パッケージ作成中にパスワードが提供されます。

認証

[ 認証 ] が [ なし ] に設定されていない限り、ユーザーはインスタンスを実行する際
に、常に認証ステップを実行します。[ 認証 ] の下で、認証タイプを選択します。

なし　パスワードは必要とされません。インスタンスがアクティベートされた
後、すべてのユーザーがこのインスタンスを実行できます。



VMware, Inc. 125

第 6章 ポリシーの設定と使用および VMware Player のカスタマイズ

  

ユーザーが指定したパスワード　このオプションを選択すると、ユーザーが正
しいパスワードを入力しない限りインスタンスは実行されません。各ユーザー
は初回のパワーオンの際、アクティベート中にパスワードを設定する必要があ
ります。

パスワードの最小文字数や、使用する必要のある文字の種類を設定するには、
[ パスワード ポリシーの設定 ] をクリックして [ パスワード ポリシー ] ダイア
ログ ボックスを開きます。

以下の項目を 1 個、2 個、または 3 個すべて選択します。

[ 最低使用文字数を設定 ]：値を入力するか、ドロップダウン リストから値を
選択します。

[ パスワードの内容を制限 ]：文字のタイプについて、1 ～ 4 種類の範囲でオプ
ションを選択します。

[ パスワードのロックアウトを強制する ]： ユーザーがパスワードの入力を試
行できる回数を選択します。この回数を超えると、パスワードの入力試行回
数が制限を超えたことを示すエラー メッセージが表示されます。また、
ユーザーがログインを再試行するまでの待機時間（秒）も指定します。

リカバリ キーの設定 

暗号化された ACE インスタンスへのアクセスに使用するキーを指定できます。
ACE Master にパスワード保護を指定しており、そのマスタからデプロイされた
ACE インスタンスのパスワードをリセットできるようにするには、仮想マシン
を含んだパッケージを作成する前に、リカバリ キーを指定する必要があります。

a [ リカバリ キーの設定 ] をクリックします。[ リカバリ キー ] ダイアログ 
ボックスが表示されます。

b [ リカバリ キー ] ダイアログ ボックスで、[ リカバリ キーの使用 ] を選択し
てリカバリ キーを構成します。

c 既存の PEM 形式のキー ペアを使用するには、[ 既存のキーを参照 ] をクリッ
クして、使用するペアのパブリック キーを指定します。PEM 形式のキー ペ
アを新規作成するには、[ 新規リカバリ キーの作成 ] をクリックします。[ 新
規リカバリ キーの作成 ] ダイアログ ボックスが表示されます。

注意   不正なパスワードを特定の回数（デフォルトでは 5 回）入力すると、特
定の期間（デフォルトでは 30 秒）にわたってパスワードを再入力できなくな
ります。



VMware ACE 管理者マニュアル

126 VMware, Inc.  

d キー ペアの名前と場所を入力します。

e プライベート キーを保護するためのパスワードを入力してから、確認のた
めに再度入力します。

f [OK] をクリックしてキーを生成します。

キーの生成には数秒かかります。キーが生成されて保存されると、[ 新規リカバ
リ キーの作成 ] ダイアログ ボックスが閉じ、 新しく生成されたパブリック キーが
[ リカバリ キー ] タブのフィールドに表示されます。指定した場所に、キーの 2
つの部分が保管されます。ファイル名は、先ほど指定した名前の後に、パブリッ
ク キーには「.pub」、プライベート キーには「.priv」という拡張子が付いたもの
になります。

スクリプト　インスタンスを使用できるユーザーを独自のカスタム スクリプト
で判別する場合には、このオプションを選択します。

このACE Master を使用して作成されたパッケージにこのスクリプトを提供するに
は、以下の手順を実行します。

1 スクリプトを作成して、ACE Master の ACE リソース ディレクトリに保存します。

2 アクセス コントロール ポリシー ページで [ 設定 ] をクリックして、[ カスタム ス
クリプトの設定 ] ダイアログ ボックスを開きます。

パッケージ設定において配布プラットフォームが [Windows と Linux] に設定さ
れている場合は、[ カスタム スクリプトの設定 ] ダイアログには Windows 用と
Linux 用の両方のテキスト フィールドが表示されます。

注意   ユーザーのパスワードをリセットするには、プライベート キーのパスワー
ドと、プライベート キー ファイルの格納場所の情報が必要です。
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3 スクリプト ファイルを参照して指定し、[ 開く ] をクリックします。

4 スクリプトを実行するためのコマンドを入力します。コマンド ラインにスクリ
プト ファイル、スクリプトの実行に必要な実行可能ファイル、およびスクリプ
トの引数を含めます。

5 （オプション）[ タイムアウト時間 ] を選択して、スクリプトが完了しない場合の
タイムアウト時間（秒）を入力します。

6 [OK] をクリックします。

7 デプロイ済みの ACE Master に対してこのスクリプトを有効にする場合は、ユー
ザーに配布するアップデート パッケージに当該スクリプトを含めます。これに
より、既存のインスタンスがアップデートされて新しい認証スクリプトを使用で
きるようになります。

認証設定のタイプを変更するには、ポリシーの更新パッケージを作成してユー
ザーに配布します。

注意   改変を防ぐために、スクリプトはデプロイ前に署名されます。リソースの署名
の詳細については、 132 ページを参照してください。
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スクリプトを変更するには、新しいスクリプトを含む新規のパッケージを作成し
てユーザーに配布します。

パワーオン スクリプトの詳細設定

ACE インスタンスを実行できるかどうかを判別するための、ACE インスタンスのパ
ワーオン時に実行するスクリプトを指定できます。

手順については、「ACE Master のパッケージにパワーオン スクリプトを含めるには、
以下の手順を実行します。（P.118）」を参照してください。

ホストおよびゲスト データ スクリプト ポリシーの設定
ACE インスタンスのパワーオン時に実行するホストおよびゲスト データ スクリプト
を指定できます。このスクリプトを使用して、ゲスト OS に値を渡すことができま
す。このスクリプトはホスト OS 上で実行され、キーと値のペアのセットを出力しま
す。出力されるキーと値のペアは、ゲスト OS 内で稼働しているアプリケーションで
使用できるようになります。これを行うための機能は、VMware Tools サービスによ
り提供されます。

このポリシー設定を使用して、ACE インスタンスがパワーオン状態の際に特定のホ
スト情報をゲスト OS と共有します。

有効なキーのセットは、machine.id と、guestinfo というプリフィックスの付い
たキー（guestinfo.ipAddress など）で構成されているものです。

このインスタンスの ACE Master が Windows と Linux の両方のプラットフォームにデ
プロイされるように構成されている場合は、Windows システムと Linux システムの
両方にスクリプトを指定できます。

ゲスト OS で実行するホスト / ゲスト データ スクリプトを指定するには、[ パワーオ
ン時にホスト / ゲスト スクリプトを実行する ] を有効にします。次に、[ 設定 ] をク
リックして [ カスタム スクリプトの設定 ] ダイアログ ボックスを開き、ゲスト OS 内
で実行するスクリプトを指定します。カスタム スクリプトの設定の詳細については、 
122 ページを参照してください。

注意   すでにデプロイされた ACE インスタンス用のスクリプトを変更する場合は、当
該スクリプトを含んだアップデート パッケージを作成して、ユーザーのマシンに配
布します。
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有効期限ポリシーの設定
ACE インスタンスの有効期限を設定するには、ポリシー エディタのウィンドウで [ 有
効期限 ] を選択します。インスタンスが有効期限切れになると、ファイルはユーザー
のコンピュータ上に残るものの、そのインスタンスは使用できなくなります。

有効期限のオプションとして、以下のいずれかを選択できます。

無期限　インスタンスに有効期限を設定しません。

アクティベーション後 x日間　パッケージがインストールおよびアクティベート
されてから一定の期間はインスタンスを実行できますが、それ以降は使用できな
くなります。

有効期間<日付>から<日付>　指定された開始日から終了日までの間のみ、イン
スタンスをパワーオンして実行できます。開始日より前、および終了日より後に
は使用できません。

有効期限の切れた ACE インスタンスをデプロイすることもできます。

有効期限が近くなるとインスタンスのパワーオン時に警告メッセージが毎回表示され
るように設定できます。この警告メッセージのテキストはカスタマイズできます。
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メッセージ ボックス内のグレー表示されているテキストの後に、テキストを追加し
ます。グレー表示されているテキストは編集できません。

インスタンスの有効期限が切れると、その旨を通知するメッセージが表示されます。
このメッセージのテキストも同様にカスタマイズできます。グレー表示されているテ
キスト（編集不可能）の後にテキストを追加できます。有効期限切れのメッセージが
表示される場合、インスタンスはパワーオンできません。

スタンドアロン ACE インスタンスでは、有効期限の切れる日付または有効期間（い
ずれも変更不可）がアクティベート時に確定されます。ユーザーがインスタンスをパ
ワーオンするたびに、日付 / 有効期間がチェックされます。パワーオン時の日付が有
効期限を過ぎている場合や、有効期間の範囲外である場合は、有効期限切れのメッ
セージが表示され、インスタンスはパワーオンできません。有効期限は、インスタン
スの実行中にもチェックされます。有効期限に達すると、その旨を通知するメッセー
ジが表示されて、インスタンスはサスペンドされます。

管理対象 ACE インスタンスの場合、有効期限ポリシーはスタンドアロン インスタン
スの場合と同様に機能します。ただし、有効期限ポリシーの値は各インスタンスごと
に指定できます。また、ACE Master とすべての ACE インスタンスの両方で、有効期
限の値はすべて動的となります。個々のインスタンスに独自の日付範囲が構成されて
いない限り、ACE Master の有効期間の日付範囲が、関連する各 ACE インスタンスに
適用されます。個々のインスタンスに日付範囲を構成すると、ACE Master の有効期
限ポリシーを変更してもインスタンスには影響しません。

コピー保護ポリシーの設定
コピー保護ポリシーを使用すると、ACE インスタンスは最初にインストールされた
場所からのみ実行可能となります。

すべての ACE は、ホスト ファイル システムの ACE のパスを含む CPID（Copy 
Protection Identifier）を使用し、さらにシステムの BIOS ID（通常の ACE インスタン
スで使用）またはファイル システム ID（Pocket ACE インスタンスで使用）のいずれ
かを使用します。コピー保護機能が有効な場合は、Workstation ACE Edition は現在の
CPID と保存されている CPID を比較します。インスタンスが移動またはコピーされた
ものである場合は、2 つの ID が一致しません。管理対象 ACE インスタンスの場合
は、CPID はサーバに保存され、システム管理者がアップデートできます。スタンド
アロンの ACE インスタンスの場合は、vmware-acetool またはホットフィックスを使
用して CPID を設定できます（Windows システムがホットフィックスが有効になって
いる場合）。

ACE インスタンスをコピー保護している場合でも、そのインスタンスのファイル自
体は移動またはコピーできます。ただし、コピー保護されたインスタンスは、別の場
所から実行することはできません。

コピー保護は、個々の ACE インスタンスに対して適用されます。
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スタンドアロン ACE インスタンスのコピー保護ポリシー

スタンドアロン ACE インスタンスにコピー保護ポリシーを適用するには、ポリシー 
エディタの左パネルで [ コピー保護 ] を選択します。インスタンスの移動またはコ
ピー後にユーザーがインスタンスを実行できるようにするには、[ インスタンス ファ
イルの移動およびコピーを許可する ] を選択します。ユーザーによるインスタンスの
移動やコピーを制限するには、[ インスタンス ファイルの移動およびコピーを許可し
ない ] を選択します。

管理対象 ACE インスタンスのコピー保護ポリシー

管理対象 ACE インスタンスのコピー保護設定を動的に変更して、移動またはコピー
されたインスタンスの実行を許可するかどうかの設定を切り替えることができます。

管理対象 ACE インスタンスのコピー保護設定を表示したり、これを変更したりする
には、ポリシー エディタの左パネルで [ コピー保護 ] を選択します。

インスタンスの移動またはコピー後にユーザーがインスタンスを実行できるようにす
るには、[ 移動およびコピーを許可する ( 複数のインスタンスのアクティベートが可
能 )] を選択します。インスタンスの移動のみを許可し、コピーを許可しない場合は、
[ 移動のみを許可する ( 一度に 1 つのインスタンスのみのアクティベートが可能 )] を
選択します。ユーザーによるインスタンスの移動やコピーを制限するには、[ インス
タンス ファイルの移動およびコピーを許可しない ] を選択します。

サーバのインスタンス ビューでは、置換されアクティブではなくなったインスタン
スのアイコンの上部にアクセス不可を示す赤い印が表示されます。

ポリシーでコピーと移動が許可されている場合は、置換されたインスタンスをユー
ザーが実行すると、そのインスタンスを再度有効化できます。

承認なしでの移動、または承認なしでの移動とコピーが許可されていない場合、ユー
ザーがインスタンスを移動またはコピーして、移動先またはコピー先の新しい場所か
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ら実行しようとすると、アクションが許可されていないことを示すエラー メッセー
ジが VMware Player に表示されます。このメッセージには数字を含む文字列も表示さ
れます。ユーザーは、インスタンスの移動またはコピーの許可を求める場合に、シス
テム管理者または Help Desk の担当者にこの文字列を送信します。

管理者および Help Desk の担当者は、コピー保護 ID をリセットして（選択している
場合）、移動またはコピーされたインスタンスの実行を許可できます。管理者は、
Workstation ACE Edition のインスタンス ビューでこの変更を行うことができます。ま
た、管理者と Help Desk の担当者は、Help Desk Web アプリケーションからこの変
更を行うことができます。これらの 2 つのオプションの詳細については、該当する
第 12 章「インスタンス ビュー（P.255）」または「VMware Help Desk Web アプリ
ケーションの使用（P.248）」を参照してください。

リソースの署名ポリシーの設定
リソースの署名ポリシーを設定することで、ポリシー スクリプトやカスタム EULA
テキスト ファイルなどのリソース ファイルが改変された場合に ACE インスタンスを
実行できないようにすることが可能です。

この「リソース」には、パッケージ作成時に ACE リソース ディレクトリ内にある全
ファイルが該当します（ユーザーのマシン上でこのディレクトリに加えられたファイ
ルは、この「リソース」には該当しないため、署名のチェックは行われません）。

署名のチェックは、ユーザーのマシン上で、パワーオン時およびスクリプトの実行時
に毎回行われます。

リソース ファイルを改変から保護するには、[ACE Resource フォルダ内のすべての
ファイルの整合性を検証する ] を選択します。

ACE Resource フォルダに保存されているすべてのポリシー スクリプトを改変から保
護するには、[ACE Resource フォルダ内のポリシー スクリプトの整合性のみを検証す
る ] を選択します。

リソース ファイルが改変されているかどうかを検証しない場合は、[ 検証しない ] を
選択します。

膨大な量のリソース（ISO イメージのサイズが数百 MB の場合など）を持つパッケー
ジを作成する場合や、数多くのポリシー スクリプトを使用する場合は、リソースの
署名の検証をスクリプトに対してのみ実行するか、検証を実行しないよう設定するこ

注意   暗号化パッケージ設定のオプションを [ なし ] に設定すると、リソースの署名
ポリシーで指定されたすべての検証は実行されません。暗号化パッケージ設定は、
リソースの署名ポリシーの設定に優先します。このパッケージ設定の詳細について
は、「暗号化（P.190）」を参照してください。



VMware, Inc. 133

第 6章 ポリシーの設定と使用および VMware Player のカスタマイズ

  

とをお勧めします。これは、署名のチェックに長時間が必要となる可能性があるため
です。

ネットワーク アクセス ポリシーの設定
ネットワーク アクセス ポリシーでは、ACE インスタンスのユーザーに提供するネッ
トワーク アクセスを詳細かつ柔軟に制御できます。

ACE 2 のネットワーク アクセス機能では、パケット フィルタリング ファイアウォー
ルを使用することで、ACE インスタンスやそのホスト システムからアクセスできる
マシンやサブネットを厳密に指定できます。たとえば、VPN サーバにのみ接続でき
るようインスタンスを構成し、その他のリソースへのアクセスはその VPN サーバに
管理させる、といったことが可能です。

また、ネットワーク アクセス設定をカスタマイズして、ネットワーク アドレス、ト
ラフィックの方向、プロトコル、およびポートに基づいてフィルタリングを行うこと
もできます。

Workstation ACE Edition では、ユーザー インターフェイス内から以下のタスクを実行
できます。

ネットワーク ゾーンの定義

ACE インスタンスのホスト マシンに対するネットワーク アクセスの定義（「ホス
ト ネットワーク アクセス」とも呼ばれます）

ACE インスタンスのゲスト システムに対するネットワーク アクセスの定義（「ゲ
スト ネットワーク アクセス」とも呼ばれます）

ACE インスタンスが ACE 2Management Server に関連付けられている場合、ネット
ワーク アクセス ポリシーは動的に変更できます。つまり、ご使用のネットワークの
全体または一部から ACE インスタンスを迅速にロックアウトすることで、更新パッ
ケージをデプロイせずにワームやウイルスの拡散に対抗できます。

このセクションのトピックは次のとおりです。

始める前に：ホスト ポリシーに関する注意事項（P.134）

ネットワーク アクセスの設定の開始（P.135）

ネットワーク アクセス ウィザードを使用してネットワーク アクセスを構成
（P.136）

ゾーン エディタ、ルールセット エディタ、およびルール エディタを使用して
ネットワーク アクセスを構成する（P.140）
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ネットワーク プロパティ パッケージ（P.148）

ホスト アクセス フィルタとゲスト アクセス フィルタのトンネル プロトコルとの
通信について（P.149）

始める前に：ホスト ポリシーに関する注意事項
ホスト ポリシーの設定時には、以下の点に留意してください。

実行中の ACE インスタンスがないときでも、ホスト ポリシーは有効です。ポリ
シーはインストール直後から適用されるようになり、ホスト システムの起動時
に常に有効になります。

「ホスト ポリシー」とは、ホスト ネットワーク アクセス ポリシー設定とホスト 
ネットワーク構成の設定の両方を指します（ホスト ネットワーク構成の設定に
ついては、「ネットワーク プロパティ パッケージ（P.148）」を参照）。

ホスト ポリシーを有効にするためには、新しいパッケージを作成してデプロイ
する必要があります。ホスト ポリシーを含まない管理対象 ACE Master を使用し
てパッケージを作成し、後でそのマスタのネットワーク アクセス ポリシーを編
集してホスト ポリシーを追加してから変更内容を公開すると、そのマスタの
パッケージから作成されたインスタンスにはホスト ポリシーが適用されません。
この方法でホスト ポリシーを適用しようとすると、ネットワーク アクセス ポリ
シーのページに警告が表示されます。

カスタム パッケージにホスト ポリシーだけをパッケージ化して、パッケージ サ
イズを小さく抑えることができます。

[ノート型コンピュータ構成]オプションからネットワーク アクセス ウィザードを
使用してネットワーク アクセスを設定して（ 115 ページを参照）、ウィザードに
より指定されたデフォルト設定を変更しない場合、ホストがネットワークへのア
クセスをすべてブロックされていても、ゾーン検出メカニズムを正常に機能させ
るために、DNS および DHCP サーバへの通信は許可されます。

要注意   ACE インスタンスのホスト マシンに関連付けることができるホスト ポリシー 
ファイルは 1 つのみです。すでにホスト ポリシー ファイルのあるマシンに対して、
ホスト ポリシー ファイルを持つ ACE パッケージをインストールしようとした場合、
インストールするパッケージの ACE Master が、すでにインストールされているパッ
ケージと異なると、パッケージのインストールは失敗します。

要注意   ホスト ポリシーの設定は、ホスト コンピュータ上で稼働する他の特定のソフ
トウェアの設定と競合する場合があります（ソフトウェア ファイアウォールなど）。
こうした競合を避けるためのホスト コンピュータ上のソフトウェアの構成方法につ
いては、http://www.vmware.com/info?id=110 を参照してください。

http://www.vmware.com/info?id=110
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ホストのネットワーク アクセスに関するすべての制限は、NAT ネットワークを使
用する ACE インスタンスのネットワーク アクセスも制限します。これは、NAT
接続が、ホストに適用されるすべてのポリシーの影響を受けるためです。ネット
ワーク アクセス ウィザードの代わりに、ルールセットおよびルール エディタを
使用してホスト アクセス制限を設定する場合は、ACE Master の仮想 NIC がブ
リッジ ネットワークを使用するように構成されていることを確認してください。

管理対象 ACE Master をセットアップする場合は、ホストに対して、構成する適切
なポートを介した TCP 通信での ACE 2Management Server へのアクセスを許可す
る必要があります。

ホスト ポリシーは、Pocket ACE インスタンスには適用されません。ACE Master に
対してホスト ポリシーで制限を設定している場合に、その Master を使用して
Pocket ACE パッケージを作成すると、パッケージは作成されますが、ホスト ポ
リシーはパッケージに含まれません。

ホスト ポリシーに対する変更内容は、プレビュー モードでは表示できません。
変更内容の影響をテストする場合は、テスト用にデプロイする必要があります。
テスト シナリオの詳細については、第 9 章「プレビュー、保存、テスト、公開

（P.207）」を参照してください。

ネットワーク アクセスの設定の開始
まず次の操作を実行します。ポリシー エディタで、[ ネットワーク アクセス ] を選択
してから以下のいずれかのオプションを選択します。

ACEインスタンスとホストのネットワークへのフル アクセスを許可する　このオ
プションでは、制限なしのフル ネットワーク アクセスを許可します。これがデ
フォルト設定です。ネットワーク アクセスの制限が不要な場合は、このオプ
ションが選択されていることを確認して [OK] をクリックします。

ACEインスタンスおよび /またはホストのネットワーク アクセスを制限する　こ
のオプションでは、指定されたルールに基づいて、制限付きのネットワーク ア
クセスを許可します。

[ ネットワーク アクセスを制限する ] を選択すると、アクセス ルールを指定できま
す。Workstation ACE Edition では、以下の 2 つの方法でルールを設定できます。

ネットワーク アクセス ウィザードを使用し、デフォルト設定を用いて迅速にア
クセスを設定する。「ネットワーク アクセス ウィザードを使用してネットワーク 
アクセスを構成（P.136）」を参照してください。
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ウィザードをスキップし、ゾーン、ルールセット、およびルール エディタを使
用してネットワーク アクセス オプションを構成する。「ゾーン エディタ、ルー
ルセット エディタ、およびルール エディタを使用してネットワーク アクセスを
構成する（P.140）」を参照してください。

ネットワーク アクセス ウィザードを使用してネットワーク アクセスを構成

1 [ クイック セットアップ ウィザード ] をクリックして、ネットワーク アクセス 
ウィザードを開始します。[ ようこそ ] ページで、[ 次へ ] をクリックします。

2 [ ネットワーク構成の種類 ] ページで以下のいずれかのオプションを選択して、
[ 次へ ] をクリックします。

デスクトップ構成　企業ネットワークに間接的に接続するホスト マシン上
の ACE インスタンスについて、ネットワーク アクセスを設定します。この
オプションを使用すると、VPN または指定されたホストへの ACE インスタ
ンスのアクセスを制限できます。手順 3 に進んでください。

ノート型コンピュータ構成　企業ネットワークにリモートから接続すること
も直接接続することもあるホスト マシン上の ACE インスタンスについて、
ネットワーク アクセスを設定します。感染したホストから内部ネットワー
クを保護し、信頼できないネットワークから ACE インスタンスが感染しな
いように保護するために、ネットワーク アクセスを構成します。手順 4 に
進んでください。

3 [ デスクトップ構成 ] を選択した場合

a [ デスクトップ アクセス ] ページで表のリンクをクリックして、デフォルト
の DNS、DHCP、ICMP プロトコルおよびポートのほかに ACE インスタンス
がアクセスできるホストの名前または IP アドレスを入力します。また、サ
ブネット マスクをドット区切り形式またはスラッシュを使用する表記法を
用いて入力することも可能です。入力を終えたら、[ デスクトップ アクセ
ス ] ページ下部の [ 次へ ] をクリックします。

注意   実際には、この 2 つの方法を併用できます。まずウィザードを使用して基本的
な設定を行い、次にエディタを使用して設定内容を再構成および調整します。
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b [ 終了 ] ページの表に設定のサマリが表示されます。構成したアクセスにつ
いて変更を加える場合は、[ 戻る ] をクリックします。構成内容に問題がな
ければ [ 終了 ] をクリックします。

4 [ ノート型コンピュータ構成 ] を選択した場合

a [ 内部ゾーンの定義 ] ページで、内部（企業）ネットワークを識別する条件
を指定します。内部ゾーンは、IP アドレス / 範囲やドメイン / サブドメイン
を使用して指定します。デフォルトでは、[IP アドレス / 範囲 ] が選択されて
います。このオプションを使用しない場合は、選択を外します。選択する場
合は、表のリンクをクリックして IP アドレスやアドレス範囲を入力します。
[ ドメイン ] を選択した場合は、ドメイン名を入力します。ドメイン名の検
索でサブドメインを含めて検索する場合は、[ このドメインのサブドメイン
を含む ] を選択します。詳細については、 141 ページで [ このドメインのサ
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ブドメインを許可 ] などのゾーン条件の説明を参照してください。アドレス
やドメイン名の入力を終えたら、[ 次へ ] をクリックします。

b [ 内部ネットワーク - ホスト アクセス ] ページで、ホスト マシンがデフォル
トの DNS、DHCP、ICMP プロトコルおよびポートの他にアクセスできる内
部ネットワークの場所のホスト名とアドレスを入力して、[ 次へ ] をクリッ
クします。

c この ACE インスタンスが内部ネットワークの外に存在する場合は、[ 他のす
べての場所 - ACE インスタンス アクセス ] ページで、ACE インスタンスがデ
フォルトの DNS、DHCP、ICMP プロトコルおよびポートの他にアクセスで
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きる場所のホスト名または IP アドレスを入力します。[ 次へ ] をクリックし
ます。

d [ 終了 ] ページの表には、アクセス設定のサマリが表示されます。構成した
アクセスについて変更を加える場合は、[ 戻る ] をクリックします。構成内
容に問題がなければ [ 終了 ] をクリックします。選択したネットワーク アク
セス設定のサマリは、[ ネットワーク アクセス ] ポリシー ページのページの
表に表示されます。

以上で、ACE インスタンスとホストのネットワーク アクセスのセットアップが完了
しました。すべてのゾーンの現在の設定（適用したラベルを含む）は、[ ネットワー
ク アクセス ] ポリシー ページに表示されます。必要に応じてポリシー ページのリン
クやボタンをクリックしてゾーン エディタ、ルールセット エディタ、ルール エディ
タを開き、アクセス設定を再構成 / 調整します。「ゾーン エディタ、ルールセット エ
ディタ、およびルール エディタを使用してネットワーク アクセスを構成する」を参
照してください。
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ゾーン エディタ、ルールセット エディタ、およびルール エディタを使用し
てネットワーク アクセスを構成する

[ ネットワーク アクセス ] ポリシー ページにある表のリンクをクリックすると、ゾー
ン エディタ、ルールセット エディタ、およびルール エディタを使用してネットワー
ク アクセス設定を構成および編集できます。これらのエディタの使用については、
以下のセクションで説明しています。

ゾーン エディタを使用してネットワーク ゾーンを設定および構成する（P.140）

ゾーン条件の選択におけるガイドライン（P.141）

ゾーン条件設定の記述（P.141）

ネットワーク ゾーンを追加または編集するステップ（P.143）

ルールセットおよびルール エディタを使用してホストおよびゲスト アクセスを
構成する（P.144）

ルールセットおよびルールの構成を始める前に：フィルタリング アクショ
ンの詳細（P.144）

ルールセットおよびルールを追加または編集するステップ（P.145）

パケットとルールの比較（P.148）

ゾーン エディタを使用してネットワーク ゾーンを設定および構成する

ゾーンの説明には、ネットワーク ゾーンの特性を記述します。Workstation ACE Edition
は、ホスト コンピュータのネットワーク アダプタに直接接続されているネットワーク
を調べて、全ゾーン定義内のいずれかのアダプタの条件にすべて一致するものがある
かどうかを確認します。

ゾーンのチェックは、ネットワーク アクセス テーブルに表示されている順序（上か
ら下に）で行われます。ホストがネットワークに接続すると、ネットワークがゾーン
の条件に一致するかどうかの確認が開始されます。このチェックは、表の一番上の
ゾーンから開始され、一致するゾーンに達するまで、または [ 他のすべての場所 ]
ゾーンに達するまで続きます。一致するゾーンに達するとチェックが停止し、その
ゾーンのフィルタ ルールが適用されます。

ゾーンの照合の詳細は、以下のとおりです。

ゾーンは最大 6 個の条件を使用して指定できます。

ドメイン

サブネット

DNS サーバ
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DHCP サーバ

ゲートウェイ サーバ

WINS サーバ

ゾーンが一致するとみなされるには、指定された条件がすべて満たされなければ
なりません。

ドメイン以外のすべてのゾーン条件では、アドレスのリストを指定できます。指
定された条件に含まれるアドレス リストのエントリのいずれかにホストのアド
レスが一致すると、ゾーンが一致すると見なされます。

ゾーン条件の選択におけるガイドライン

どの特性を指定するかは、慎重に選択してください。

長い条件リストと短い条件リストのどちらを使用する場合でも、それぞれ長所と短所
があります。

使用するリストを長くすると、誤検出や誤認の可能性を最小化できます。ACE パッ
ケージの提供先ユーザーが、異なる時間に複数のネットワークに対してホスト コン
ピュータを接続する場合には、誤検出や誤認の可能性を最小限に抑えることが重要で
す。ゾーン定義に指定した特性に他のネットワークのいずれかが一致した場合、意図
したネットワークにホストが接続されていない場合でも、ホストおよびインスタンス 
アクセス ポリシーが適用されます。

ただし、一部のケースでは、長い条件リストを使用すると、ユーザーが検出メカニズ
ムを回避できる可能性が高くなる場合もあります。たとえば、ホストで DHCP の代
わりに固定 IP を使用するよう切り替えて、使用するゾーンに定義されている特性の
サブセットのみ（例：ネットワーク アドレスのみ、またはネットワーク アドレスと
DNS サーバ情報）を使用してホストを構成する場合がこれに該当します。

また、サーバのアドレスや名前が、時間の経過とともに変化する場合があることにも
留意が必要です。このような変化は、検出における問題の原因ともなります。

ゾーンの説明に指定する情報量を少なくする（たとえば、ネットワーク アドレスと
サブネット マスクしか使用しない）と、検出メカニズムが対象のホストやゲストの
制限に失敗する可能性は減りますが、同時に、誤検出や誤認の可能性も高まります。
このような誤認は、他のネットワークでも使用されている一般的なネットブロック

（10/8、172.16/12 または 192.168/16 など）を対象ネットワークが使用している場合
に、特に発生しやすくなります。

ゾーン条件設定の記述

各ゾーン記述には、ゾーンの条件を記述する、以下の設定オプションを 1 つ以上含
める必要があります。
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ドメイン　ネットワークのドメイン名を指定します（例：mycompany.com）。一
つのエントリのみ使用できます。複数のエントリのリストは使用できません。こ
のオプションの解釈は、[ このドメインのサブドメインを許可 ]（後出）の値によ
り制御されます。

このドメインのサブドメインを許可　[ ドメイン ] オプション（前出）の処理方法
を制御します。この設定は、ドメイン名が [ ドメイン ] ボックスに指定されたド
メイン名と完全一致する場合のみ [ ドメイン ] のゾーン条件に一致したとみなす
のか、あるいは、ストリングに < ドメイン名 > が含まれていればドメイン名が
一致したとみなすのかを指定します。たとえば、このオプションが選択されてい
る場合、corp.mycompany.com は mycompany.com に一致するとみなされます
が、このオプションが選択されていない場合は、corp.mycompany.com は
mycompany.com に一致するとはみなされません。デフォルトでは、このオプ
ションはオフに設定されています。

ネットワーク アドレス　ネットワークによって使用されるIPアドレスまたはサブ
ネットの範囲を指定します。サブネットの範囲を含める場合、<サブネット > の
値は、ネットマスクのビット数でなければなりません。ネットワーク アダプタ
が、指定された範囲内に存在する IP アドレスを使用している場合、この条件を
満たすものとみなされます。

DNSサーバ　ネットワーク上のDNSサーバのIPアドレスまたはホスト名を1つ以
上指定します。ネットワーク アダプタが、指定されたサーバの少なくとも 1 つ
を使用している場合、この条件を満たすものとみなされます。

最低限の一致　[DNS サーバ ] オプションを変更します。ネットワークには複数の
DNS サーバが存在する場合があり、また、複数の DNS サーバを使用するようホ
ストを構成できます。このオプションの値が 1 より大きい場合、ホストがリス
トの DNS サーバを指定数だけ使用していなければ、ネットワークアダプタが対
象ネットワーク上に存在するとはみなされません。

DHCPサーバ　ネットワーク上のDHCPサーバのIPアドレスまたはホスト名を1つ
以上指定します。ネットワーク アダプタが、指定されたサーバの少なくとも 1
つを使用している場合、この条件を満たすものとみなされます。

ゲートウェイ サーバ　ネットワーク上のデフォルト ゲートウェイの IP アドレス
またはホスト名を 1 つ以上指定します。ネットワーク アダプタが、指定された
ゲートウェイの少なくとも 1 つを使用している場合、この条件を満たすものと
みなされます。

WINSサーバ　ネットワーク上のWINSサーバのIPアドレスまたはホスト名を1つ
以上指定します。ネットワーク アダプタが、指定されたサーバの少なくとも 1
つを使用している場合、この条件を満たすものとみなされます。ゾーン検出時
に、WINS サーバの設定は Linux ホストでは無視されます。
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最低限の一致　[WINSサーバ ]オプションを変更します。ネットワークには複数の
WINS サーバが存在する場合があり、また、複数の WINS サーバを使用するよう
にホストが構成されていることがあります。このオプションの値が 1 より大き
い場合、ホストがリストの WINS サーバを指定数だけ使用していなければ、ネッ
トワークアダプタが対象ネットワーク上に存在するとはみなされません。

ネットワーク ゾーンを追加または編集するステップ

ネットワーク ゾーンを追加または編集するには、以下の手順を実行します。

1 新しいゾーンを追加する場合は、[ ネットワーク アクセス ] ポリシー ページの
[ ゾーンの追加 ] をクリックして、表で [ 新規ゾーン ] エントリをクリックしま
す。ゾーン エディタが表示されます。

2 既存のゾーンを編集するには、ポリシー ページの表でゾーンの名前をクリック
します。ゾーン エディタが表示されます。

3 新規ゾーンに名前を付ける場合、または既存のゾーンを名前変更する場合は、
[ 名前 ] ボックスに新しい名前を入力します。

4 このゾーンの識別に使用するホスト ネットワーク条件のチェックボックスを選
択します。必要に応じて、アドレスまたはホスト名を入力します。

5 ゾーンの DNS サーバまたは WINS サーバを指定している場合は、ゾーン条件に
一致すると判定するために必要なサーバの最小数を選択します。ゾーン検出時
に、WINS サーバの設定は Linux ホストでは無視されます。

注意   デフォルト ゾーン（ゾーンが 1 つしかない場合は「すべての場所」という名
称、複数のゾーンがある場合は「他のすべての場所」という名称）は削除または名前
変更できません。

注意   これらの設定を選択する場合のガイドライン、およびゾーン条件の詳細な
説明については、「ゾーン条件の選択におけるガイドライン（P.141）」および

「ゾーン条件設定の記述（P.141）」を参照してください。

注意   Linux ホストには複数の方法で DNS ドメイン名を割り当てることができる
ため、DNS ドメイン名のみを使用してのゾーンの定義は、エラーの原因となる
可能性があります。DNS ドメイン名に加えて、Linux ホストのゾーンを定義する
条件を使用することをお勧めします。
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6 ゾーン条件の選択が完了したら、[OK] をクリックします。

ルールセットおよびルール エディタを使用してホストおよびゲスト アクセ
スを構成する

ACE インスタンスのホスト マシン、および ACE インスタンスのゲスト システムの各
アクセス設定は、アクセス ルールのセットに基づいて行われます。ネットワーク ア
クセス ウィザードを使用してホストまたはゲストのアクセス設定を作成する場合は、
常にデフォルトのルールセットが使用されます。これらのルールのパラメータは、
ルールセット エディタおよびルール エディタを使用して変更できます。

ルールセットおよびルールの構成を始める前に：フィルタリング アクションの詳細

ネットワーク アクセス ポリシーは、IP アドレス、IP ヘッダのプロトコル番号、トラ
フィックの方向、および TCP/UDP ポートの値のフィルタリングによって適用されま
す。このフィルタリングでは、詳細なパケット検証は行われません。DNS および
DHCP アクセス用に、これらのサービスが通常使用する TCP および UDP ポートが開
かれています。

フィルタリング アクションに関しては、以下の点に留意してください。

サービスを別のポートに移動した場合、それらのサービスに対するネットワーク 
アクセス ルールは機能しなくなります。
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ホストまたはインスタンスは、これらのプロトコルおよびポートでのすべてのト
ラフィックに対して開かれます。

DNS、DHCP、および ICMP の各プロトコルおよびポートにおけるトラフィックのブ
ロック / 許可の状況は、ルールセット エディタに表示されるルールで確認できます。

ルールセットおよびルールを追加または編集するステップ

ネットワーク アクセスのルールセットおよびルールを追加 /編集するには、以下の
手順を実行します。

1 [ ネットワーク アクセス ] ポリシー ページの表で、編集するアクセス設定のリン
クをクリックします。ルールセット エディタが表示されます。[ ルールセット名 ]
ボックスの下の [ ゾーン ] および [ アクセスのタイプ ] には、ゾーンの名前、およ
びホストまたはゲストにアクセス設定を適用するかどうかが示されます。

2 ルールセットの名前を変更する場合は、[ ルールセット名 ] ボックスに新しい名
前を入力します。

3 [DNS]、[DHCP]、および [ICMP] は、デフォルトでネットワーク アクセス設定に
含まれています。DHCP と DNS は、ホスト アクセスとインスタンス アクセスの
両方でゾーン検出において重要であるため、通常は [DHCP] と [DNS] を選択して
おくことをお勧めします。これらをアクセス設定に含めない場合には、選択を解
除します。

DNS　ACE インスタンスが、インスタンスに対する他のネットワーク アクセ
ス設定に含まれていない DNS サーバを使用して IP アドレスを解決する必要
がある場合は、このオプションを選択しておきます。
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DHCP　ACE インスタンスが、インスタンスに対する他のネットワーク アク
セス設定に含まれていない DHCP サーバから IP アドレスを取得する必要が
ある場合は、このオプションを選択しておきます。

ICMP　ping コマンドをサポートする必要がある場合は、このオプションを
選択しておきます（たとえば、仮想マシンに対するネットワーク接続を
チェックする場合）。

4 ルールを追加または編集する場合は、[ 追加 ] をクリックします。特定のルール
の設定を変更する場合は、ルールセット エディタの表でそのルールの行をク
リックして [ 編集 ] をクリックします。

ルール エディタが表示されます。

5 このルールに対するアクションを変更するには、新しいアクション（[ 許可 ] ま
たは [ ブロック ]）を適宜選択します。

6 ルールに対するトラフィックの方向を変更するには、[ 指示 ] の下にあるドロッ
プダウン リストから必要なオプションを選択します。

7 ルールに対してホスト名または IP アドレスを追加するには、[ アドレス ] の下に
ある表のリンクをクリックして、新しい名前またはアドレスを入力します。すべ
ての IP アドレスを表わすワイルドカード設定は、0.0.0.0/0 です。既存のホスト
名またはアドレスを編集するには、その項目をクリックして編集します。ホスト
名またはアドレスを削除するには、その項目をクリックして、[ 削除 ] をクリッ
クします。
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8 このルールで使用するプロトコルを変更するには、[ プロトコル ] ドロップダウ
ン リストから新しいプロトコルを選択します。

特定のプロトコルの通信を許可またはブロックする場合は、[ カスタム ] を選択
します。プロトコルは、各プロトコル番号によって定義されます。範囲は 0 か
ら 255 です。プロトコル番号はパケット内に含まれています。この番号が [ カ
スタム ] フィールドに指定されている番号と一致すると、ルールでの指定に応
じてパケットが許可またはブロックされます。[ プロトコル ] 番号のボックス
に、プロトコル番号を入力します。

プロトコル番号については、http://www.ietf.org/rfc.html にあるプロトコルの
RFC でプロトコル番号の項を参照してください。また、
http://www.iana.org/assignments/protocol-numbers には、プロトコルおよびそ
の番号のリストが記載されています。

9 TCP または UDP のいずれかを使用しており、このタイプのトラフィック用の特
定のポート番号でルールを評価したい場合は、該当するポート番号またはポート
番号の範囲を [ リモート ポート ] ボックスおよび [ ローカル ポート ] ボックスに
適宜入力します。

ポート設定のワイルドカードは「""」（二重引用符）です。

通常、両方ではなく、いずれか一方のポート タイプのフィルタリングを指定し
ます。これは、両方を指定した場合、ルールを適用するためには両方の条件への
一致が必要となるためです。（DHCP は、この一般的なルールの例外です）。

ローカル ポート　ローカル マシン（ホストまたはゲストのいずれか）から
のポートをフィルタリングします。ローカル ポートは、発信パケットの
ソース ポートであり、また、着信パケットの宛先ポートになります。ロー
カル ポートの指定は、通常、ホストまたはゲストを、いずれかのポートで
リモート接続を受けるサーバとして使用する場合に行います。

注意   プロトコル番号は、IPv4 パケットのプロトコル フィールドで使用されま
す。ほとんどのプロトコル番号は、永続的に割り当てられています。
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リモート ポート　リモート マシンからのポートをフィルタリングします。
リモート ポートは、着信パケットのソース ポートであり、また、発信パ
ケットの宛先ポートになります。通常、リモート ポートの指定は、ホスト
またはゲストがクライアントであり、いずれかのポートを使用してリモート 
サーバに接続する場合に行います。

10 ルールに対する変更がすべて完了したら、[OK] をクリックします。ルールセッ
ト エディタが再度表示され、編集したルールに変更内容が表示されます。

11 ルールを削除する場合は、表でそのルールの行を選択して [ 削除 ] をクリックし
ます。

12 表内のルールを上下に移動してルールの適用順序を変更するには、表でそのルー
ルの行を選択し、必要に応じて [ 上に移動 ] または [ 下に移動 ] をクリックしま
す。表の先頭にあるルールから順に適用されます。詳細については、「パケット
とルールの比較（P.148）」を参照してください。

パケットとルールの比較

ルールセット エディタのルールは、評価される順序で一覧されています。ネット
ワーク トラフィックのパケットが着信したとき、またはホスト / ゲストから発信さ
れるときに、ルールセット内の各ルールに対して比較されます。このとき、ルールの
比較はリストの上から順番に行われます。パケットの設定（着信パケットのソース 
アドレス、発信パケットの宛先アドレス、プロトコル、およびポート）がルールの条
件に一致すると、ルールのアクションに応じてパケットが許可またはブロックされま
す。パケットはルールに一致するまで比較されるか、またはすべてのルールに対して
比較されます。一致するルールに達するとパケットとルールの比較が終わり、リスト
内の他のルールに対する比較は行われません。一致するルールがない場合はすべての
ルールと比較され、デフォルトのルール アクションが適用されます。

ネットワーク プロパティ パッケージ
ネットワーク アクセス ポリシーのネットワーク プロパティのパッケージ作成機能を
使用して、ACE インスタンスのホスト システム上の仮想ネットワーク VMnet8 の IP
アドレスの範囲を指定できます。このネットワーク プロパティ設定は、ACE パッ
ケージと共にデプロイします。

要注意   このプロパティを設定した場合、設定内容は、このインスタンスのホスト シ
ステム上にあるすべての ACE インスタンスと仮想マシンに影響します。

注意   ネットワーク プロパティ パッケージの設定は、動的なポリシー設定ではありま
せん。設定の変更は、ポリシー内で設定を変更してから、新しい ACE パッケージを
作成してデプロイすることによってのみ実行できます。
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VMnet8 のサブネット範囲を指定するには、以下の手順を実行します。

1 これらのネットワーク プロパティをパッケージする ACE Master で、[ ポリシー] - 
[ ネットワーク アクセス ] を選択します。

2 ポリシー ページで [NAT 設定 ] をクリックします。[ 仮想ネットワークの設定 ] ダ
イアログ ボックスが表示されます。

3 [ このサブネットから IP アドレスを割り当てる ] を選択します。

4 使用するサブネット IP アドレスを入力します。アドレスの末尾のバイトにはゼ
ロ（0）を入力します。

5 [OK] をクリックします。

ホスト アクセス フィルタとゲスト アクセス フィルタのトンネル プロトコル
との通信について

ホスト アクセス フィルタとゲスト アクセス フィルタでは、トンネル プロトコルとの
通信方法が異なります。

ホスト ネットワーク アクセス フィルタはトンネル プロトコル（VPN など）でパケッ
トがカプセル化される前にトラフィックを確認するのに対して、ゲスト ネットワー
ク アクセス フィルタはパケットがカプセル化された後でトラフィックを確認します。

このようなゲスト アクセス フィルタの動作のために、トンネル プロトコルまたはプ
ロキシを使用してゲスト アクセスの制限を回避することが可能になります。

取外し可能デバイス ポリシーの設定
取外し可能デバイス ポリシーを使用して、ユーザーに自身のインスタンスで取外し
可能デバイスの接続 / 切断を許可するかどうかを制御できます。

取外し可能デバイス ポリシーは ACE Master に対して適用され、その ACE Master から
作成されたすべてのインスタンスの全ユーザーに影響します。

取外し可能デバイス ポリシーを適用するには、ポリシー エディタの左側のパネルの
[ 取外し可能デバイス ] をクリックします。その ACE Master の取外し可能デバイスの
全タイプが、リストに表示されます。このマスタから作成された ACE インスタンス
のすべてのユーザーについてデバイスの接続または切断を有効にするには、[ 許可 ]
列でデバイスを選択します。

注意   デバイスを追加する場合は、仮想マシン設定エディタ（[VM] - [ 設定 ]）を使用
してください。
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USB デバイス接続ポリシーの設定
USB デバイス ポリシーを設定して、USB デバイスに対する ACE ユーザーのアクセス
を制限することにより、ACE インスタンスの整合性およびネットワークを保護でき
ます。このポリシーは動的であるため、USB デバイスへのアクセスをいつでも許可お
よびブロックできます。

アクセス制限はさまざまなレベルで設定でき、また、複数のレベルの制限を組み合わ
せて単一のポリシー設定を構成できます。制限のレベルは次のとおりです。

特定のUSB デバイス　たとえば、特定のタイプのデジタル カメラの使用は許可
するが、iPod モバイル デジタル デバイスの使用は許可しない、というように設
定できます。

デバイス クラス　たとえば、マウスやキーボードなどの HID（ヒューマン イン
ターフェイス デバイス）の使用は許可するが、モデムや携帯電話などの通信デ
バイスの使用は許可しない、というように設定できます。

すべてのUSBデバイス　接続されているすべてのUSBデバイスに対するアクセス
を許可または拒否します。

USB デバイス ポリシーを設定するには、以下の手順を実行します。

1 特定のデバイスごとに USB ポリシーを指定するには、以下の手順を実行しま
す。デバイスの許可またはブロックは、[ デバイス ] リストで実行できます。
[ デバイス ] リストの下にある [ 追加 ] ボタンをクリックすると、デバイスを追
加できます。

[ デバイス ] リスト内のすべてのエントリは、この ACE Master 用のファイルに含
まれているデバイス データベースに保存されます。

a この ACE Master から作成されたインスタンスで使用するデバイスを選択す
るには、[ デバイス ] リストでそのデバイスをクリックして、[ 許可 ] の下の

注意   ルールの適用と優先順位は次のように処理されます。アクセス コントロールは
最も詳細度の高いレベルで適用されます。また、制限の最も厳しいルールが常に適用
されます。つまり、ある特定のデバイスに対してルールが存在する場合は、そのデバ
イスが属するデバイス クラスに設定されているルールよりも優先されます。同様に、
特定のデバイス クラスに対する設定は、他のすべてのデバイス クラスに対するデ
フォルト設定よりも優先されます。特定のデバイス ルールが存在せず、そのデバイ
スに適用されるデバイス クラス ルールが複数存在する場合は、制限のもっとも厳し
いルールが適用されます。たとえば、該当するデバイス クラスの 1 つがブロックさ
れている場合、他のデバイス クラスが許可されていてもそのデバイスはブロックさ
れます。
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チェックボックスを選択します。特定のデバイスの使用を許可しない場合に
は、[ ブロック ] をクリックします。

b デバイスを追加する場合や、デバイスに関する情報を手動で入力する場合
は、[ デバイス ] リストの下の [ 追加 ] ボタンをクリックします。[USB デバ
イス リスト ] ダイアログ ボックスが表示されます。

このリストには、次の 2 つの方法でデバイスを追加できます。

（1）デバイスを接続し、[ 更新 ] をクリックして追加します。

[USB デバイス リスト ] ダイアログ ボックスを再び開くか、または [ 更
新 ] をクリックすると、システムで認識されたデバイスが [ デバイス ]
リストの一番最後のエントリとして表示されます。

デバイスはデバイス データベースに追加されます。デバイスを取外し
た後も、そのデバイスのエントリはデータベースに保持されます。

（2）[ 手動で追加 ] をクリックして [USB デバイスの追加 ] ダイアログ 
ボックスを開きます。

このダイアログ ボックスで、[ 名前 ] ボックスにデバイス名を入力しま
す。次に、ベンダー ID と製品 ID を、該当するボックスにそれぞれ入力
します。（ベンダー ID は、USB-IF（USB Implementers Forum）によって
メーカーに割り当てられています。USB-IF の Web サイトは

注意   このデータベースをコピーして共有できます。ただし、このデータベース
には書き込み保護が設定されていません。このファイルのデフォルトの格納場
所は、C:\Documents and Settings\All Users\Application 
Data\VMware\VMware Workstation\usbhistory.ini です。



VMware ACE 管理者マニュアル

152 VMware, Inc.  

http://www.usb.org です。製品 ID は、各メーカーによって個々の製品
に割り当てられています）。[OK] をクリックします。デバイスは、[USB
デバイス リスト ] ダイアログ ボックスの [ デバイス ] リストに末尾のエ
ントリとして表示されます。

 

リスト内のデバイスの詳細を変更するには、以下の手順を実行します。

デバイス名を編集するには、[USB デバイス ] ポリシー ページで [ 追加 ]
をクリックします。[USB デバイス リスト ] ダイアログ ボックスが表示
されます。デバイスを選択するにはダブル クリックします。編集可能な
テキスト ボックス内に名前が強調表示されるので、名前を編集します。

すでにリスト内にあるデバイスのベンダー ID または製品 ID を変更する
には、[USB デバイス リスト ] ダイアログ ボックスで [ 追加 ] をクリック
します。デバイス名を入力し、次に必要に応じて ID フィールドに変更
を加えます。その後、[OK] をクリックします。

c デバイスの追加とデバイスの詳細の変更が完了したら、ポリシー ページに
追加するデバイスを [USB デバイス ] リストで選択して、[OK] をクリックし
ます。ポリシー ページの [ デバイス ] リストにデバイスが表示されます。デ
バイスを追加する際に、[ 許可 ] チェックボックスが自動的に選択されます。

2 この ACE Master から作成されたインスタンスで使用するデバイス クラスを選択
するには、以下の手順を実行します。[ すべての USB デバイスへの汎用アクセ
ス ] で、すでにリスト内にあるデバイス クラスを選択するか、[USB デバイス ク
ラス ] ダイアログ ボックスに情報を入力してデバイス クラスを追加します。す
べての USB デバイスは 1 つ以上のクラスに属しており、各クラスにはそれぞれ
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クラス ID があります。たとえば、マス ストレージ クラスには、メモリー ス
ティックや Apple iPod などのデバイスが含まれます。

a デバイス クラスを選択するには、[USB デバイス クラス ] リストでクラスを
クリックして、[ 許可 ] の下のチェックボックスを選択します。特定のデバ
イス クラスを許可しない場合は、[ ブロック ] をクリックします。

b クラスを追加するには、ページの [ デフォルト ポリシー ] 領域で [ 追加 ] を
クリックします。[USB デバイス クラス ] ダイアログ ボックスが表示されま
す。追加するクラスを選択して、[OK] をクリックします。デバイス クラス
を追加する際、[ 許可 ] チェックボックスが自動的に選択されます。

3 この ACE Master から作成されたインスタンスで、その他すべての USB デバイ
ス（デバイスやデバイス クラス設定によって許可またはブロックが指定されて
いないすべてのデバイス）で使用されるデフォルトのデバイス ポリシーを設定
するには、[ 他のデバイス クラスのデフォルト ] の横にある [ 許可 ] または [ ブ
ロック ] のいずれかをクリックします。

仮想プリンター向けのポリシーを設定
VMware ACE に含まれる仮想プリンタを使用すると、仮想マシンに追加のドライバを
インストールせずに、仮想マシン内のアプリケーションからホスト コンピュータで
利用可能な任意のプリンタに出力できます。

注意   1 つの USB デバイスが複数のインターフェイスを有している（たとえ
ば、単一のデバイスが FAX 機能とプリンタ機能の両方を備えていることが
あります）場合、その USB デバイスは複数のクラスに属することになりま
す。前述のとおり、制限は常に最も厳しいものが適用されます。このデバ
イスの例では、あるルールで FAX デバイスがブロックされていれば、別の
ルールでプリンタ デバイスが許可されていても、FAX/ プリンタ デバイスの
両方がブロックされます。
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ユーザーが仮想プリンタに出力できるようにするには、[ インスタンスで仮想プリン
タを有効にする ] を選択します。

このポリシーを有効にすると、仮想マシン設定エディタの [ ハードウェア ] タブにシ
リアル ポートおよび [ 仮想プリンタで使用 ] というサマリが表示されます。このシリ
アル ポートを追加または削除するには、仮想プリンタ ポリシーのオプションを有効
または無効に設定する必要があります。

ユーザーは、[ プリント ] ダイアログ ボックスのプリンタ選択リストに表示されてい
る任意のホスト プリンタに出力できます。ホストのタスクバーの通知領域のプリン
タ アプリケーションのトレイ アイコンを開き、使用するプリンタを選択することに
より、このリストに表示されるプリンタを指定できます。このトレイ アイコンは、
ACE インスタンスが実行しているときに表示されます。

ランタイムの環境設定ポリシーの設定
ランタイムの環境設定ポリシー ページのオプションを設定して、ユーザーが選択で
きる Workstation ACE Edition ランタイム属性を指定できます。

注意   仮想プリンタ機能は、以下の Windows ホストおよびゲスト OS で実行する ACE
インスタンスで利用できます。

ホスト：Windows 2000、Windows XP、Windows 2003、または Windows Vista
（32 ビットのみ）

ゲスト：Windows 2000、Windows XP、Windows 2003、Windows Vista（32 ビッ
トおよび 64 ビット）、Linux RHEL 4（32 ビットのみ）、Ubuntu、および SUSE

注意   ACE Master ですでにシリアル ポートが 4 個使用されている場合は、仮想プリン
タ向けのシリアル ポートを追加することはできません。仮想プリンタを有効にする
には、既存のシリアル ポートを 1 個削除する必要があります。
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ランタイムの環境設定

[ 常にフルスクリーンで実行 ] を選択すると、VMware Player は開始時にフル スク
リーンで表示され、ホスト OS が見えなくなります。この機能は、たとえば、ホスト 
システムの環境と ACE インスタンスの環境との区別においてユーザーの混乱を避け
るうえで役立ちます。

ユーザーはツールバーの最小化ボタンをクリックすることで、Workstation ACE Edition
の画面を最小化してホスト OS に戻ることができます。マウス ポインタが使用できな
い場合は、<Ctrl>+<Alt> を押すと画面が最小化されます。

[ 常にアプライアンス ビューで実行 ] を選択すると、ACE インスタンスはアプライア
ンス モードで開き、ユーザーはインスタンスをコンソール モードで実行できなくな
ります。

[ ユーザーによるメモリ割り当て変更を許可しない ] を選択すると、VMware Player の
[VMware Player] - [ トラブルシューティング ] メニューに [ メモリ割り当ての変更 ] コ
マンドが表示されなくなり、ユーザーは ACE インスタンスのメモリ割り当てを変更
できません。

終了時の動作
[ ユーザーが終了時の動作を指定する ] を選択すると、ユーザーは [ 環境設定 ] ダイア
ログ ボックス（[VMware Player] - [ 環境設定 ]）で [ サスペンド ] および [ パワーオフ ]
の両方にアクセスできるようになります。

管理者が [ACE インスタンスをサスペンドする ] または [ACE インスタンスをパワーオ
フする ] のいずれかを選択すると、[ 環境設定 ] ダイアログ ボックス（[VMware Player] 
- [ 環境設定 ]）でそのオプションがデフォルトで選択され、ユーザーはこのオプショ
ンを変更できなくなります。ユーザーが [VMware Player] - [ 終了 ] を選択するか、
Player ウィンドウの [ 閉じる ] アイコンをクリックすると、インスタンスは指定された
デフォルトの動作で終了します。

[Player の [ トラブルシューティング ] メニューからパワー コマンドを削除する ] を選
択すると、[VMware Player] - [ トラブルシューティング ] メニューに [ リセット ] およ

注意   ユーザーが複数のモニタを使用している場合は、フル スクリーン モードは単一
ディスプレイでの全画面表示となり、その他のディスプレイでホスト システムを使
用できます。

注意   このランタイム オプションを機能させるには、仮想マシン設定（[VM] - [ 設定 ] - 
[ オプション ] - [ アプライアンス ]）でアプライアンス ビューを有効にする必要があり
ます。このポリシーで [ 常にアプライアンス ビューで実行 ] を選択しても、仮想マシ
ン設定でアプライアンス ビューの設定を有効にしていない場合は、ユーザーが ACE
インスタンスを開始しようとするとエラー メッセージが表示されます。
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び [ パワーオフして終了 ] オプションが表示されません。この場合ユーザーは、
VMware Player を終了する方法でのみ ACE インスタンスをパワーオフまたはサスペン
ドできます。実際の終了時の動作は、VMware Player の [ 環境設定 ] ダイアログ ボッ
クスで指定されます。

拡張キーボード フィルタ（Windows ホスト システムのみ）
この ACE Master から作成された ACE インスタンスで常に拡張キーボード フィルタ機
能を実行するには、[ 常に拡張キーボード フィルタを使用 ] を選択します。

仮想マシン設定でも拡張キーボード フィルタ機能をオンにする必要があります。こ
れを行うには、[VM] - [ 設定 ] - [ オプション ] - [ 全般 ] を選択して、[ その他 ] で [ 拡張
仮想キーボードを使用 ] を選択します。[ 全般 ] 設定ページで [OK] をクリックします。
仮想マシンの設定でこの機能を既存の ACE Masters や仮想マシンに適用して、クロー
ンを作成できます。

拡張キーボード フィルタによって、Windows ホスト システムでの通常のキーボー
ド入力処理に代わる機能が提供され、フィルタを使用すると、以下の問題に対処で
きます。

特定のキーの組み合わせは Windows オペレーティング システムで予約されてお
り、下位のレベルで処理される。たとえば、実行中の ACE インスタンスにキー
ボード フォーカスがある状態で <Ctrl>+<Alt>+<Delete> を押すと、入力された
コマンドが、ゲスト システムだけでなく、ホスト システムに対しても実行され
ます。

キーボード入力が、オペレーティング システムのドライバ スタック、および他
の低レベルのキーボード ハンドラを通じて短時間で通過する可能性があり、ACE
インスタンスに対するキー操作をマルウェアに記録される恐れがある。

各国語対応のキーボードや特殊なキーを持つキーボードが正常に処理されない可
能性がある。

拡張キーボード フィルタでは、Windows ホスト システムに対して新たなキーボード
入力方式を提供します。Windows のキー操作処理や下位層に存在しないマルウェア
を迂回して、短時間でキーボード入力が処理されます。

たとえば、拡張キーボード フィルタを使用すると、<Ctrl>+<Alt>+<Delete> コマン
ドがゲスト システムに対して機能するのは、インスタンスにキーボード フォーカス
がある場合のみになります。

仮想マシン設定エディタでは、拡張キーボード フィルタ オプションの設定がデフォ
ルトで有効になっています。この設定により、仮想マシンまたは ACE インスタンス
は、必要なキーボード フィルタ ドライバが仮想マシン / インスタンス ファイルに含
まれている限り、VMware Player 内で拡張オプションを使用して実行されます。
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このランタイムの環境設定ポリシーを有効にした場合、この設定を使用して作成され
た ACE インスタンスでは、拡張キーボード フィルタ オプションを使用する必要があ
ります。パワーオン時にインスタンスでこのドライバが使用できない場合、インスタ
ンスは起動しません。

キーボード フィルタのインストールでは、ホスト システムを再起動する必要があり
ます。

スナップショット ポリシーの設定
以下の 2 種類のスナップショットに対して、ポリシー オプションを設定できます。

再イメージ スナップショット　ACE が作成されると、ACE インスタンスの再イ
メージ スナップショットが自動的に設定されます。再イメージ スナップショッ
トの設定は、必要なインスタンス セットアップ ステップ（暗号化、インスタン
スのカスタマイズ、およびドメインの参加を行う場合には、それらも含む）がす
べて完了した後で行われます。スナップショットは ACE インスタンスがパワー
オフ中に設定されます。

ユーザー スナップショット　管理者はユーザーに対して、ACE インスタンスの実
行中またはパワーオフ直後のいずれかの状態で、そのインスタンスのユーザー 
スナップショットを設定することを許可できます。また、ユーザーがユーザー 
スナップショットを削除できるように許可できます。ユーザー スナップショッ
ト関連のオプションをこのポリシーで有効にした場合、ACE インスタンスをパ
ワーオンすると、[VM] メニューに [ スナップショット ] が表示されます。一度に
保存できるユーザー スナップショットは 1 つのみです。

これらの 2 種類のスナップショットの違いは、以下のとおりです。

主な使用方法　再イメージ スナップショットは、ACE 管理者またはユーザー（管
理者がユーザーに対して再イメージ スナップショット オプションを有効にした
場合）が使用して、ACE インスタンスを以前の安定した初期状態または更新後
の安定した再イメージの状態に戻すことができます。管理者は、仮想マシン関連
の問題を修正するために、再イメージ スナップショットに戻るようユーザーに
指示することもできます。また、管理者は、仮想マシンへのパッチ適用や新規ソ
フトウェアのインストールを行い、再イメージ スナップショットを再設定した
うえで、自身でマシンにそのスナップショットを復元するか、ユーザーにその作
業を行うよう指示することもできます。ユーザーはユーザー スナップショット
を使用して、仮想マシンを以前の安定した状態に戻すことができます。

注意   再イメージ スナップショットの自動的な設定は、ACE Master の
aceMaster.dat ファイルを編集することによって手動で無効化できます。
packaging.takeReimageSnapshot オプションを編集してください。
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スナップショットが最初に設定されるタイミング　最初の再イメージ スナップ
ショットは、ACE インスタンスが作成されてから、初めて実行されるまでの間
に自動的に設定されます。ユーザー スナップショットは、ACE インスタンスが
パワーオンされた後、ユーザーが選択するたびに設定されます。

優先順位　再イメージ スナップショットの内容は、ユーザー スナップショット
よりも常に古いものとなります。新しい再イメージ スナップショットを設定す
ると、既存のユーザー スナップショットはすべて削除されます。ユーザー ス
ナップショットの設定、復元、および削除は、再イメージ スナップショットに
影響を及ぼさずに実行できます。

設定時の電源状態　ユーザー スナップショットは、パワーオン状態とパワーオ
フ状態の両方で設定できます。再イメージ スナップショットは、パワーオフ状
態でのみ設定されます。

ユーザー スナップショットのオプションを選択するには、以下の手順を実行します。

ユーザーに対して許可するオプションを選択します。

ユーザー スナップショットの設定

ユーザー スナップショットまで戻る

これらのオプションのいずれか、または両方を選択した場合、インスタンスがパワー
オンされると、VMware Player のメニューに [ スナップショット ] コマンドが表示さ
れます。スナップショットの設定を許可されたユーザーは、ACE インスタンスの実
行中にスナップショットを設定できるほか、VMware Player で ACE インスタンスをパ
ワーオフし、スナップショットを設定して、その後インスタンスを再度パワーオンで
きます（[VMware Player] - [ スナップショット ] - [ スナップショットの設定 ]）。

インスタンスがパワーオフ状態でのスナップショットの設定には、以下の 2 つのメ
リットがあります。

スナップショットの移動性が向上　仮想マシンのパワーオン時に設定されたス
ナップショットは、他のホスト コンピュータに移動すると使用できなくなる場
合があります。

仮想マシンがパワーオン状態の場合に設定されたスナップショットよりも、使用
するディス領域が少なくなります。

ACE インスタンスがパワーオフ状態のスナップショットの設定中に応答しなくなっ
た場合（たとえば、マシンをパワーオフできますというメッセージが表示されている
際など）、ユーザーは再度パワーオフ状態のスナップショットを設定するコマンドを

注意   Pocket ACE インスタンスのスナップショットは設定できません。Pocket ACE に
ついては、第 10 章「Pocket ACE（P.215）」を参照してください。
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実行して、マシンを強制的にパワーオフできます。マシンが再びパワーオンされ、ス
ナップショットが設定されます。

VMware Player の終了を含むすべての電源およびスナップショット操作は、パワーオ
フ状態のスナップショットが設定されている間は無効になります。

[ ユーザー スナップショットまで戻る ] が有効になっている場合、ユーザー スナップ
ショットが存在すれば、ユーザーは [VMware Player] - [ スナップショット ] - [ スナッ
プショットまで戻る ] を選択できます。

[ ユーザー スナップショットの設定 ] が有効になっている場合、ユーザーは、
[VMware Player] - [ スナップショット ] - [ スナップショットを削除 ] を選択してユー
ザー スナップショットを削除できます。

再イメージ スナップショットのオプションを選択するには、以下の手順を実行します。

ユーザーに対して許可するオプションを選択します。

再イメージ スナップショットの置き換え

再イメージ スナップショットまで戻る

これらのオプションのいずれかまたは両方を選択した場合、該当するオプションを実
行するためのコマンドが、[VMware Player] - [ トラブルシューティング ] メニューに表
示されます。

ユーザーに対して、再イメージ スナップショットの置き換えを許可することをお勧
めします。これは、再イメージ スナップショットは ACE インスタンスの作成時に設
定されることから、ユーザーがその再イメージ スナップショットまで戻ると、ACE
インスタンスの作成後にそのインスタンスに加えた変更内容がすべて失われるためで
す。このオプションが有効になっていれば、ACE インスタンスがアップデートされ
た場合、管理者はユーザーに再イメージ スナップショットを置き換えるよう指示し
て、変更内容を再イメージ スナップショットに含めることができます。ユーザーが
再イメージ スナップショットを置き換えるには、[VMware Player] - [ トラブルシュー
ティング ] - [ 再イメージ スナップショットの作成 ] を選択します。

ユーザーが [VMware Player] - [ トラブルシューティング ] - [ 再イメージ スナップ
ショットまで戻る ] を選択すると、警告メッセージが表示されます。メッセージで
は、仮想マシンに対する変更内容がすべて失われることを警告し、ACE 管理者の指
示がある場合にのみこのアクションを実行するよう求めます。

注意   ユーザーまたは管理者が再イメージ スナップショットを設定すると、ユーザー 
スナップショットは削除されます。
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管理者モード ポリシーの設定
管理者モード ポリシーを使用して管理パスワードを設定することにより、以下の操
作を実行できます。

ユーザーのマシン上の ACE インスタンスを実行して管理者モードに入り、仮想マ
シン設定にアクセスしてインスタンスの構成を変更する（Windows システムの
み）。実行できるのは設定の編集のみです。デバイスの追加および削除は実行で
きません。

ユーザーのマシン上の ACE インスタンスを実行して管理者モードに入り、スナッ
プショット関連の全コマンドにアクセスする（[ スナップショットの設定 ]、[ パ
ワーオフ状態のスナップショットを設定 ]、[ スナップショットまで戻る ]（これ
らの 3 つのコマンドはユーザー スナップショットが対象）、[ 再イメージ スナッ
プショットの作成 ]、および [ 再イメージ スナップショットまで戻る ]）。ユー
ザー スナップショットおよび再イメージ スナップショットについては、「スナッ
プショット ポリシーの設定（P.157）」を参照してください。

ACE ユーザーのシステム上で vmware-acetool コマンド ライン プログラムを直接
使用して、スタンドアロン ACE インスタンスの問題の一部を修正できます。

これらの機能を使用するには、このポリシーの [ 管理者モードを有効にする ] を選択
します。

ACE ユーザーのマシン上で、仮想マシン設定を編集したり、ユーザーが利用できな
いスナップショット コマンドを使用するには、[VMware Player] - [ トラブルシュー
ティング ] - [ 管理者モードに変更 ] を選択します。管理者アクセスに使用されるパ
スワードを入力および確認します。次に、該当するコマンドを以下のように選択し
ます。

ユーザーのマシン（Windows システムのみ）から仮想マシン設定を編集するに
は、[VMware Player] - [ トラブルシューティング ] - [ 仮想マシン設定 ] を選択し
ます。

ユーザー スナップショット関連のコマンドを使用するには、[ スナップショット ]
メニュー（[VMware Player] - [ スナップショット ]）から各コマンドを選択します。

再イメージ スナップショット関連のコマンドを使用するには、[ トラブルシュー
ティング ] メニュー（[VMware Player] - [ トラブルシューティング ]）から各コマ
ンドを選択します。

注意   ユーザーに対して再イメージ スナップショット オプションを有効にしない場合
は、管理者モード ポリシーによって管理者モード アクセスを使用することで、管理
者がユーザーのマシン上で再イメージ スナップショットの置き換えおよび復元を実
行できます。「管理者モード ポリシーの設定（P.160）」を参照してください。
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仮想マシン設定の再設定またはスナップショット コマンドの使用が完了したら、
[VMware Player] - [ トラブルシューティング ] - [ 管理者モードを終了 ] を選択します。

ACE Tools の使用の詳細については、「ACE Tools：vmware-acetool コマンド ライン 
ツール（P.244）」を参照してください。

ホットフィックス ポリシーの設定
ホットフィックス ポリシーを使用して、特定の問題のホットフィックスのリクエス
トをユーザーが行えるように指定できます。

ホットフィックス機能を有効にすると、ユーザーは以下の問題を解決するための支援
を簡単にリクエストできます。

パスワードを紛失したり忘れたりした場合

注意   ホットフィックスは、スタンドアロン ACE インスタンスでのみ使用できます。
Help Desk Web アプリケーション、または Workstation ACE Edition のインスタンス 
ビューを使用して、管理対象インスタンスの問題を修正できます。このアプリケー
ションの使用については、「VMware Help Desk Web アプリケーションの使用

（P.248）」を参照してください。また、インスタンス ビューの使用については、第 12
章「インスタンス ビュー（P.255）」を参照してください。
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期限切れになった ACE インスタンス

新しい格納場所からのコピー保護された ACE インスタンスの実行

ホットフィックス機能を有効にするには、[ ユーザーにホットフィックスのリクエス
トを許可 ] を選択します。

ホットフィックス リクエストは、ユーザーがアクションを要請する管理者に対して
送信する必要のあるファイルです。ホットフィックス機能を有効にした後で、ユー
ザーにホットフィックス リクエストを送信させる方法を選択する必要があります。
次のいずれかを選択してください。

ホットフィックスのリクエストを電子メールで送信　ユーザーのコンピュータの
ホットフィックス リクエスト ウィザードが、ホスト OS 上の MAPI 電子メール 
クライアントを使用して、電子メール メッセージの添付ファイルとしてホット
フィックス リクエストを送信するように試行します。メッセージが使用する電
子メール アドレスと件名は、ここで指定します。

リクエストをファイルに保存　ホットフィックス リクエスト ウィザードで、
ホットフィックス リクエスト ファイルが保存されます。ユーザーはこのファイ
ルを管理者に手動で提出する必要があります。

[ リクエストの提出方法に関する指示をここに記入してください ] フィールドに
提出の指示を入力すると、その内容がユーザーに表示されます。

提出方法として電子メールが選択されている場合、自動送信が失敗すると、ユーザー
はホットフィックス リクエスト ウィザードで、ホットフィックス リクエストをファ
イルに保存できます。ユーザーは保存したファイルを管理者へ独自に送信する必要が
あります。

ホットフィックス リクエストへの対応についての詳細は、「ホットフィックスのリク
エストに応答（P.246）」を参照してください。

ユーザーによるホットフィックス リクエスト ウィザードの操作方法は 126 ページの
「ホットフィックスをリクエスト」を参照してください。

ポリシーの更新頻度の設定
このポリシーを使用して、次の項目を制御できます。

注意   暗号化された、または耐タンパーの ACE インスタンス向けのユーザー パス
ワードをホットフィックスを使って再設定できるようにする場合は、アクセス 
コントロール ポリシーでリカバリ キーを有効にする必要があります。リカバリ 
キーの有効化については、「 125 ページ」を参照してください。
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ポリシーの更新頻度　管理対象 ACE インスタンスに、実行中に ACE 
2Management Server に接続してポリシーの更新をダウンロードさせる頻度です。

オフラインの使用　管理対象 ACE インスタンスを、ACE 2Management Server に
接続せずに使用できる期間です。この「オフライン」とは、サーバに接続されて
いないインスタンスを指します。このインスタンスは他のアクティブなネット
ワーク接続を使用して稼働している場合があります。

ポリシーの更新頻度を設定するには、以下の手順を実行します。

1 [ ポリシーの更新頻度 ] で、以下のいずれかを選択します。

注意   このポリシーは、管理対象 ACE インスタンスにのみ適用されます。スタンドア
ロン ACE インスタンスのポリシーの更新は、ポリシーの更新 パッケージとして適用
されます。ポリシーの変更は、アップデート パッケージがインストールされた後の、
インスタンスの起動時に適用されます。
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更新頻度[x][時間の単位]　サーバに接続して更新済みポリシーを取得するま
での、ACE インスタンスの実行可能な期間を指定します。x には分、時間、
または日数の値を、時間の単位にはその単位として [ 分 ]、[ 時間 ]、または
[ 日 ] を指定します。

ACEインスタンスのパワーオン時のみ　インスタンスはパワーオン時にサー
バに接続して、更新されたポリシーがある場合はそれを取得します。

ACEインスタンスのアクティベート時のみ　アクティベーション後にACEイ
ンスタンスと接続する必要がない場合には、このオプションを選択します。

2 [ オフラインの使用 ] において、以下の作業を行います。

a 以下のいずれかを選択します。

オフラインの使用をすべて無効にする　ACE インスタンスの使用中は
サーバへの接続が必須になります。これにより、ポリシーの更新が所定
のアップデート頻度（デフォルトでは 5 分）でインスタンスに伝送さ
れます。

オフラインの使用を限定的に有効にする[x][時間の単位]　サーバに接続
してポリシーの更新をチェックするまでの、ACE インスタンスの実行
可能な期間を指定します。xには分、時間、または日数の値を、[ 時間
の単位 ] にはその単位として [ 分 ]、[ 時間 ]、または [ 日 ] を指定しま
す。制限を超えた場合、ACE インスタンスをパワーオンして使用する
ことはできません。

オフラインの使用を無制限に有効にする　ACE インスタンスは無期限に
使用できます。サーバに接続してポリシーの更新を取得する必要はあり
ません。

b [ オフラインの使用をすべて無効にする ] または [ オフラインの使用を限定
的に有効にする [x][ 時間の単位 ]] を選択した場合は、ACE ユーザーが ACE
インスタンスをパワーオンする際、またはオフラインでの使用期限が切れた
場合に、[ オフラインのタイムアウト メッセージ ] ボックスのテキストが表
示されます。メッセージ テキストはカスタマイズできます。メッセージ 
ボックス内のグレー表示されているテキストの後に、テキストを追加してく
ださい。グレー表示されているテキストは編集できません。

c [ オフラインの使用を限定的に有効にする [x][ 時間の単位 ]] を選択した場合
は、ユーザーに対して、ACE インスタンスをオフラインで使用できる期限
が切れることの警告メッセージを表示できます。これを行うには、[ ポリ
シーの期限が切れる [x][ 時間の単位 ] 前に警告メッセージを表示 ] を選択し
ます。x には分、時間、または日数の値を、[ 時間の単位 ] にはその単位と
して [ 分 ]、[ 時間 ]、または [ 日 ] を指定します。メッセージ テキストはカ
スタマイズできます。メッセージ ボックス内のグレー表示されているテキ

http://vmweb.vmware.com/~mts/cgi-bin/view.cgi/Products/ACE
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ストの後に、テキストを追加してください。グレー表示されているテキスト
は編集できません。

ポリシーの更新はインスタンスの実行中に有効になります。ただし、次の例外があり
ます。

認証関連のポリシー　ユーザーおよびグループのリスト、パスワード、およびス
クリプトをアップデートできます。変更内容は、次回のインスタンスのパワーオ
ン時に有効になります。

ポリシーの更新頻度に関するポリシー　[ポリシーの更新頻度]が[ACEインスタン
スのパワーオン時のみ ] に設定されている場合、変更内容は次回のインスタンス
のパワーオン時に有効になります。

プラグインのポリシー スクリプトの作成
VMware Player の特定のポリシーを管理するための独自のスクリプトを作成できま
す。ユーザーのコンピュータでサポートされている言語であれば、使用することがで
きます。

セキュリティ上の理由から、スクリプトはパッケージの一部として配布され、パッ
ケージインストーラでインストールされる必要があります。ユーザーのコンピュータ
に別途デプロイしたり、エンド ユーザーが変更したりすることはできません。

スクリプトが StdOut に適切な値を書き込むようにしてください。StdOut への出力は
最大 4096 バイト長まで可能です。

パッケージに使用するスクリプトは ACE リソース ディレクトリに格納します。これ
らのスクリプトは、ACE リソース ディレクトリ直下に配置しなければなりません。
このフォルダ内のサブディレクトリには配置しないでください。スクリプトに別のリ
ソース ファイルが必要な場合は、それらのファイルも ACE Resource フォルダ直下に
配置してください。スクリプトは、相対パスを使って、そのリソースを参照します。

スクリプトは StdErr にメッセージを書き込むこともできます。StdErr への出力は、最
大 4096 バイト長まで可能です。StdErr で生成されたメッセージはすべて、エンド
ユーザーのマシン上のログファイル（<UserAppData>\VMware\VMware ACE\<パッ
ケージ名 >\Virtual Machines\<仮想マシン名 >\vmware.log）に記録されます。

スクリプトの終了コードは、そのスクリプトが正常に完了したか、失敗したかを示し
ます。
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表 6-1 は、スクリプト実行環境で設定された環境変数の説明です。

スクリプトは、エンド ユーザーが VMware Player を起動したり、仮想マシンをリセッ
トしたりする度に、実行されます。それ以外の場合にも、実行することが可能です。
たとえば、有効期限のスクリプトは 24 時間に 1 回実行されます。

139 ページの「サンプル スクリプト」に記載されているスクリプトのサンプルは、
VMware Player でインストールされますす。デフォルトの場所は、C:\Program 
Files\VMware\VMware Player\Samples です。

以下に、スクリプトが各種ポリシーをコントロールするために StdOut に書き込む必
要のある出力フォーマットを記述しています。

認証スクリプト
表 6-2 は、認証スクリプトを作成するのに必要な基本情報をまとめたものです。

表6-1  環境変数

変数 説明

VMWARE_EXPIRE_TIME これは、仮想マシンの有効期限を示します。変数が -1 に
設定されている場合、仮想マシンは期限切れになりませ
ん。 0 に設定されている場合は、既に期限が切れています。

VMWARE_PROJ_ID この仮想マシンが所属するプロジェクトの ID です。

VMWARE_MVM_ID この仮想マシンの ID です。同じプロジェクト内には、同
じ仮想マシン ID は存在しません。

表6-2  認証スクリプトの作成

質問 説明

このスクリプトは、いつ実行
されますか。

仮想マシンを開くと、実行されます。

スクリプトに利用できる環境
変数としてどんなものがあり
ますか。

ただし、VMWARE_PROJ_ID 及び VMWARE_MVM_ID は、ど
の仮想マシンをユーザーが開こうとしているかを表し、一
定の状況に関する情報を提供します。
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サンプル スクリプト
以下は、ポリシー スクリプトのサンプルです。

認証スクリプトのサンプル
以下のサンプルスクリプトは C 言語で書かれています。このスクリプトは、
Workstation ACE Edition によって sampleAuth.c という名でインストールされます。
このサンプルを実行したい場合、C コンパイラでコンパイルすることが可能です。

#
#   VMwareサンプル スクリプト
#
#   ACEスクリプト認証用のサンプル スクリプト
#

どのような出力が予測されま
すか。

このスクリプトの出力は変換され、仮想マシンのファイル
を暗号化、解読するためのキーの作成に使用されます。最
初にこのスクリプトを実行すると、出力が変換されて仮想
マシンの暗号化に使用されます。仮想マシンを解読するに
は、スクリプトが同じ値を返さなければなりません。スク
リプトが別の値を返すと、仮想マシンは解読されず、エ
ラーメッセージが表示されます。
スクリプトはどのような値を返しても構いませんが、セ
キュリティを最大限に高めるためには、印刷可能文字のみ
を含む値の場合、最低 32 バイト長でなければなりません。
バイナリデータの場合、適正なエントロピーを確保するた
めには、値が最低 16 バイト長である必要があります。

このスクリプトで何をするこ
とができますか。

スクリプトは、次のいずれかを行います。
ユーザーに仮想マシンへのアクセスを許可する場合、
このユーザー向けのキーを作成するのに使用するデー
タが生成され、出力されます。データは、各ユーザー
ごとに異なります。
ユーザーの仮想マシンへのアクセスを拒否する場合、
スクリプトはゼロ以外の値で終了します。
注意 :これは、終了コードであって、出力値ではあり
ません。

スクリプトはどこに出力しま
すか。

StdOut に出力してください。

スクリプトの終了コードは何
ですか。

アクセスが許可された場合、終了値は 0 になります。アク
セスが拒否された場合は、0 以外の値になります。
注意 :これは、終了コードであって、出力値ではありま
せん。

表6-2  認証スクリプトの作成 （続き）

質問 説明
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#   説明 :
#   このサンプル スクリプトは、環境変数 TEST_USERNAMEに定義された
#   ユーザーを参照し、認証用にキーを作成する際に使用されるシード データを
#   戻します。
#    
#   このスクリプトは、ユーザー名が環境変数 TEST_USERNAMEに定義されていることを前提

にしており
#   （このサンプルでは架空の環境変数を使用）、ハードコーディングされた
#   ユーザー名からシード データへのマップからシード データを返します。
#
#   スクリプトへの入力：
#   なし。
#
#   戻り値：
#   成功した（ユーザーが正しく認証された）場合は 0。
#   TEST_USERNAMEが設定されていない場合、またはユーザーが認識されない場合は -1。
#
#   予期される出力：
#   stdout上にスクリプト認証キー作成のためのシード データを出力。
#
#   メモ :
#   スクリプトが処理の成功を返すと、出力を使用してキーが作成されます。
#   したがって、このスクリプトの出力が各ユーザーについて一意であり、
#   また有効なキー（16バイト以上）を作成するために十分なデータが
#   あることが重要となります。
#
#

my %user_map= ( 'charlie'         => 'E1C4F612135B4D98A33B2C9BD595025D',
                'kathy'           => 'C79AFFEF773D61225751C2566858DB08',
                'beth'            => '05B169B439B26AAB2EA4F755B7E3800C',
                'ernie'           => '8CE63D4AA2068BD8AFF2D1B05F3495A5',
                'bert'            => '"172B1619B2EFBE0E4F381AA1C428F049'
                 );

my $username = $ENV{TEST_USERNAME};
if (! defined $username) {
   print "You should set the TEST_USERNAME environment variable.\n";
   exit(-1);
}

my $key_seed = $user_map{$username};
if (! defined $key_seed) {
   print "Unrecognized username.\n";
   exit(-1);
}

print $key_seed;
exit(0);
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ホスト /ゲスト データのサンプル スクリプト

以下のサンプル スクリプトは Perl で書かれています。このスクリプトは、
Workstation ACE Edition によって sampleQuarantine.pl という名でインストールされ
ます。このスクリプトを実行するには、Perl インタプリタが必要です。

#
#   VMwareサンプル スクリプト
#
#   ACEホスト /ゲスト データ スクリプトのサンプル スクリプト
#
#   説明 :
#   このサンプル スクリプトは、ホストで定義された情報をゲストに渡すためのスクリプト

です。
#   このスクリプトは、マシン名が環境変数 TEST_MACHINENAMEに定義され、
#   資産タグが環境変数 TEST_ASSETTAGに定義されていることを前提にしています
#   （このサンプルでは架空の変数が使用されています）。
#
#   スクリプトへの入力：
#   なし。
#
#   戻り値：
#   成功した場合は 0。
#
#   予期される出力：
#   容認されるキー /値の対のセット。値は環境変数から取得されます。
#   これらの値は、VMware Toolsを使用してゲスト OS内から取得されます。
#

my $machine_name = $ENV{TEST_MACHINENAME};
my $asset_tag = $ENV{TEST_ASSETTAG};
my $host_mac = $ENV{TEST_MACHINEMAC};

if (defined $machine_name) {
   print "machine.id = " . $machine_name . "\n";
}

if (defined $asset_tag) {
   print "guestinfo.assetTag = " . $asset_tag . "\n";
}

if (defined $host_mac) {
   printf "guestinfo.mac = " . $host_mac . "\n";
}

exit(0);
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パワーオン フックのサンプル スクリプト

以下のサンプルスクリプトは Perl で書かれています。このスクリプトは、
Workstation ACE Edition によって sampleQuarantine.pl という名でインストールされ
ます。このスクリプトを実行するには、Perl インタプリタが必要です。

#
#   VMwareサンプル スクリプト
#
#   ACEパワーオン フックのサンプル スクリプト
#
#   説明 :
#   このサンプル スクリプトは ACEのパワーオン フックを実装します。これは、ACEが実

行を
#   許可される状況を制御するための認証にさらに追加して使用できます。
#    
#   このスクリプトは、ユーザー名が環境変数 TEST_USERNAMEに定義されていることを前提

にしており
#   （このサンプルでは架空の環境変数を使用）、ユーザーが実行を許可される場合は
# TRUEを、許可されない場合は FALSEを戻します。
#
#   スクリプトへの入力：
#   なし。
#
#   戻り値：
#   ユーザー名がホワイト リストに含まれている場合は TRUEを戻します。
#   ユーザー名がホワイト リストに含まれていない場合、または定義されていない場合は、

FALSEを戻します。
#
#   予期される出力：
#   TRUEまたは FALSEのいずれかの文字列
#
#

my @white_list = ("alan", "bob", "mary", "sonia", "chris");

my $username = $ENV{TEST_USERNAME};
if (! defined $username) {
   print "FALSE";
   exit(0);
}

my @grepNames = grep(/$username/, @white_list);
if (@grepNames == 1) {
   print "TRUE";
   exit(0);
}

print "FALSE";
exit(0);
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VMware Player インターフェイスのカスタマイズ
VMware Player ユーザー インターフェイスの一部（タイトル バーに表示されるテキス
ト、インターフェイスでの取外し可能デバイスの表示方法など）をカスタマイズする
ことが可能です。

このようにカスタマイズされた設定はテキストファイルに保存します。このテキスト
ファイル（スキンファイル）は、プロジェクトフォルダ内の preferences.ini ファ
イルに行を追加して特定します。

スキンファイルの作成と指定
スキンファイルの各行は下記の形式で記述されます。

parameter = "value"

スキンファイルの行をコメントアウトするには、行頭にシャープ（#）記号を挿入し
てください。

使用するパラメータや使用可能な値、デフォルト値は、次ページ以降の表に記載され
ています。

スキンファイルは、どのような名前で保存しても構いません。ただし、保存先とし
て、スキンファイルを適用するプロジェクト向けのプロジェクト フォルダにあるプ
ロジェクト リソース フォルダを使用してください。

スキン ファイルを指定するには、以下の手順を実行します。

1 テキストエディタを使って、プロジェクトフォルダ内の preferences.ini ファ
イルを開き、以下の行を挿入してください。

vmplayer.skin = "<filename>"

スキンファイルがプロジェクトフォルダにない場合は、ファイルまでの完全なパ
スを記述してください。

2 preferences.ini を保存します。

VMware Player アイコンのカスタマイズ
VMware Player のアプリケーション アイコンには、大きなサイズのものと小さなサイ
ズのものがあります。大きなアイコンは、アプリケーション切替インターフェイス

（<Alt>-<Tab> キーを押すと表示されます）に使用されています。大きなアイコンの
サイズは通常 32x32 ピクセルですが、システム環境設定でアイコンサイズに指定さ
れたサイズが使用されます。小さなアイコン（16x16）は VMware Player のタイトル
バーや Windows タスクバーの VMware Player 向けのボタンに使用されます。
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上記の目的で使用されるアイコンは .ico 形式のものでなければならず、スキン ファ
イルの次のオプションで指定されます。

player.iconSmall = "<ファイル名 >"
player.iconLarge = "<ファイル名 >"

1 個の .ico ファイルには異なるサイズの複数のアイコンを含めることが可能です。
1 個の .ico ファイルを player.iconSmall と player.iconLarge の両方に指定で
きます。VMware Player は、毎回適切なサイズのアイコンを取得します。

タイトルバーのテキストをカスタマイズ
VMware Player タイトル バーに表示されるテキストを指定することが可能です。ま
た、テキストの表示に使用するフォント及びフォントサイズも指定可能です。

タイトルバーに表示されるテキストは、3 つの部分（プリフィックス、仮想マシン
名、およびサフィックス）から構成されます。下記の表に一覧表示されているパラ
メータを使えば、プリフィックスやサフィックスを設定したり、プリフィックスまた
はサフィックス、あるいはその両方を削除したりすることができます。また、仮想マ
シン名を挿入するか、削除するかを指定することも可能です。

全値にデフォルトをそのまま使用すると、タイトルバーには、仮想マシン名のみが
MS Shell Dlg フォントを使って、32 ポイントで表示されます。

表 6-3 は、VMware Player タイトル テキストのパラメータについての説明です。

取外し可能デバイス表示のカスタマイズ
表6-3  VMware Player タイトル テキストのパラメータ

パラメータ タイプ デフォルト値 対象

player.title.prefix ストリング "" タイトルバーのプリフィッ
クス

player.title.useVMName ブール値 (TRUE 
または FALSE)

TRUE 仮想マシン名の表示の有無

player.title.suffix ストリング "" タイトルバーのサフィック
ス

player.title.font.face ストリング "MS Shell Dlg" フォント名（ユーザーのコ
ンピュータで利用できる
フォントのみ）

player.title.font.size 整数 32 テキストのポイントサイズ
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取外し可能デバイスは、VMware Player インターフェイスのツールバー上のボタンま
たは [ デバイス ] メニューのメニュー項目として表示されます。表示のタイプを指定
できます。テキスト、アイコン、またはこれら 2 つの組み合わせを指定して、カス
タムアイコンを指定することもできます。

カスタムアイコンを使用する場合は、アイコンを使用するプロジェクトのプロジェク
ト フォルダにあるプロジェクト リソース フォルダにアイコン ファイルをコピーして
ください。

スキンファイルの設定は、VMware Player 環境設定ダイアログボックスの設定よりも
優先されます。

表 6-4 は、デバイスをツールバー項目として表示するかどうかを制御するために使用
するパラメータについて説明しています。

仮想マシンに構成されている各取外し可能デバイスの表示をカスタマイズできます。
以下のデバイス名は、下記のパラメータを使って制御可能な取外しデバイス用に使用
されます。

floppy0、floppy1

serial0、serial1、serial2、serial3

parallel0、parallel1、parallel2

ide0:0、ide0:1、ide1:0、ide1:1 (IDE CD-ROM またはハードドライブ )

scsi0:0-scsi0:7 (SCSI CD-ROM またはハードドライブ )

表 6-5 のパラメータに含まれる <deviceName> を適切なデバイス名に置き換えてく
ださい。

表6-4  ツールバー項目パラメータ

パラメータ

タイプ デフォルト値 対象

player.deviceBar.toplevel

ブール値 FALSE ツールバーの場合は「TRUE」、メ
ニューの場合は「FALSE」を使用し
ます
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keySpec の値の詳細は、以下のセクションを参照してください。

表6-5  取外し可能デバイスのパラメータ

パラメータ

タイプ デフォルト値 対象

player.deviceBar.<deviceName>.buttonStyle

ストリング（テキスト、
アイコン、テキストアイ
コン）

ツールバーボタンまたはメニュー
項目の外観

player.deviceBar.<deviceName>.buttonText

ストリング ユーザー フレンドリ デバ
イス名

デバイスが接続しているときに
ツールバーまたはメニュー項目に
表示されるテキスト

player.deviceBar.<deviceName>.buttonTextDisconnected

ストリング（オプション） 標準ボタンテキスト　 デバイスが切断されているときに
ツールバーまたはメニュー項目に
表示されるテキスト

player.deviceBar.<deviceName>.tooltip

ストリング "" デバイスが接続しているときに
ツールチップに表示されるテキ
スト

player.deviceBar.<deviceName>.tooltipDisconnected

ストリング（オプション） 標準ツールチップ デバイスが切断されているときに
ツールチップに表示されるテキスト

player.deviceBar.<deviceName>.icon

ファイル名 このタイプのデバイスを
表すアイコン

デバイスが接続しているときのカ
スタムアイコンファイル。プロ
ジェクト フォルダにあるプロジェ
クト リソース フォルダにアイコン 
ファイルをコピーしてください。 

player.deviceBar.<deviceName>iconDisconnected

ファイル名（オプション） 標準アイコン デバイスが切断されているときの
カスタムアイコンファイル

player.deviceBar.<deviceName>.shortcutKey

keySpec デバイスの接続と切断を切り替える
ショートカットキーの組み合わせ
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ショートカットキーの値
このセクションで説明されるショートカットキー項目では、仮想キーコードをオプ
ションの値の一部として入力する必要があります。仮想キーコードは 16 進数形式

（0x で始まる 16 進数）で入力されています。たとえば、仮想キーコード 5A を値とし
て使用するには、0x5A と入力します。

Microsoft では MSDN Web サイトに仮想キーコードの参照リストを提供しています。
本書の作成時点で、参照リストの URL は
msdn.microsoft.com/library/en-us/winui/WinUI/WindowsUserInterface/UserInput/VirtualKeyCo
des.asp です。

ホットキーエントリには修飾キーが含まれます。修飾キーは <Ctrl>、<Alt>、およ
び <Shift> またはそれらのキーの組み合わせです。表 6-6 はショートカットキーの
値です。
.

キーと修飾キーを列挙する場合は、キーの仮想キーコードの後にコンマを入力してか
ら、1 つ以上の修飾キーの値を入力してください。たとえば、<Ctrl> + <Shift> + 
<F1> の入力値は 0x70,0x6 です。

ショートカットキーの定義時には、以下の制限に留意してください。

<Pause> キーを <Ctrl> キーと併用しないでください。<Pause> キーをそれ以外の
修飾キーと併用することは可能です。

<F12> を使用する場合は、1 つ以上の修飾キーを使用する必要があります。
<F12> を単独で使用することはできません。

<Shift><Ctrl><Alt> キーのみの組み合わせを使用することはできません。これら
のキーはほかのキーと組み合わせた場合にのみ修飾キーとして使用できます。

表6-6  ショートカットキーの値

修飾キー 値

修飾キーなし 0x0

<Alt> 0x1

<Ctrl> 0x2

<Shift> 0x4

<Ctrl> - <Alt> 0x3

<Alt> - <Shift> 0x5

<Ctrl> - <Shift> 0x6

<Ctrl> - <Alt> - 
<Shift>

0x7

http://msdn.microsoft.com/library/en-us/winui/WinUI/WindowsUserInterface/UserInput/VirtualKeyCodes.asp
http://msdn.microsoft.com/library/en-us/winui/WinUI/WindowsUserInterface/UserInput/VirtualKeyCodes.asp
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サンプルスキンファイル
player.title.prefix = "Our Company <<"
player.title.suffix = ">> Environment"
# player.title.useVMName = FALSE

# player.deviceBar.toplevel = TRUE
player.deviceBar.floppy0.buttonStyle = "icon"
player.deviceBar.floppy0.buttonText = "First Floppy Drive"
player.deviceBar.floppy0.shortcutKey = "0x30,0x7"
player.deviceBar.floppy0.icon = "custom-floppy.ico"
player.deviceBar.floppy0.tooltip = "Click to disconnect"
player.deviceBar.floppy0.tooltipDisconnected = "Click to connect"
# player.deviceBar.ethernet0.buttonStyle = "icon"
# player.deviceBar.ide1:0.buttonStyle = "icon"
# player.deviceBar.audio.buttonStyle = "icon"
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パッケージ設定を使用することで、インスタンスのカスタマイズや暗号化といった
パッケージの特性を構成し、選択したパッケージにそれらの設定を適用できます。設
定したこれらのパッケージ特性は作成する全パッケージに適用できるため、パッケー
ジを作成するたびにこれらの詳細を設定する必要がなくなり、パッケージ作成に要す
る時間と作業量が節約されます。パッケージ設定に対する変更は、変更後に作成され
たパッケージにのみ反映されます。既存のパッケージには適用されません。

以下のセクションでは、ACE Master に適用するよう選択できるパッケージ設定につ
いて説明します。

カスタム EULA（P.178）

インスタンスのカスタマイズ（P.178）

パッケージの有効期限（P.189）

暗号化（P.190）

デプロイメント プラットフォーム（P.191）

リモート ドメインへの ACE インスタンスの参加方法、および、[ インスタンスのカス
タマイズ ] パッケージ設定において特定のパラメータを設定するために必要な手順に
ついての具体的な情報は、以下の項目を参照してください。

リモート ドメイン参加の設定（P.191）

以下の章の末尾には、DNS のセットアップに関する問題のトラブルシューティング
のヒントが記載されています。

セットアップに関するトラブルシューティング（P.193）

パッケージ設定 7
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カスタム EULA
ACE インスタンスのアクティベーション時に表示する、カスタム EULA（エンド ユー
ザー ライセンス基本契約書）を指定できます。この機能により、ユーザーがインス
タンスの初回実行時に確認して同意する必要のある使用許諾契約書に、カスタムの
メッセージを表示できます。

カスタム EULAを指定するには、以下の手順を実行します。

1 カスタム EULA 用のテキスト ファイルを作成して、ACE Master の ACR リソース 
ディレクトリに保存します。

 

2 カスタム EULA のパッケージ設定で、[ 指定された EULA テキスト ファイルを表
示 ] を選択します。

3 [ 参照 ] をクリックし、ファイルの場所に移動します。

4 パッケージ設定ページで [OK] をクリックします。

インスタンスのカスタマイズ

このセクションの内容は以下のとおりです。

インスタンスのカスタマイズのメリット（P.179）

インスタンスのカスタマイズ プロセスの概要（P.179）

インスタンスのカスタマイズ 設定の指定前に実行が必要なタスク（P.181）

Microsoft Sysprep デプロイ ツールのダウンロード（P.182）

インスタンスのカスタマイズパッケージ設定の指定（P.182）

インスタンスのカスタマイズで使用するプレースホルダ値（P.185）

インスタンスのカスタマイズが有効になった状態でのパッケージ作成（P.186）

ACEユーザーのマシン上で実行されるACEインスタンスのカスタマイズの処理内
容（P.188）

注意   Windows システムで実行する ACE インスタンスの場合は、ファイル形式
に .txt または .rtf を使用できます。Linux システムで実行する ACE インスタ
ンスの場合は、.txt 形式を使用する必要があります。パッケージ設定の [ デプ
ロイ プラットフォーム ] で [Windows と Linux] または [Linux] を選択している場
合は、カスタム EULA ファイルが .txt 形式であることを確認してください。

注意   インスタンスのカスタマイズは、Windows ゲスト OS がインストールされた
ACE インスタンスにのみ適用されます。
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関連性の高いトピックの詳細については、以下の項目を参照してください。

リモート ドメイン参加の設定（P.191）

パッケージの作成（P.196） 

インスタンスのカスタマイズのメリット
インスタンスのカスタマイズ機能は、ACE インスタンスの準備とデプロイの機能を拡
張および合理化します。インスタンスのカスタマイズは、標準的な Microsoft Sysprep
デプロイ ツールを使用するようにビルドされたプロセスです。

この機能は Sysprep のプロセス（Microsoft Sysprep デプロイ ツールの使用）を自
動化し、管理者が単一のツール（単一のユーザー インターフェイス）を使用し
てすべてのタスクを実行できるようにします。これにより、コンピュータ名など
の一部の Sysprep パラメータを制御しやすくなります。

VPNクライアントを使用してリモート サイトからACEインスタンスをドメインに
自動参加させる方法を提供します。詳細については、「リモート ドメイン参加の
設定（P.191）」を参照してください。

管理対象 ACE インスタンスについて、ユーザーのマシン上でのインスタンスのカ
スタマイズに関するステータス（プロセスの正常な実行または失敗）がサーバに
報告されます。この情報は Workstation ACE Edition のインスタンス ビューで参
照できます。（このビューについての詳細は、第 12 章「インスタンス ビュー

（P.255）」を参照してください。）状態のほかに、MAC アドレスと新しいコン
ピュータ名もレポートされます。

インスタンスのカスタマイズ プロセスの概要
ここでは、インスタンスのカスタマイズについて説明します。

インスタンスをカスタマイズするには、以下の手順を実行します。

Workstation ACE Edition マシンで、パッケージの作成時に以下の処理が行われます。

1 ACE Master のスナップショットが設定され、保存されます。

2 ACE Master がパワーオンされ、必要なすべてのデプロイ ツールおよびファイル
（適切な Microsoft Sysprep ツールを含む）が、ゲストにコピーされます。コピー 
プロセスは、画面には表示されません。詳細については、「Microsoft Sysprep デ
プロイ ツールのダウンロード（P.182）」を参照してください。

注意   ご使用の VPN クライアントがコマンド ライン インターフェイスをサポー
トしている必要があります。
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3 Microsoft デプロイ ツールがゲスト OS 内で実行され、ゲストのシールとデプロ
イの準備が行われます。

4 ゲスト OS がシャットダウンします（これは画面上に反映されます）。

5 ゲスト OS が正常にシャットダウンされた後、デプロイ用パッケージを作成する
ために以下のステップが実行されます。

a ACE Master がパッケージ ディレクトリにクローンされます。具体的には、
仮想マシン ファイルがパッケージ ディレクトリにコピーされ、必要な場合
には暗号化されて、メディアに格納するために分割されます（パッケージ配
布設定で指定されている場合）。

b ACE Master にはスナップショットが復元され、その後、そのスナップ
ショットは削除されます。

c インストーラ ファイルが、パッケージ ディレクトリにコピーされます。

ACE ユーザーのマシン上で、インスタンスのアクティベーション後に、以下の
処理が実行されます。

6 プレースホルダ変数を解決するために必要なすべての情報が取得されます。

7 プレースホルダ変数が解決され、ACE インスタンスの実際の値で置き換えられ
ます。（詳細については、「インスタンスのカスタマイズで使用するプレースホル
ダ値（P.185）」を参照してください。）

8 Microsoft ミニセットアップ プロセスがサイレントで実行されます。他のスクリ
プトを実行するための追加のコマンド（[ インスタンスのカスタマイズ ] パッ
ケージ設定で指定したもの）が、このプロセスの最後に実行されます。

9 インスタンスのカスタマイズで、ドメインへのリモート ACE インスタンスの参
加を含めるように設定した場合、[ インスタンスのカスタマイズ ] パッケージ設
定で指定されたスクリプトが実行されます。このスクリプトは VPN サーバへの
接続に使用されます。その後、マシンがドメインに参加します。

10 管理対象インスタンスの場合は、インスタンスのカスタマイズが成功した場合に
サーバに報告されます。

注意   ゲスト OS がシャットダウンしない場合、Sysprep ツールが使用可能となっ
ていない可能性があります。ゲスト OS がすぐにシャットダウンできない場合、
通常は約 10 分後に、操作がキャンセルされ、インスタンスのカスタマイズが失
敗したことを示すエラー メッセージが表示されます。「Microsoft Sysprep デプロ
イ ツールのダウンロード（P.182）」を参照してください。
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リモート ドメイン参加を行うには、インスタンスのカスタマイズで必要なこれらの
ステップの他に、管理者が追加のステップをいくつか実行する必要があります。詳細
については、「リモート ドメイン参加の設定（P.191）」を参照してください。

インスタンスのカスタマイズ 設定の指定前に実行が必要なタスク

インスタンスのカスタマイズ設定を指定するには、事前に以下の操作を実行する必要
があります。

以下のいずれかの Windows ゲスト OS を ACE Master にインストールします。

Windows 2000

Windows XP Professional

Windows Server 2003

Windows Vista

ゲスト OS に最新バージョンの VMware Tools をインストールします。
VMware Tools のインストールとアップデートについては、『VMware 
Workstation ユーザーマニュアル』を参照してください。

Microsoft Sysprep ツールをダウンロードします。詳細については、「Microsoft 
Sysprep デプロイ ツールのダウンロード（P.182）」を参照してください。

インスタンスのカスタマイズ設定を指定するには、事前に以下の操作を実行する必要
があります。

ゲスト OS のインストール用の Windows 製品 ID。

ACE インスタンスがドメインに参加する場合（インスタンスがドメインに対して
ローカルかリモートかに関係なく）は、そのドメインにコンピュータを追加する
権限を持つアカウントのユーザー名とパスワード。

リモート ACE インスタンスがドメインに参加する場合は、リモートのドメイン参
加パラメータ。詳細については、「リモート ドメイン参加の設定（P.191）」を参
照してください。

注意   インスタンスのカスタマイズは、管理対象 ACE インスタンスとスタンドアロン
ACE インスタンスの両方に使用できます。この機能の利用には、ACE 2Management 
Server を使用する必要はありません。

注意   ベスト プラクティス：Workstation ACE Edition をインストールする際、デ
プロイする予定のすべてのゲスト OS に対応した Microsoft Sysprep デプロイ 
ツールをダウンロードしてください。
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Microsoft Sysprep デプロイ ツールのダウンロード

このツールを必要な場合にすぐに提供できるように管理者のマシン上に用意しておく
には、以下の手順を実行します。

1 http://www.microsoft.com にアクセスして、Sysprep デプロイ ツールを検索し
ます。

2 サイトの指示に従って、Sysprep デプロイ ツールをダウンロードします。デプロ
イする予定のゲスト OS に対応する、すべてのバージョンの Sysprep デプロイ 
ツールをダウンロードしてください。必要となる Sysprep デプロイ ツールは、
以下のとおりです。

Windows XP Professional SP1 および SP2 用の Sysprep デプロイ ツール。SP1
バージョンは、サービスパックを適用していない Windows XP Professional、
および Windows XP Professional SP1 で使用できます。SP2 バージョンは
Windows XP Professional SP2 用です。

Windows 2000 向けの Sysprep デプロイ ツール。

Windows 2003向けのSysprepデプロイ ツール。Windows 2003向けには2種類
のバージョンが提供されていますが、両方ともに使用できるので、いずれか
一方をダウンロードします。

3 ZIP ファイルをダウンロードして、Workstation ACE Edition がインストールされ
ているディレクトリ内に解凍します。

Workstation ACE Edition のデフォルトのインストール ディレクトリは以下のとお
りです。

C:\Program Files\VMware\VMware Workstation

インスタンスのカスタマイズパッケージ設定の指定
パッケージ設定を指定する前に、カスタマイズ スクリプト用に必要なすべてのファ
イルをインストールしてください。

注意   Windows Vista システムをゲスト OS として使用する場合は、Microsoft Sysprep
デプロイ ツールが Windows Vista のインストール時に一緒に自動的にインストールさ
れるので、Sysprep ツールをダウンロードする必要はありません。

注意   インスタンスのカスタマイズは、Windows ゲスト OS がインストールされた
ACE インスタンスにのみ適用されます。
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インスタンスのカスタマイズのパッケージ設定を指定するには、以下の手順を実行し
ます。

1 「インスタンスのカスタマイズ 設定の指定前に実行が必要なタスク（P.181）」を
参照してください。

2 [ACE] - [ パッケージ設定 ] を選択して、パッケージ設定エディタを開きます。

3 [ インスタンスのカスタマイズ ] ページで、以下の手順を実行します。

a [ インスタンスのカスタマイズを有効にする ] を選択します。

b ACE Master にインストールしたゲスト OS の製品 ID を入力します。

4 [ システム オプション ] ページで、以下の手順を実行します。

a システム名を入力します。

b 組織名を入力します。

c コンピュータ名を入力します。

[ インスタンスのカスタマイズを有効にする ] オプションが選択されていない場
合、[ インスタンスのカスタマイズ ] サブページは無効になり、アクセスできま
せん。同様に、このオプションを選択していない場合は [ 製品 ID] ボックスに入
力できません。

注意   システム名、組織名、およびコンピュータ名にはプレースホルダ変数を使
用できます。プレースホルダ変数の詳細および例は、「インスタンスのカスタマ
イズで使用するプレースホルダ値（P.185）」を参照してください。

要注意   Windows Vista ゲスト OS では、コンピュータ名の長さは 15 文字以下で
なければなりません。15 文字を超えると、このユーザー マシンではミニセット
アップ プロセスが失敗します。

注意   [ システム オプション ] ページの [ 名前 ] フィールドや [ コンピュータ名 ]
フィールドには、administrator と入力しないでください。

これらのフィールドに administrator というテキストを入力すると、ミニセッ
トアップ プロセスでインスタンスのカスタマイズが失敗してしまいます。

これらのフィールドにプレースホルダ %logon_user% を設定し、プレースホル
ダ変数が administrator に解決されると、10 文字の英数字から成るランダム
な値に自動的に変換されます。
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d ゲスト OS の各コピーについて新しいセキュリティ ID を使用する場合は、
[ 新しいセキュリティ ID(SID) の生成 ] を選択します。

e この同期化を自動的に実行するように指定する場合は、[ ゲストのタイム 
ゾーンとホストのタイム ゾーンを同期化 ] を選択します。

5 [ 初期化スクリプト ] ページに、ACE ユーザーのマシンでミニセットアップ プロ
セスの最後にゲスト OS 内でスクリプトを実行するための、追加のコマンドを入
力します。この追加コマンドについての詳細は、Microsoft デプロイ ツールのマ
ニュアルを参照してください。

6 [ ワークグループまたはドメイン ] ページで、以下の手順を実行します。

a このインスタンスでネットワーク アクセスに使用するワークグループ名ま
たはドメイン名を入力します。

b [ ドメイン ] を選択してドメイン名を入力した場合は、そのドメインに新し
いコンピュータを参加させることができるアカウントのユーザー名をここで
入力します。

注意   Windows Vista ゲスト OS の場合は、パッケージ設定エディタでの選択
にかかわらず常に新しい SID が生成されます。

要注意   バッチ ファイルのパスを引用符なしで指定します。引用符は自動的に追
加されます。

スクリプトへのコマンド ライン パラメータの追加については、Microsoft のサ
ポート技術情報の項目（http://support.microsoft.com/kb/177462）を参照してく
ださい。
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c この ACE インスタンスがリモートからドメインに参加できるようにする場
合は、[ リモート ドメイン参加を有効にする ] を選択して、VPN 接続を確立
するためのスクリプトを実行するコマンドを入力します。リモートの ACE
インスタンスのドメイン参加については、「リモート ドメイン参加の設定

（P.191）」を参照してください。

次にパッケージの作成に進みます。「インスタンスのカスタマイズが有効になった状
態でのパッケージ作成（P.186）」を参照してください。

インスタンスのカスタマイズで使用するプレースホルダ値
プレースホルダの値は、ACE ユーザーのマシン上でミニセットアップの実行中に、
個別のフィールド名を作成するためにゲスト OS で使用される値です。

使用可能なプレースホルダは以下のとおりです。

%logon_user% または %logon_user(n)%　Microsoft ミニセットアップ プロセス
が開始した時点でホスト マシンにログインしているユーザーを指します。

ユーザー名が特定の文字数を超えない長さに解決されるように設定する必要があ
る場合は、%logon_user(n)% を使用できます。(n) は、ログイン中の実際のユー
ザー名から名前解決時に取得される最長文字数です。たとえば、ログイン ユー
ザーの実際の名前にランダムな 3 文字が追加されるように指定し、さらに解決
される名前を最長 15 文字に制限する場合は、(n) を 12 に設定します。[ システ
ム オプション ] の [ 名前 ] フィールドのエントリは、
%logon_user(12)%%random_alpha_digit(3)% になります。

プレースホルダに (n) を含めるのはオプションです。(n) を含めない
（%logon_user% を使用する）場合、または (n) をゼロに指定する
（%logon_user(0)% を使用する）場合は、プレースホルダは完全なログイン 
ユーザー名に解決します。

%host_name% または %host_name(n)%　ホスト コンピュータの名前を指し、通
常は何らかのランダムな数字や名前が追加されます。

注意   インスタンスのカスタマイズでは DHCP のみをサポートしています。
固定 IP アドレスはサポートしていません。

注意   管理対象 ACE Master の場合は、このページで指定したパスワードとコ
マンドが ACE 2Management Server に保管されます。スタンドアロン ACE 
Master の場合は、パスワードとコマンドがパッケージに保管されます。

ACE Master が管理対象でない場合は、パスワードが仮想マシン内に格納さ
れるので、パッケージと ACE を暗号化する必要があります。
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ホスト名が特定の文字数を超えない長さに解決されるように設定する必要があ
る場合は、%host_name(n)% を使用できます。(n) は、実際のコンピュータ ホ
ストの名前から名前解決時に取得される最長文字数です。たとえば、実際のホ
ストの名前にランダムな 3 文字が追加されるように指定し、さらに解決される
名前を最長 15 文字に制限する場合は、(n) を 12 に設定します。[ システム オ
プション ] の [ コンピュータ名 ] フィールドのエントリは、
%host_name(12)%%random_alpha_digit(3)% になります。

プレースホルダに (n) を含めるのはオプションです。(n) を含めない
（%host_name% を使用する）場合、または (n) をゼロに指定する
（%host_name(0)% を使用する）場合は、プレースホルダは実際のコンピュー
タ ホストの完全な名に解決します。

%random_alpha_digit(n)%　ランダム生成される英数字のストリング（(n) は文
字数です）。(n) と指定する必要があります。

%random_alpha(n)%　ランダム生成される英字のストリング（(n) は文字数で
す）。(n) と指定する必要があります。

%random_digit(n)%　ランダム生成される数字のストリング（(n) は文字数で
す）。(n) と指定する必要があります。

Windows Vista システムのコンピュータ名がミニセットアップで確実に動作するよう
にします。ACE インスタンスが Windows Vista ゲスト OS を実行する場合は、ミニ
セットアップ プロセスがユーザーのマシンで正常に実行するには、コンピュータ名
は 15 文字以下でなければなりません。

この条件を満たすには、ランダムな文字列、ホスト名、ログイン ユーザーなどのプ
レースホルダの値を使用して、解決された値の長さを指定します。

インスタンスのカスタマイズが有効になった状態でのパッケージ
作成

要注意   ホストのコンピュータ名が 15 文字を超えないようにしないと、名前が長すぎ
る場合にユーザー マシン上でミニセットアップが失敗してしまいます。

要注意   Microsoft Web サイトから現在の Sysprep デプロイ ツールをダウンロードし
てマシンにコピー（「Microsoft Sysprep デプロイ ツールのダウンロード（P.182）」を
参照）したことを確認した上で、インスタンスのカスタマイズを有効にしてパッケー
ジの作成を開始します。パッケージの作成時にこのツールが使用できない場合、パッ
ケージ処理中に操作が失敗します。パッケージ作成には長時間を要する場合があり、
また、このエラーはパッケージ処理がかなり進むまで発生しないため、ツールが使用
できないためにプロセスが失敗すると長時間を無駄にすることになります。
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インスタンスのカスタマイズを有効にして新規パッケージを作成するには、以下の手
順を実行します。

1 [ACE] - [ 新規パッケージ ] を選択して、新規パッケージ ウィザードを起動します。

2 ウィザードで表示される手順に従います（詳細については、「パッケージの作成
（P.196）」を参照してください）。

3 スタンドアロンの ACE Master を作成する場合は、ウィザードの [ パスワード ]
ページが表示されます。ドメイン参加のパスワード、および必要に応じて VPN
接続用のパスワードを入力します。

4 [ パッケージのサマリ ] ページで [ 次へ ] をクリックして、パッケージ作成プロセ
スを開始します。

5 新規パッケージ ウィザードのステップを完了します（詳細については、「パッ
ケージの作成（P.196）」を参照してください）。

ACE インスタンスのプレビュー時には VMware Player が対話モードで実行され、管理
者はインスタンスのカスタマイズのエラーを確認して、必要に応じて修正を加えるこ
とができます。ユーザーのマシンにパッケージをデプロイすると、VMware Player は
対話モードでは実行しません。

注意   パッケージ作成プロセス中に実行される処理については、「インスタンスのカ
スタマイズ プロセスの概要（P.179）」を参照してください。

要注意   パッケージをデプロイする前に ACE インスタンスをプレビューして、すべて
の設定が正しく動作することを確認してください。

プレビュー中に、インスタンスのカスタマイズがサイレント（つまり、ユーザーによ
る操作の必要なダイアログ ボックスが表示されない）で実行されることを確認しま
す。例 : 誤った Windows 製品 ID が入力されている場合、プレビューを実行すると、
ミニセットアップ プロセス中に製品キーの入力を求めるダイアログ ボックスが表示
されます。

注意   ACE インスタンスで自動ログインが構成されている場合に、自動ログインが失
敗すると、インスタンスのカスタマイズも失敗します。これは、インスタンスのカス
タマイズ中に、ACE Master をシールしてデプロイの準備をするために必要となる
VMware Tools サービスが、自動ログインが失敗すると開始されないためです。この
問題を解消するには、ACE Master をパワーオンし、自動ログインの問題を修正して
から、ACE Master をプレビューしてインスタンスのカスタマイズが正常に実行され
ることを確認します。
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Windows Server 製品向けに追加のライセンス情報を指定

Windows Server 製品向けに追加のライセンス情報を指定するには、<ACE Master 名 >
ディレクトリに sysprep_license.txt ファイルを追加します。このファイルには、
AutoMode パラメータ（PerSeat または PerServerのいずれかの値を使用）および
AutoUsers パラメータ（PerServer の場合にサーバについて購入されたクライアン
ト ライセンスの数）を指定できます。
http://technet2.microsoft.com/WindowsServer/en/library/c4f0b57a-f4f7-478b-9667-ca
20af32611d1033.mspx?mfr=true 
上記の Web サイトでは、これらの値の詳細について参照できます。

このファイルが <ACE Master 名 > ディレクトリに見つからない場合は、デフォルト
が使用され、AutoMode がクライアント ライセンス 5 個を含む PerServer に設定さ
れます。

このファイルを指定するように選択した場合は、プレビュー時のミニセットアップ 
プロセスのライセンス部分に変更はありません。AutoMode=PerSeat を指定した場
合でも、ミニセットアップのユーザー インターフェイスには AutoMode=PerServer
および AutoUsers=5 と表示されます。これは予期される動作です。ライセンス情報
は、ミニセットアップ プロセスによって正しく設定されます。

インスタンスのカスタマイズにおける次の操作

これで、インスタンスのカスタマイズのための、Workstation ACE Edition マシン上で
のステップは完了です。「ACE ユーザーのマシン上で実行される ACE インスタンスの
カスタマイズの処理内容」に進んでください。

ACE ユーザーのマシン上で実行される ACE インスタンスのカスタ
マイズの処理内容
インスタンスをカスタマイズするには、以下の手順を実行します。

1 ACE ユーザーが自身のマシンに ACE パッケージをインストールし、インスタン
スをアクティベーションします。

2 プレースホルダ変数を解決するために必要なすべての情報が取得されます。

3 プレースホルダ変数が解決され、ACE インスタンスの実際の値で置き換えられ
ます。

4 Microsoft ミニセットアップ プロセスが実行されます。

5 ミニセットアップ プロセスが失敗した場合、ACE インスタンスはシャットダウ
ンします。

注意   この後、ACE インスタンスは実行できなくなります。
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6 ミニセットアップ プロセスの最後に、追加のコマンドが実行されます。

7 リモート ドメイン参加が選択されている場合は、[ インスタンスのカスタマイ
ズ ] パッケージ設定に指定されているスクリプトが実行されます。このスクリ
プトは VPN サーバへの接続に使用されます。これにより、マシンがドメインに
参加します。

8 管理対象インスタンスの場合は、このプロセスの終了時に、インスタンスのカス
タマイズ結果、インスタンスの MAC アドレス、および新しいコンピュータ名が
サーバに報告されます。

Windows Vista ゲスト OS を使用する ACE インスタンスで、インスタンスのカスタマ
イズを実行する場合は、ACE インスタンスを使用できる状態になる前の動作が他の
Windows ゲスト OS と若干異なります。マシンが再起動する旨のメッセージの後に
ログイン スクリーンが表示され、続いてシステムが再起動します。このとき、ユー
ザーの操作は一切必要ありません。

パッケージの有効期限
ACE パッケージのインストールが可能な期間を指定できます。この期間外にパッ
ケージをインストールしようとすると、エラー メッセージが表示され、パッケージ
はインストールされません。

パッケージの有効期限は、デフォルトでは [ 常時 ] に設定されています。この設定を
使用するパッケージは、デプロイ後はいつでもインストールできます。

パッケージ作成日以降の特定の日数の間だけパッケージのインストールを許可する場
合は、[ パッケージ作成後最長 [x] 日間 ] を選択してドロップダウン リストから日数
を選択します。

特定の期間を限定してパッケージのインストールを許可する場合は、[ 開始日 [ 日付 ]
から終了日 [ 日付 ]] を選択します。ドロップダウン リストの矢印を使用するとカレ
ンダーが表示されるので、パッケージのインストールが可能な期間の開始日と終了日
を指定します。

管理者は、管理対象パッケージのパッケージ有効期限の設定を変更できます。設定は
パッケージ作成の前でも後でも変更できます。パッケージ有効期限の設定を変更する
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には、インターフェイス下部の [ パッケージ履歴 ] で変更するパッケージを右クリッ
クします。[ プロパティ ] - [ 設定 ] を選択してパッケージ有効期限を変更するか、ま
たは [ アクティベーションの解除 ] を選択してパッケージを即座にアクティベーショ
ン解除します。

暗号化
暗号化には、以下の 2 種類の設定があります。

パッケージの暗号化　配信中にパッケージ ファイルがコピーまたは改変される
ことを防ぎます。

ACEインスタンスの暗号化　ACEインスタンス ファイルがコピーまたは改変され
ることを防ぎます。

Workstation ACE Edition ソフトウェアは、アクティベーション ポリシーおよび認証ポ
リシーの設定によって決定されたデフォルトを使用して、パッケージおよびファイル
に暗号化設定を適用します。これらの設定についての詳細は、「アクセス コントロー
ル ポリシーの設定（アクティベーションと認証）（P.115）」を参照してください。

通常は、デフォルトの暗号化設定を上書きしないことをお勧めします。デフォルト設
定を上書きする必要がある場合（テストでパッケージをデプロイするのでファイルの
暗号化が必要ない場合など）は、[ 暗号化 ] ページで暗号化設定を変更できます。

暗号化設定を変更するには、以下の手順を実行します。

1 ACE Master のサマリ ビューで [ パッケージ設定の編集 ] をクリックします。

2 [ パッケージ設定 ] ウィンドウの左パネルで [ 暗号化 ] ページ リンクをクリック
します。

ACE パッケージの内容を保護するために、新規パッケージ ウィザードでパッケージ
を作成する際に仮想マシンが暗号化されるよう指定できます。このように指定するに
は、[ パッケージ保護 ] の下の [ 暗号化 ] を選択します。仮想マシンのインストールご
とに、異なる方法でファイルが暗号化されます。

注意   ACE インスタンス ファイルは暗号化せずにパッケージを暗号化することも、
または、パッケージは暗号化せずにインスタンス ファイルを暗号化することもでき
ます。

注意   アクティベーションと認証の設定を変更すると、暗号化設定がデフォルトにリ
セットされます。

注意   パッケージ作成後にこれらの設定を変更する場合は、変更内容は新しいパッ
ケージにのみ影響し、既存のパッケージには影響しません。
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インストーラで ACE インスタンスの暗号化を実行する場合は、認証方法を指定する
必要があります。認証ポリシーの詳細については、「アクセス コントロール ポリシー
の設定（アクティベーションと認証）（P.115）」を参照してください。

パッケージまたは ACE インスタンスを暗号化すると、構成ファイルおよびポリシー 
ファイルは表示や改変に対して自動的に保護されます。仮想マシンを暗号化しない場
合でも、[ 耐タンパー ] を選択できます。

デプロイメント プラットフォーム
ACE パッケージをデプロイするプラットフォームを変更する場合は、[ デプロイ プ
ラットフォーム ] の設定を選択します。デフォルトでは [Windows] に設定されてい
ます。

ACEパッケージの配布先プラットフォームを変更するには、以下の手順を実行します。

1 [ デプロイ プラットフォーム ] の設定を変更する ACE Master を選択します。

2 [ACE] - [ パッケージ設定 ] を選択して、パッケージ設定エディタを開きます。

3 左側のパネルで [ デプロイ プラットフォーム ] 設定をクリックします。

4 デプロイ プラットフォームを指定します。[Windows]、[Linux]、または
[Windows と Linux] を選択できます。

5 [OK] をクリックして設定を保存し、ページを閉じます。

リモート ドメイン参加の設定
リモート ドメイン参加機能を使用することで、企業ネットワークの外部にある ACE
インスタンスを、ネットワーク内にある場合と同様に管理できます。ACE インスタ
ンスが Active Directory ドメインに参加するプロセスは、ドメインに対してローカル
のインスタンスとリモートのインスタンスの場合のいずれも自動化されています。

ACE インスタンスをドメインに参加させるためには、次の情報を指定する必要があ
ります。

ドメイン名

ドメインに新しいコンピュータを参加させることのできるアカウントのユー
ザー名

注意   暗号化設定を [ なし ] に指定すると、リソースの署名ポリシーに指定された検
証は実行されません。暗号化パッケージ設定は、リソースの署名ポリシーの設定に
優先します。これらの設定の詳細については、「リソースの署名ポリシーの設定

（P.132）」を参照してください。
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アカウントのパスワード

リモート ロケーションから ACE インスタンスをドメインに参加させる場合は、これ
らの項目に加えて、ネットワークとの間にセキュアな接続を確立する方法を提供する
必要があります。

ネットワークに対してセキュアな接続を確立するには、ゲストに VPN クライアント
をインストールして、ドメインにリモート ログインできるようにクライアントを設
定する必要があります。VPN サーバへのセキュアな接続を確立するためのスクリプ
トを用意する必要があります。

VPN クライアントをインストールした後、Workstation ACE Edition のパッケージ設定
エディタを使用して、ゲストでのスクリプト ファイルによるリモート ドメイン参加
の設定を指定する必要があります。

パッケージ設定エディタでリモートのドメイン参加設定を指定するには、以下の手順
を実行します。

1 パッケージ設定エディタでインスタンスのカスタマイズを有効にします。

2 [ ワークグループまたはドメイン ] ページで、ドメイン名、ドメインに新しいコ
ンピュータを参加させることのできるアカウントのユーザー名、およびアカウン
トのパスワードを入力します。

3 同じページで、[ リモート ドメイン参加を有効にする ] オプションを選択し、ス
クリプトを実行するためのコマンドを入力します。

4 [ 初期化スクリプト ] ページで、ミニセットアップの完了後に実行されるスクリ
プトのリストに VPN 接続スクリプトを指定します。

これらのパッケージ設定については、 184 ページの手順 6 を参照してください。

パッケージ設定を保存した後、パッケージを作成します。詳細については、「インス
タンスのカスタマイズが有効になった状態でのパッケージ作成（P.186）」を参照して
ください。その後、パッケージをデプロイします。ACE ユーザーのマシン上にパッ
ケージをインストールし、ACE インスタンスのアクティベーションと認証が完了し
たら、Microsoft ミニセットアップ プロセスが実行されます。リモートの ACE インス
タンスをドメインに参加させるスクリプトは、このプロセスの最後に実行され、マシ
ンがドメインに参加します。

注意   ご使用の VPN クライアントがコマンド ライン インターフェイスをサポートし
ている必要があります。

注意   [ リモート ドメイン参加 ] の下の [ パスワード ] フィールドに、パスワードのプ
レースホルダ変数（%password%）を入力すると便利です。プレースホルダ変数が解
決され、スクリプト実行時に実際の値に置き換えられます。
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セットアップに関するトラブルシューティング
システム管理者または ACE ユーザーが、インストール時のスナップショットに戻る
操作を実行した後でドメインに再度ログインできない場合や、ドメインの検証および
名前解決に関する問題が生じた場合は、その問題が、以下の説明および解決方法に該
当するかどうかを確認してください。

問題：ACE ユーザーが [ インストール時に戻す ] スナップショット コマンドを実行した後で、
ACE インスタンスを再度ドメインにログインさせることができない。

説明：ACE インスタンスに、ドメインへのログインと、[ インストール時に戻す ] スナップ
ショット コマンドの使用の両方が構成されています。ACE インスタンスには Windows ゲス
ト OS がインストールされており、デフォルトでドメイン用のコンピュータ アカウントのパ
スワードが定期的に更新されます。ユーザーが ACE をスナップショットの状態へ戻すまでの
間にパスワードが更新されている場合、スナップショットに含まれているパスワードは無効
となり、ログインは失敗します。

解決策：この問題を回避するには、セキュリティ ポリシー [ コンピュータ アカウントのパス
ワードの変更を拒否する ] を有効にします。
このポリシーは、ACE Master（この ACE Master から作成されたすべてのインスタンスに影
響）、またはプライマリ ドメイン コントローラ上で有効にすることができます。ポリシーの
変更方法については、以下に示す Microsoft の記事を参照してください。

ローカル セキュリティ ポリシー：http://support.microsoft.com/kb/175468 
プライマリ ドメイン コントローラのセキュリティ ポリシー：
http://technet2.microsoft.com/WindowsServer/en/library/bd36a5c9-e757-4658-9554-593
bfa30f0761033.mspx?mfr=true 

問題：ACE Master をドメインに参加させようとしても、ドメインの検証または名前解決が機
能していない。

説明：特定のネットワーク構成を使用する一部の ACE Master において、これらの問題が発
生する可能性があります。

解決策：Microsoft のサポート技術情報の項目 http://support.microsoft.com/kb/314108 を参
照してください。

問題：Windows Vista ゲスト OS 上で実行される ACE インスタンスはローカル ドメインに参
加できず、インスタンスのカスタマイズは NetDomainJoin 関数のエラー 1722（ドメインに
参加できない）により失敗しました。

説明：Windows Vista オペレーティング システムで実行される ACE インスタンスでは、この
問題が発生します。

解決策：インスタンスをパワーオフしてから再びパワーオンして、インスタンスのカスタマ
イズを再試行するように指示します。この問題は間欠的なものであり、再起動により解決す
ることがあります。

http://support.microsoft.com/kb/314108
http://support.microsoft.com/kb/175468
http://technet2.microsoft.com/WindowsServer/en/library/bd36a5c9-e757-4658-9554-593bfa30f0761033.mspx?mfr=true
http://technet2.microsoft.com/WindowsServer/en/library/bd36a5c9-e757-4658-9554-593bfa30f0761033.mspx?mfr=true
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本章では、パッケージを作成してそれらをユーザーにデプロイする手順について説明
します。

ACE Master の構成の確認とソフトウェアのインストール（P.195）

パッケージの作成（P.196）

パッケージのプロパティの表示（P.204）

パッケージのデプロイ（P.205）

ACE Master の構成の確認とソフトウェアのインストール
パッケージ作成の前に、ACE Master およびそのファイルの準備が完了したら、その
構成とポリシーを確認して、適切なオペレーティング システムとソフトウェアがイ
ンストールされていることを確認します。

ポリシーの確認
この ACE Master のポリシー設定を確認します。

ポリシーを変更するには、サマリ ビューで [ ポリシーを編集 ] をクリックして、必要
に応じて設定を変更します。

パッケージ設定の確認
この ACE Master のパッケージ設定を確認します。

パッケージ設定を変更するには、サマリ ビューで [ パッケージ設定の編集 ] をクリッ
クして、必要に応じて設定を変更します。

パッケージの作成とユーザー
へのデプロイ 8
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仮想マシン設定の確認
この ACE Master に構成されているデバイスおよびオプションを確認し、必要に応じ
て変更を加えます。

ACE Master へのオペレーティング システム、アプリケーション、
および VMware Tools のインストール

パッケージをユーザーにデプロイする前に、必要なオペレーティング システムとソ
フトウェアを ACE Master に必ずインストールしておいてください。

ゲスト OS、アプリケーション、および VMware Tools のインストールについては、
『Workstation ユーザーマニュアル』を参照してください。

パッケージの作成
ACE Master の作成、ポリシー、デバイス、およびパッケージ設定の構成が完了した
ら、新規パッケージ ウィザードを使用してパッケージを作成し、ユーザーにインス
タンスをデプロイします。

このセクションの内容は以下のとおりです。

パッケージ作成の概要（P.196）

パッケージの確認（P.197）

パッケージの作成手順（P.198）

パッケージ作成の概要
完全パッケージには、インストーラ、ACE パッケージのインストールに必要なファイ
ル、および ACE を実行する VMware Player アプリケーションが含まれます。完全パッ
ケージでは、ACE インスタンスをまったく新規に作成できます。ポリシーの更新 パッ
ケージには、ポリシー関連のファイルのみが含まれます。サーバ アップデート パッ
ケージを使用して、ACE 2Management Server の更新、および管理対象 ACE Master に
対するサーバの使用方法の更新を行うことができます。カスタム パッケージでは、デ
プロイする特定の項目を選択できます。

注意   ポータブル デバイス上での配布用に Pocket ACE パッケージを作成する場合は、
新規パッケージ ウィザードではなく Pocket ACE パッケージ ウィザードを使用します。

「ポータブル デバイス用の ACE パッケージの作成（P.216）」を参照してください。
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Pocket ACE パッケージのコンポーネントは、完全パッケージのコンポーネントとは
若干異なります。Pocket ACE パッケージの詳細については、「ポータブル デバイス用
の ACE パッケージの作成（P.216）」を参照してください。

同じパッケージ設定およびデバイス設定を繰り返し使用できるため、当該 ACE Master
にすでに設定されているそれらの設定を使用して複数のパッケージを素早く作成でき
ます。個々のパッケージごとにこれらの設定を行う必要はありません。

パッケージはネットワーク経由で配布できるほか、DVD や CD を使用してデプロイ
することもできます。複数のディスクを使ってパッケージを配布する場合、最初の
ディスクには、ユーザーがホスト コンピュータのドライブにディスクを挿入した時
に自動的にインストーラを起動するための自動実行ファイルが含まれます。

パッケージの確認
パッケージに対しては、以下の確認が実行されます。

ACE Master で必要とされるすべてのファイルが存在することの確認。これらの
ファイルには、次のものが含まれます。

ディスクおよびスナップショット ファイル

スクリプト ファイル（スクリプトを使用するポリシーがある場合）

ACE Master のクローンを作成できることの確認。ACE Master がパワーオフ状態
であること、複数のスナップショットが有効であること、および ACE Master が
読取り専用ではないことが確認されます。

最新バージョンの VMware Tools がインストールされていることの確認。

インスタンスのカスタマイズが有効な場合は、ACE Master のゲスト OS の
SysprepTools ディレクトリが空ではないことの確認。

ゲスト OS が Windows 2000、Windows XP、または Windows 2003 の場合は、
Program Files\VMware\VMware Workstation\Resources\SysprepTools ディレクト
リ内のフォルダが空ではないことの確認。

注意   パッケージの確認では、デバイス ファイル（ISO イメージ、フロッピー イ
メージなど）に対するチェックは実行されません。デバイス ファイルをパッ
ケージに含めるには、ACE Master の ACE Resource フォルダ内にファイルを配
置して、デバイスがその場所を参照するように設定します。
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パッケージ作成時の VMware Tools のチェックをオフにするには、以下の手順を実行
します。

1 Workstation ACE Edition を閉じます。

2 メモ帳などのテキスト エディタを使用して、<username>\Application 
Data\VMware に配置されている preferences.ini ファイルを検索します。

3 下記の行をファイルに追加します。

pref.ignoreToolsPkgCheck = "TRUE"

4 preferences.ini を保存して閉じます。

パッケージ作成時に VMware Tools のチェックを回復させるには、以下の手順を実行
します。

1 テキスト エディタで再び preferences.ini を開きます。

2 追加した行を削除するか、または TRUE を FALSE に変更します。

3 ファイルを保存し、閉じます。

パッケージの作成手順
パッケージを作成するには、以下の手順を実行します。

1 Workstation ACE Edition を開始し、パッケージのベースとして使用する ACE 
Master を開きます。

要注意   インスタンスのカスタマイズが有効に設定されたパッケージの作成を開
始する前に、「Microsoft Sysprep デプロイ ツールのダウンロード（P.182）」の記
載に従って、Microsoft 社の Web サイトから最新の Sysprep デプロイ ツールを
ダウンロードし、ご使用のマシンにコピーしてください。パッケージの作成時
にこのツールが使用できない場合、パッケージ処理中に操作が失敗します。
パッケージ作成には長時間を要する場合があり、また、このエラーはパッケー
ジ処理がかなり進むまで発生しないため、ツールが使用できないためにプロセ
スが失敗すると長時間が無駄になることになります。

注意   ゲスト OS に最新バージョンの VMware Tools がインストールされていない場
合は、ウィザードでのパッケージ作成が失敗します。Tools の最新バージョンを毎回
インストールせずにパッケージを作成する場合（これらのパッケージのテスト デプ
ロイメントを行い、作成するインスタンスでテストを実行するために最新の Tools
が必要ない場合など）は、ウィザードでの Tools のチェックを無視するように指定
できます。
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2 パッケージのサイズをできる限り小さく抑えるために、パッケージを作成する前
に仮想ディスクの最適化を行ってください。仮想マシン内でディスクの最適化
ユーティリティを実行します。

3 ACE Master にゲスト OS と VMware Tools がインストールされていることを確認
します。

4 ゲスト OS が Windows XP、Windows 2000、または Windows 2003 のとき、この
パッケージについてインスタンスのカスタマイズが有効になっている場合は、現
在のディレクトリで正しい Sysprep デプロイ ツールを利用できることを確認し
ます。 198 ページの「要注意」を参照してください。

5 パッケージの仮想マシンが正しく構成されており、シャットダウンおよびパワー
オフされていることを確認します。

プレビュー モードを使用して、この ACE Master から作成した ACE インスタン
スがユーザーのマシンの VMware Player アプリケーションでどのように実行さ
れるかを確認できます。VMware Player インターフェイスを終了すると、ACE
インスタンスは、シャットダウンしてパワーオフされるのではなく、サスペン
ドされます。

6 [ACE] - [ 新規パッケージ ] を選択して、新規パッケージ ウィザードを起動しま
す。[ ようこそ ] ページで [ 次へ ] をクリックします。

7 [ パッケージ名を指定 ] ページで、以下の作業を行います。

a パッケージ名を [ 名前 ] フィールドに入力します。

b [ 格納場所 ] フィールドには、パッケージ ファイルのデフォルトの保存先
ディレクトリまでのパスが表示されます。別の格納場所に変更する場合は、
フィールドに新しいパスを入力するか、[ 参照 ] をクリックして新しい格納
場所を指定してください。

c パッケージと共に保存したいバックグランド情報がある場合は、[ メモ ]
フィールドに入力してください。この情報はユーザーには表示されません。

d [ 次へ ] をクリックします。

注意   Workstation ACE Edition に付属しているバージョンの VMware Tools を必
ずゲスト OS にインストールしておいてください。ACE 2 の主要機能の多くが、
VMware Tools パッケージで提供されます。
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8 [ パッケージ タイプ ] ページでパッケージ タイプを選択して、[ 次へ ] をクリック
します。

完全　ACE Master 構成ファイル、仮想ディスク ファイル、ポリシー、選択
したプラットフォーム用の Player アプリケーション、パッケージ インス
トーラ、および ACE Master 用のリソース ファイルが含まれる、デフォルト
のコンテンツのパッケージを作成します。

ポリシーおよびサーバの更新　この ACE Master のポリシーをパッケージグ
ングします。管理対象 ACE Master の場合、このオプションは [ サーバの更
新 ] と表示されます。サーバ アップデート パッケージでは、ACE Master に
関連付けるサーバの変更、または [ アクティベーションのみ ] から [ アク
ティベーションとトラッキング ] へのサーバ設定の変更のいずれかを実行
できます。

カスタム　選択した特定のパッケージ要素のみを使用してパッケージを作成
します。

9 カスタム パッケージを選択すると、[ パッケージの内容 ] ページが表示されます。
パッケージに含める項目を選択します。デフォルトで選択されている項目のう
ち、パッケージに含めないものについては選択を解除します。

10 パッケージの配布形式を選択して、[ 次へ ] をクリックします。

注意   Linux ホスト マシンのみにデプロイされるパッケージについては、この
ページは表示されません。
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ネットワーク配布を使用してパッケージを配布する場合は、[ ネットワーク 
イメージ ] を選択します。[ 次へ ] をクリックします。

CD や DVD を使用してパッケージを配布する場合は、[DVD/CD 作成のための
複数のフォルダ ] を選択します。

複数ファイルのオプションを選択した場合は、使用するメディアの種類を選
択してください。[DVD] または [CD] を選択すると、一般的なディスクのデ
フォルト メディア サイズが表示されます。[ カスタム ] を選択すると、使用
するメディアの最大ファイル サイズ（10MB 以上）を設定できます。

新規パッケージ ウィザードがパッケージを作成する際に、ここで選択した
メディアに収まるサイズのファイルにパッケージを分割します。

ディスク ラベル用のデフォルトの接頭辞が画面に表示されるので、必要に
応じて変更してください。各ディスク向けにファイルが作成される際、ファ
イルはこの接頭辞に番号（最初は 1）を加えた名前のフォルダに保存されま
す。ラベルにはこの接頭辞が含まれる必要があります。

複数のディスクを作成する場合は、ディスク ライティング ソフトウェアに
入力する各ディスクの名前が、そのディスクの内容を保存するためにウィ
ザードが作成したフォルダの名前（DISC1、DISC2 等）と必ず一致するよう
にしてください。

注意   新規パッケージ ウィザードがパッケージを作成する際、一時ファイル
用に大量の作業領域が必要となります。必要なサイズは、パッケージの全コ
ンポーネントを合計したサイズの約 2 倍となります。ウィザードに、必要
な容量、およびそれが必要となる場所に関する情報が表示されます。十分な
空き領域がない場合は、ウィザードが警告メッセージを表示します。この場
合、該当するドライブ上のファイルを移動または削除することで、ウィザー
ドの作業ファイル用の領域を確保できます。
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11 スタンドアロン ACE インスタンスのアクティベーション、ドメインの参加、ま
たは VPN 接続にパスワードが必要な場合は、[ パッケージのパスワード ] ページ
が表示されます。このページでは、この ACE Master に対して構成したドメイン
およびリモート ドメイン参加のアクセス コントロール ポリシーと [ インスタン
スのカスタマイズ ] パッケージ設定に応じて、1 ～ 3 個のパスワードを入力する
必要があります。表示される 3 つのパスワード タイプは以下のとおりです。必
要な情報を入力し、[ 次へ ] をクリックします。

a アクティベーション パスワード　スタンドアロン ACE インスタンスのアク
セス コントロール ポリシーは [ パスワード ] に設定されます。パスワードを
入力し、再度入力して確認します。

b ドメイン参加の信用証明情報　ACE インスタンスのアクセス コントロール 
ポリシーが [ パスワード ] に設定され、[ ドメイン ] で [ インスタンスのカス
タマイズ ] パッケージ設定が有効になります。

c ドメイン参加の信用証明情報と VPN の信用証明情報　[ インスタンスのカス
タマイズ ] パッケージ設定で [ リモート ドメイン参加を有効にする ] が有効
になります。このドメインにコンピュータを追加する許可を持つユーザー 
アカウントのパスワードを入力します。この VPN 接続にアクセスする許可
を持つユーザー アカウントのパスワードを入力します。

12 [ パッケージのサマリ ] ページが表示されます。

完全パッケージの場合は、以下のようになります。
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ポリシーの更新やサーバ アップデート パッケージの場合は、以下のようになり
ます。

カスタム パッケージの場合は、以下のようになります。

要注意   [ パッケージのサマリ ] ページの下部の注意事項テキストは、そのパッ
ケージでインスタンスのカスタマイズが有効に設定されている場合にのみ表示
されます。Microsoft Sysprep デプロイ ツールの入手、および、パッケージの作
成開始前にこのツールをインストールすることの重要性については、 198 ページ
の注意事項を参照してください。
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サマリの情報を確認してください。変更が必要な場合は、[ 戻る ] をクリックし
てください。情報が正しければ、[ 次へ ] をクリックしてパッケージの作成を開
始します。

13 [ パッケージの作成 ] ページが表示され、プログレス バーで進捗状況を確認でき
ます。この作業にはかなりの時間を要することがあります（この傾向は、パッ
ケージに大容量の仮想マシンやインスタンスのカスタマイズ設定が含まれる場合
に特に顕著です）。（インスタンスのカスタマイズについては、「インスタンスの
カスタマイズ（P.178）」を参照してください。）

プロセスが完了すると、[ パッケージ作成の完了 ] ページが表示されます。この
ページには、新たに作成されたパッケージの格納場所が一覧表示され、パッケー
ジ ディレクトリへのリンクが提供されます。

14 ネットワーク配信用に単一のファイルを作成した場合は、そのファイルをネット
ワーク上の適切な場所にコピーできます。

15 CD や DVD による配布用に 1 個以上のファイルを作成した場合は、この時点で
ファイルをディスクに書き込むことができます。ディスクの作成には、任意の
ディスク ライティング ソフトウェアを使用できます。

 

16 これで、パッケージの作成は完了です。「パッケージのデプロイ（P.205）」に進
んでください。

パッケージのプロパティの表示
ACE Master のサマリ ビューから [ パッケージの履歴 ] 内の項目をダブル クリックし、
作成済みのパッケージのプロパティを表示できます。[ パッケージのプロパティ ] ダ
イアログボックスでは、[ パッケージの履歴 ] に表示されるメモも編集できます。こ
のメモはパッケージのユーザーに対しては表示されず、管理者の Workstation ACE 
Edition のウィンドウでしか見ることができません。

注意   ディスク ライティング ソフトウェアに入力する各ディスクの名前が、その
ディスクの内容を保存するためにウィザードが作成したフォルダの名前と必ず一
致するようにしてください。

また、各ディスクの内容が、ディスクのトップレベルに書き込まれるようにして
ください。パッケージ インストーラは、フォルダ名と同じ名前の内容をディス
ク上で検索します。ディスクのルート レベルには、フォルダ自体ではなく、
フォルダに含まれている内容のみが配置されていなければなりません。ディスク
にフォルダごと書き込まれている場合、2 番目以降のディスクの内容をユーザー
のマシンにインストールしようとすると、エラー 1309「Error reading from 
file <filename>」が表示されます。
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[ パッケージのプロパティ ] ダイアログ ボックスには、3 つのタブが含まれています。

概要ページ　パッケージ名、作成日、デプロイ メディア、パッケージ タイプ、
サイズ、場所、およびコンポーネントが表示されます。このページの情報は編集
できません。

設定ページ　このパッケージに適用されているパッケージ設定の値が表示されま
す。このページの情報は編集できません。

メモページ　このパッケージのメモを表示します。メモはこのページで編集でき
ます。パッケージ作成時に新規パッケージ ウィザードの [ パッケージ名の指定 ]
ページで入力したパッケージに関するメモ、またはシステム管理者がこのページ
上で編集したメモが表示されます。

パッケージのデプロイ
パッケージをデプロイするには

完全パッケージ、ポリシーの更新やサーバ アップデート パッケージ、またはカ
スタム パッケージの場合は、パッケージをユーザーに提供できます。パッケー
ジは CD や DVD を使用して配布できるほか、オンラインで送信することもでき
ます。パッケージのインストールについては、第 11 章「VMware Player と ACE
インスタンスのインストールおよび使用（P.225）」を参照してください。

Pocket ACE パッケージの場合は、「ポータブル デバイスへの ACE パッケージのデ
プロイ（P.219）」を参照してください。
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新規または更新済み ACE パッケージや更新済みポリシーは、デプロイ前にテストする
とよいでしょう。ここでは、ACE ユーザーと同じように ACE インスタンスの動作を
表示できるテスト オプションについて説明します。

この章の内容は以下のとおりです。

テスト関連用語について（P.207）

テスト オプションの選択（P.208）

プレビュー モードでの迅速かつ簡単なテスト（P.208）

デプロイ前のエンド ツー エンド テスト（P.210）

デプロイ後のエンド ツー エンド テスト（P.212）

テスト関連用語について
ポリシーのライブ コピー　現在デプロイされているポリシー セット。ACE ユー
ザーのマシン上でアクティブな ACE インスタンスは、これらのポリシーを使用
しています。

ポリシーのワーキング コピー　変更を加えるために使用しているポリシー セッ
ト。管理対象 ACE Master の場合は、公開されていないポリシーとなります。ス

プレビュー、保存、テスト、
公開 9

注意   ゲスト OS やアプリケーションが正常に動作することを確認するために、
Workstation ACE Edition ではすべての ACE Master を直接実行できます。ただし、
Workstation ACE Edition で実行される仮想マシンには、機能制約のポリシーが適
用されません。
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タンドアロン ACE Master の場合は、デプロイ用にパッケージ化または配布され
ていないポリシーとなります。

プレビュー　パッケージ化およびインストールせずに、ユーザーのマシン上で実
行するように ACE インスタンスを実行したり、ACE ユーザーのマシン上で表示
するようにポリシーの変更による影響を確認したりできるモードです（プレ
ビュー モードでは、ポリシーのワーキング コピーが表示されます）。プレビュー 
モードの詳細については、 209 ページを参照してください。

サーバにポリシーを公開　（管理対象 ACE Master のみ）ワーキング コピーで変更
した内容をライブ コピーにコミットするためのコマンドです。

テスト オプションの選択
推奨されるテスト オプションプレビュー モードは、パッケージをインストールせず
にテスト オプションとして使用できます。プレビュー モードは Workstation ACE 
Edition インターフェイスに含まれる機能であり、また Workstation ACE Edition は
Windows ホスト上でのみ実行されるため、プレビュー モードを使用して Linux ホス
ト上で実行されるように ACE インスタンスを実行することはできません。また、管
理マシンを使用してプレビュー モードでホスト ポリシーをテストすることもできま
せん。Linux ホスト上にデプロイされる ACE インスタンス、またはホスト ポリシー
をテストする ACE インスタンスについては、プレビュー モード以外のいずれかのテ
スト オプション（デプロイ前またはデプロイ後のエンド ツー エンド テスト）を必要
に応じて使用するとよいでしょう。

選択するテスト オプションは、何をデプロイするかにより異なります。

ポリシーについての比較的重要性の低い変更をデプロイする場合は、「プレ
ビュー モードでの迅速かつ簡単なテスト（P.208）」を参照してください。

新しい ACE パッケージをデプロイする場合は、「デプロイ前のエンド ツー エンド 
テスト（P.210）」を参照してください。

アップデートされた ACE パッケージをデプロイする場合は、「デプロイ後のエン
ド ツー エンド テスト（P.212）」を参照してください。

プレビュー モードでの迅速かつ簡単なテスト
ここでは、以下の内容について説明します。

プレビュー モードについて（P.209）

プレビュー モードで迅速かつ簡単なテストを実行（P.209）
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プレビュー モードについて

プレビュー モードでは、ユーザーのマシン上で ACE インスタンスがどのように動作
するかをプレビューすることができ、ポリシーの変更が ACE ユーザーのマシンにど
のように影響するかを、パッケージ作成とインストールを行わずに確認できます。ま
た、時間と手間のかかるパッケージ全体のデプロイとインストールを行うことなく、
ACE パッケージに対して選択した数多くの設定の効果を確認できます。

プレビュー インスタンスを作成するには、ツールバーの [Player でプレビュー ] をク
リックします。リンククローンに基づくパッケージは、管理マシン上の ACE Master
のディレクトリの下に新規に作成される Preview Deployment というディレクトリ内
に作成されます。リンククローンのスナップショットには、ACE Master の現在の状
態が設定されます。ACE ユーザーのマシンにデプロイされるパッケージと異なり、
このパッケージはインストールされません。

VMware Player が起動します。プレビュー インスタンスのイベントには、標準的な
ACE パッケージのデプロイ向けイベントと同様に、ACE インスタンスのアクティ
ベーション、インスタンスのカスタマイズ（存在する場合）、および暗号化が含まれ
ます。続いてインスタンスを実行して、ACE Master に加えた変更による影響を確認
できます。

1 つの ACE Master について作成できるプレビュー インスタンスは 1 つだけです。
ACE Master について [Player でプレビュー ] を 2 回以上クリックすると、（1）現在の
プレビュー インスタンスを新しいデプロイメントに置き換えるか、（2）既存のデプ
ロイメントを使用するかのいずれかを選択するように求めるメッセージが表示され
ます。

プレビュー モードを使用すると、完全なパッケージを作成してインストールする必
要がないので、時間を節約できます。また、プレビューの保存モードでは既存のデプ
ロイメントを利用できるので、この ACE Master の最初のプレビュー インスタンスで
実行されたアクティベーションとカスタマイズのステップを省略でき、さらに時間を
節約できます。

プレビュー モードでの ACE インスタンスの実行後は、任意でプレビューをシャット
ダウンせずに Workstation ACE Edition インターフェイスに切り替えることができま
す。ただし、1 つの ACE Master について 1 つのプレビュー インスタンスしか使用で
きないので、別のプレビューを開始することはできません。別の ACE Master につい
ては、プレビューを開始できます。

プレビュー モードで迅速かつ簡単なテストを実行
このテストでは、完全なパッケージを作成してインストールする時間をかけずに、変
更内容を表示およびテストできます。
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プレビュー モードで迅速かつ簡単なテストを実行するには、以下の手順を実行し
ます。

1 テストする ACE Master を開いてポリシーエディタを起動します。

2 変更するポリシーのページを選択して、変更を加えます。

3 ポリシー ページで [OK] をクリックして変更を保存します。

4 ツールバーの [Player でプレビュー ] をクリックして、VMware Player を起動しま
す。Player を使用すると、ACE インスタンスをアクティベートおよび認証し（こ
れらのポリシーが設定されている場合）、ゲスト OS を起動できます。

5 実行中の ACE インスタンスの変更をテストして、意図したとおりに変更されて
いることを確認します。

6 管理対象 ACE Master のみ　変更内容が正しいことを確認したら、[ ポリシーを
サーバに公開 ] をクリックします。ポップアップのダイアログ ボックスにポリ
シーが公開されたことが表示されます。

デプロイ前のエンド ツー エンド テスト
新しい ACE パッケージを ACE ユーザーにデプロイする前に、エンド ツー エンド テ
ストを実行できます。プレビュー モードは、ホスト ポリシーや Linux ホストにデプ
ロイされる ACE パッケージのテストに使用できません。代わりにエンド ツー エンド
のテストを実行する必要があります。

管理対象ACE Master　別のACE Serverをテスト サーバとして指定します。テスト
する ACE Master で、ターゲットの ACE Server をこのテストサーバに変更しま
す。変更を公開し、パッケージ化します。新しいパッケージをテスト クライア
ント マシンにデプロイすると、そのインスタンスはテスト サーバを使用します。
テストを終了し、ACE インスタンスが期待どおりに動作していれば、ターゲッ
ト ACE Server を元のサーバに戻します。続いて、アクティベートした ACE イン
スタンスをテスト サーバから削除します。詳細については、「ACE 
2Management Server のテスト サーバを使用してエンド ツー エンドのデプロイ
前テストを実行するには、以下の手順を実行します。（P.211）」を参照してくだ
さい。

スタンドアロンACE Masterの場合　ACE Masterのパッケージを作成し、別のコン
ピュータにデプロイしてテストします。詳細については、「別のコンピュータ上
でエンド ツー エンドのデプロイ前テストを実行するには、以下の手順を実行し
ます。（P.211）」を参照してください。

注意   パッケージ作成と暗号化のプロセスは時間を要するため、テストに時間がかか
る場合があります。
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ACE 2Management Server のテスト サーバを使用してエンド ツー エンドのデプロイ
前テストを実行するには、以下の手順を実行します。

1 サーバの場所で ACE Master を選択し、[ACE] - [ACE Server] を選択して [ACE 
Server] ダイアログ ボックスを開きます。

2 テスト サーバとして使用するサーバの名前とポート番号を入力するか、または
履歴のリストからサーバを選択して [OK] をクリックします。

3 [ 新規パッケージの作成 ] をクリックして新規パッケージウィザードを起動し、
ウィザードに従ってパッケージを作成します。（詳細については、「パッケージの
作成（P.196）」を参照してください）。

4 パッケージの場所に移動し、パッケージをクライアント テスト マシンにコピー
して、setup.exe を実行します。ウィザードに従ってパッケージをインストール
します。

5 VMware Player を起動し、ACE インスタンスをアクティベートして実行しま
す。ACE インスタンスが意図したように構成され、実行できるかどうかを確認
します。

6 Workstation ACE Edition インターフェイスを使用して、ゲストしたサーバの場所
で ACE Master を選択し、[ACE] - [ACE Server] を選択して [ACE Server] ダイアログ 
ボックスを開きます。

7 サーバの履歴リストから ACE Master の元のサーバを選択して、[OK] をクリック
します。

別のコンピュータ上でエンド ツー エンドのデプロイ前テストを実行するには、以下
の手順を実行します。

1 テストする ACE Master を開き、[ 新規パッケージの作成 ] をクリックして新規
パッケージウィザードを起動し、ウィザードに従ってパッケージを作成します

（詳細については、「パッケージの作成（P.196）」を参照してください）。

2 お使いのテスト システム上にパッケージをインストールして setup.exe を起動
し、インストール ウィザードを開きます。ウィザードに従ってパッケージをイ
ンストールします。

3 VMware Player を起動し、ACE インスタンスをアクティベートして実行しま
す。ACE インスタンスが意図したように構成され、実行できるかどうかを確認
します。

注意   ACE Master を元のサーバに再び割り当てたら、新しいパッケージを作成する必
要があります。テストで作成したパッケージでは、テストで使用したサーバが参照
されます。このパッケージから作成されたインスタンスでは、そのサーバが参照さ
れます。
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4 ACE インスタンスのゲスト OS をシャットダウンして、Player を終了します。

デプロイ後のエンド ツー エンド テスト
更新したパッケージに対してエンド ツー エンド テストを実行して、アクティブな
ACE インスタンスに影響を与えることなくデプロイした ACE パッケージを置き換え
ることができます。プレビュー モードは、ホスト ポリシーや Linux ホストにデプロ
イされる ACE パッケージのテストに使用できません。代わりにエンド ツー エンドの
テストを実行する必要があります。

管理対象ACE Master の場合　ACE Master のクローンを作成し、テスト サーバに
指定したサーバにクローンを移動します。必要な変更をクローンに加えたら、
パッケージを作成し、インストールしてテストします。変更内容が正しいことを
確認したら、クローンに加えた変更を元の ACE Master にコピーします。最後に
クローンを削除します。詳細については、「ACE 2Management Server のテスト 
サーバを使用してエンド ツー エンドのデプロイ後テストを実行するには、以下
の手順を実行します。（P.212）」を参照してください。

スタンドアロンACE Masterの場合　ACE Masterのパッケージを作成し、別のコン
ピュータにインストールしてテストします。詳細については、「別のコンピュー
タ上でエンド ツー エンドのデプロイ後テストを実行するには、以下の手順を実
行します。（P.213）」を参照してください。

ACE 2Management Server のテスト サーバを使用してエンド ツー エンドのデプロイ
後テストを実行するには、以下の手順を実行します。

1 ACE Master を選択して [ACE] - [ クローン作成 ] を選択し、ACE Master へのクロー
ン作成ウィザードを開きます。

2 [ クローンの作成元 ] ページで [ 現在の状態から ] を選択し、[ 次へ ] をクリック
します。

3 [ クローンのタイプ ] ページで [ リンククローンの作成 ] を選択し、[ 次へ ] をク
リックします。

4 [ 新規 ACE Master の名前 ] ページでデフォルトの名前と場所をそのまま使用する
ように選択し、[ 次へ ] をクリックします。

5 [ACE Management Server] ページで、テスト サーバの名前とポート番号を入力す
るか、または履歴のリストからサーバを選択して [OK] をクリックします。

6 [ACE Master のクローン作成 ] ページで、すべてのステップの横にチェックマー
クが表示されたのを確認したら、[ 完了 ] をクリックします。

注意   パッケージ作成と暗号化のプロセスは時間を要するため、テストに時間がかか
る場合があります。
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7 ポリシーなどの設定を編集して必要な変更を加え、保存します。

8 [ 新規パッケージの作成 ] をクリックして新規パッケージウィザードを起動し、
ウィザードに従ってパッケージを作成します。（詳細については、「パッケージの
作成（P.196）」を参照してください）。

9 お使いのシステム上のパッケージの場所に移動して setup.exeを起動し、イン
ストール ウィザードを開きます。ウィザードに従ってパッケージをインストー
ルします。

10 VMware Player を起動し、ACE インスタンスをアクティベートして実行しま
す。ACE インスタンスが意図したように構成され、実行できるかどうかを確認
します。

11 Workstation ACE Edition インターフェイスを使用して、ゲストしたサーバの場所
で ACE Master を選択し、[ACE] - [ACE Server] を選択して [ACE Server] ダイアログ 
ボックスを開きます。

12 サーバの履歴リストから ACE Master の元のサーバを選択して、[OK] をクリック
します。

別のコンピュータ上でエンド ツー エンドのデプロイ後テストを実行するには、以下
の手順を実行します。

1 変更を加えてテストする ACE Master を開き、[ 新規パッケージの作成 ] をク
リックして新規パッケージウィザードを起動し、ウィザードに従ってパッケー
ジを作成します（詳細については、「パッケージの作成（P.196）」を参照してく
ださい）。

2 お使いのシステム上にパッケージをインストールして setup.exeを起動し、イ
ンストール ウィザードを開きます。ウィザードに従ってパッケージをインス
トールします。

3 VMware Player を起動し、ACE インスタンスをアクティベートして実行しま
す。ACE インスタンスが意図したように構成され、実行できるかどうかを確
認します。

4 ACE インスタンスのゲスト OS をシャットダウンして、Player を終了します。
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Pocket ACE 機能を使用すると、USB キー（フラッシュ メモリ ドライブ）、Apple iPod モ
バイル デジタル デバイス、およびポータブル ハード ドライブなどのポータブル デバ
イスに ACE インスタンスを保管できます。ACE ユーザーはこれらのポータブル デバイ
スを x86 ホスト コンピュータに接続し、VMware Player を使用して ACE インスタンス
を実行し、作業が終了したらポータブル デバイスを取り外すことができます。その後
で再び ACE インスタンスにアクセスする必要がある場合、ユーザーは同じホスト コン
ピュータのほかに、別のコンピュータにデバイスを接続して使用できます。

したがって、日常的に使用するコンピュータ環境をパッケージ化して、ユーザーがそ
の環境（ドキュメント、設定、アプリケーション、さらには VPN アクセスを含む）
をどこにでも持ち運べるようにすることが可能です。

本章では、Pocket ACE インスタンスの作成、デプロイ、および実行方法について説
明します。

ポータブル デバイスの要件（P.215）

Pocket ACE の空き容量の要件（P.216）

ポータブル デバイス用の ACE パッケージの作成（P.216）

ポータブル デバイスへの ACE パッケージのデプロイ（P.219）

Pocket ACE インスタンスの実行（P.221）

ポータブル デバイスの要件
以下に示すタイプのデバイスに、ACE パッケージをインストールできます。

フラッシュ メモリ ドライブ（USB キー）

フラッシュ ベースの Apple iPod モバイル デジタル デバイス

Pocket ACE 10
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ハード ドライブ ベースの Apple iPod モバイル デジタル デバイス

ポータブル ハード ドライブ

Pocket ACE の空き容量の要件
Pocket ACE パッケージを作成するために使用する ACE Master を新規に作成する場合
は、仮想ディスクに必要な合計の容量、メモリ、およびオーバーヘッドとして約
300MB を格納するのに十分な領域が Pocket ACE 用の取外し可能デバイスにあること
を確認してください。Pocket ACE パッケージが取外し可能デバイスにデプロイされ
ると、その仮想ディスクの全サイズが最高のパフォーマンスを実現するために事前割
り当てされます。

ポータブル デバイス用の ACE パッケージの作成
ポータブル デバイスにファイルを格納できる十分な容量があれば、あらゆる
ACE Master をそのデバイス用にパッケージすることができます。[ACE ] - [ 新規
Pocket ACE パッケージ ] を選択するか、または ACE Master のサマリ ビューで
[Pocket ACE パッケージの作成 ] をクリックすると、Pocket ACE パッケージ ウィザー
ドが開きます。

このセクションでは次の項目について説明します。

Pocket ACE に適用されないポリシーおよびパッケージ設定（P.216）

Pocket ACE パッケージの作成手順（P.217）

Pocket ACE に適用されないポリシーおよびパッケージ設定
Pocket ACE インスタンスでは、ホストおよびスナップショットポリシーは無視され
ます。これらのポリシーのいずれかを ACE Master について作成し、その ACE Master
を使用して Pocket ACE パッケージを作成しようとすると、パッケージは作成されま
すが、ホスト ポリシーはパッケージに含まれません。

また、VMware Player で管理者モードで Pocket ACE を実行するとき、システム管理者
は再イメージ スナップショットに戻ることができません。

デプロイした Pocket ACE 用にアップデートしたパッケージを作成するには、新規
パッケージ ウィザードを使用してアップデート パッケージ タイプを選択します。

制限されたホスト ポリシー、またはスナップショット ポリシーのいずれかのオプ
ションを有効にしている場合は、アップデート パッケージが作成される際にこれら
の設定は無視されます。

注意   高速な USB 2.0 デバイスのみを使用してください。
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Pocket ACE パッケージの作成手順
Pocket ACE パッケージを作成するには、以下の手順を実行します。

1 Workstation ACE Edition を開始し、パッケージのベースとして使用する
ACE Master を開きます。

2 ACE Master にゲスト OS と VMware Tools がインストールされていることを確認
します。

3 パッケージの仮想マシンが正しく構成されており、シャットダウンおよびパワー
オフされていることを確認します。

ACE インスタンスがホスト コンピュータ上でサスペンドされている場合、異な
るハードウェア構成のホスト コンピュータではスムーズにレジュームできませ
ん。このため、パッケージを作成する際は、ACE インスタンスが（サスペンド
ではなく）パワーオフされていることを必ず確認してください。

4 [ACE] - [ 新規 Pocket ACE パッケージ ] を選択して、Pocket ACE パッケージ ウィ
ザードを起動します。[ ようこそ ] ページで [ 次へ ] をクリックします。

5 [ パッケージ名を指定 ] ページで、以下の作業を行います。

a パッケージ名を [ 名前 ] フィールドに入力します。

b [ 格納場所 ] フィールドには、パッケージ ファイルのデフォルトの保存先
ディレクトリまでのパスが表示されます。別の格納場所に変更する場合は、
フィールドに新しいパスを入力するか、[ 参照 ] をクリックして新しい格納
場所を指定してください。

c パッケージと共に保存したいバックグランド情報がある場合は、[ メモ ]
フィールドに入力してください。この情報はユーザーには表示されません。

d [ 次へ ] をクリックします。

注意   Workstation ACE Edition に付属しているバージョンの VMware Tools を必
ずゲスト OS にインストールしておいてください。ACE 2 の主要機能の多くが、
VMware Tools パッケージで提供されます。

注意   Pocket ACE 用にアップデートしたパッケージを作成する場合は、新規パッ
ケージ ウィザードを使用してアップデート パッケージ タイプを選択します。
Pocket ACE 向けのアップデートには、制限されたホスト ポリシーやスナップ
ショット ポリシーを含めないように留意してください。

新規パッケージ ウィザードでパッケージを作成およびアップデートする方法につ
いては、「Pocket ACE パッケージの作成手順（P.217）」を参照してください。
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6 [Player の選択 ] ページで、パッケージに含める Player のインストーラを選択し
ます。

Player のインストーラなど、Pocket ACE で必要なコンテンツはすべてパッケージ
化されています。パッケージには、パッケージ設定エディタの [ デプロイ プラッ
トフォーム ] ページで選択したオペレーティング システム向けの Player インス
トーラが含められます。

このページの [ ディスク領域 ] エリアには、[ ポータブル デバイスに必要 ] の値
が表示されます。

[ 次へ ] をクリックします。

7 [Pocket ACE のデプロイメント パスワード ] ページが表示されます。ここでパス
ワードを指定した場合、ポータブル デバイスにパッケージをデプロイしようと
するユーザーは、デプロイ時にパスワードの入力が必要となります。

ほとんどの Pocket ACE パッケージでは、デプロイ パスワードを指定する必
要があります。パスワードを入力して、確認します。

ACE Master に以下のいずれかが設定されている場合、Pocket ACE のデプロイ 
パスワードの指定はオプションです。

[暗号化]パッケージ設定でパッケージ保護が[なし]に設定されている
場合。

これがスタンドアロン ACE Master であり、アクセス コントロール ポリ
シーの認証タイプが [ なし ] に設定されている場合。

これらの状態でパスワードを設定するには、[Pocket ACE パッケージをパス
ワードで保護 ] を選択して、パスワードを入力および確認します。[ 次へ ]
をクリックします。

8 [ パッケージのサマリ ] ページが表示されます。

サマリの情報を確認してください。変更が必要な場合は、[ 戻る ] をクリックし
てください。情報が正しければ、[ 次へ ] をクリックしてパッケージの作成を開
始します。

要注意   [ パッケージ名を指定 ] ページで [ 格納場所 ] を選択する際に、パッケー
ジの保管場所（通常は管理者のマシン上）を選択することに注意してください。
パッケージをデプロイするポータブル デバイスは選択しないでください。ポー
タブル デバイスを選択した場合、パッケージは機能しません。デバイスへの
パッケージのデプロイは、後の手順で行います。詳細については、「ポータブル 
デバイスへの ACE パッケージのデプロイ（P.219）」の説明を参照してください。
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9 [ パッケージの作成 ] ページが表示され、プログレス バーで進捗状況を確認でき
ます。この作業にはかなりの時間を要することがあります（この傾向は、パッ
ケージに大容量の仮想マシンが含まれる場合に特に顕著となります）。

プロセスが完了すると、[Pocket ACE パッケージ ウィザードを終了しています ]
ページが表示されます。パッケージをすぐにデプロイする場合は、[ 今すぐポー
タブル デバイスにデプロイする ] を選択します。

パッケージのデプロイの準備が整い次第、ご使用のマシン上のパッケージの格納場所
（[ パッケージ名を指定 ] ページで指定した場所）に移動して、「ポータブル デバイス
への ACE パッケージのデプロイ」の説明に従って作業を実行できます。

ポータブル デバイスへの ACE パッケージのデプロイ
単一のポータブル デバイスに複数の ACE パッケージをデプロイできます。パッケー
ジ数を制限するのは、デバイスで利用可能な領域のサイズだけです。deploy.exe を
実行して個々の ACE インスタンスをデプロイするか、または bulkDeploy.exe を実
行して ACE インスタンスを複数のデバイスにデプロイします。

ウィザードでは、ディスク領域が事前に自動割り当てされ、ディスクが 2GB のサイ
ズに分割されます。

以下のセクションでは、パッケージをデプロイする方法について説明しています。

パッケージをポータブル デバイスにデプロイするには、以下の手順を実行します。

1 deploy.exe をクリックします。

2 [ パスワードの入力 ] ダイアログ ボックスが表示されたら、デプロイ パスワード
を入力します。

3 [VMwarePocket ACE デプロイ ユーティリティ ] ページで、以下の手順を実行し
ます。

a ACE パッケージのデプロイ先の取外し可能ドライブを選択するか、フォル
ダを参照して選択します。ドライブ リストの更新が必要な場合は、[ 更新 ]
をクリックします。

b [ デプロイ ] をクリックします。進捗状況を示す画面が表示されます。

c デプロイが終了したら、[ デプロイ ] をクリックしてさらにインスタンスを
デプロイできます。インスタンスのデプロイが完了したら、[ 閉じる ] をク
リックします。

Pocket ACE インスタンスは、ユーザーが最初にインスタンスを実行した後ではなく、
デプロイ時に再暗号化されます。この再暗号化では、パッケージ作成時に設定されて
いたパッケージ保護ポリシーが適用されます。
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パッケージを一括デプロイするには、以下の手順を実行します。

1 一括デプロイメント ディレクトリに移動します。例： 

cd C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\
My Virtual Machines\My ACE Master\Packages\
Pocket ACE Package\

2 コマンド ライン インターフェイスで、一括デプロイコマンドを入力し、必要な
パラメータを指定します（表 10-1 を参照）。

bulkDeploy.exe <ドライブ > <パラメータ >

例：

bulkDeploy.exe C:-p password -s C:\pocketACEPackage\VM\packagedVMX.vmx 
-q -t

パフォーマンス テストが実行され、テストが成功すると 0 の結果が返され、テ
ストが失敗すると負の値の結果が返されます。

注意   デプロイの際は、Pocket ACE を直接ユーザーに渡し、ユーザーに対して、ACE
を実行してユーザー パスワードを変更するまでは Pocket ACE を安全に保管するよう
指示してください。

表10-1  一括デプロイ コマンドのパラメータ

パラメータ 使用方法

-p デプロイメント パスワード。パッケージがパス
ワード保護されている場合に必要です。

-s Pocket ACE パッケージの外部から一括デプロイ
メントを実行する場合は、ホストシステム上の
VMX ファイルのパスを指定します。

-q デフォルトでは、一括デプロイメント機能はコ
マンド入力後に進捗状況を報告します。コマン
ドに進捗状況を報告させたくない場合に、この
パラメータを含めます。

-t Pocket ACE のパフォーマンス テストを実行する
場合に、このパラメータを含めます。テストが失
敗すると、一括デプロイメントは失敗します。
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Pocket ACE インスタンスの実行
REVISED 以下の手順では、ユーザーがポータブル デバイスから ACE インスタンスを実
行した場合に行われる処理について説明します。

1 ユーザーがポータブル デバイスをホスト コンピュータに接続します。

2 ホスト システムでの自動再生の構成によっては、ユーザーが Pocket ACE を手動
で起動する必要がある場合があります。

Windows ホスト システムの場合は、autorun がパッケージに含まれています。
autorun では、VMware Player がインストールされているかどうかをチェック
します。インストールされていない場合は、Player が自動的にインストール
されます。インスタンスが自動的に起動しない場合は、[ スタート ] - [ マイ 
コンピュータ ] を選択して取外し可能デバイスを参照し、Pocket ACE を実行
します。

Linux システムの場合は、USB ドライブの Player ディレクトリから
VMware Player をインストールする必要があります。たとえば、USB ド
ライブが /media/USBFLASH にマウントされている場合は、以下の場所
に移動します。

/media/USBFLASH/player/VMware-player.i386.tar.gz

注意   Pocket ACE の移動先となるホスト コンピュータではクロックが正しい時刻に設
定されていなければならないことをユーザーに連絡します。ホスト コンピュータ間
で Pocket ACE を移動する場合に、移動先のホストのクロックが移動元のホストのク
ロックよりも遅れた時刻に設定されていると、Pocket ACE を実行できません。
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「Linux ホスト コンピュータへの VMware Player のインストール（P.229）」の
説明に従って、Player をインストールします。その後、Player で .vmx ファ
イルに移動して、ACE インスタンスを開始します（「Linux ホスト コン
ピュータでの ACE インスタンスの実行（P.232）」を参照）。

3 ディスク キャッシュとチェックポイント キャッシュの両方が初期化されます。
Pocket ACE がこのホスト上でセッションを有している場合、そのセッションは
続行されます。それ以外の場合は、新しいセッションが開始されます。（チェッ
クポイントの状態と仮想ディスクは、使用中はホスト上にキャッシュされ、後で
ポータブル デバイスとの同期化により反映されます。チェックポイントの状態
と仮想ディスクは、ポータブル デバイス上の ACE インスタンスに使用されるの
と同じ暗号化レベルにより保護されます。）

4 Pocket ACE は時折、ポータブル デバイス上の親ディスクからの読み取りを行い
ますが、基本的にはホスト キャッシュから実行されます。ACE は親ディスクに
対する書き込みを行いません。

5 ユーザーがインスタンスの使用を終えて Player の閉じるコマンドを実行すると、
ダイアログ ボックスが表示され、ホスト コンピュータ上でセッションを開いた
ままにするか、セッションを閉じてポータブル デバイスとの同期を行うかを選
択できます。ユーザーの選択に応じて、以下のいずれかの状況となります。

a セッションを閉じてその内容をポータブル デバイスに同期した場合、ユー
ザーはその後でデバイスを別のホスト コンピュータに移動して、そこで
Pocket ACE を開始できます。

b ユーザーがセッションを閉じた際にポータブル デバイスにその内容を同期し
なかった場合、セッションはホスト コンピュータ上に残ります。ユーザーは
デバイスを取り外して任意の場所に移動できますが、この場合には、実際に
他のコンピュータ上で Pocket ACE を実行しないことをお勧めします。

c ユーザーはスナップショットを以前の状態に戻すのと同じように、セッショ
ンを破棄できます。これにより、前回の同期以降に仮想マシンに加えられた
変更内容はすべて破棄されます。

注意   ACE ユーザーに対して、実際に取り外しや取り出しを行う前に、ポー
タブル デバイスを安全に取り外しまたは取り出しができる状態にするよう
に指示してください。
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6 ユーザーが Pocket ACE を閉じずにデバイスを取り外した場合、ACE はサスペン
ド状態のままとなります。この場合の状況はステップ 5b と同じになります。

注意   ユーザーが Pocket ACE をサスペンド状態にしたままで、その Pocket ACE を別
のホスト コンピュータに移動させる場合は、同じタイプの CPU を持つホスト コン
ピュータ間での移動をお勧めします。ホストの CPU が異なる場合は、ユーザーは最
初のマシンで Pocket ACE をシャットダウンしてから、次のマシンに移動する必要が
あります。
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11

本章では、ACE ユーザーのマシンに VMware Player と ACE インスタンスをインス
トールして実行する方法について説明します。このセクションのトピックは以下のと
おりです。

Windowsホスト コンピュータへのACEパッケージのインストールとACEインスタ
ンスの実行（P.225）

Linuxホスト コンピュータへのACEパッケージのインストールとACEインスタン
スの実行（P.229）

ホスト上で実行する仮想マシンと ACE インスタンスを制御する（P.232）

VMware Player の実行（P.234）

トラブルシューティング ツール（P.244）

ACE インスタンスの状態の保存（P.253）

Windows ホスト コンピュータへのACE パッケージのイン
ストールと ACE インスタンスの実行

システム管理者が、ACE インスタンスと VMware Player が含まれている ACE パッ
ケージを作成します。

VMware Player と ACE イン
スタンスのインストールおよ
び使用 11

注意   ユーザーのマシンに ACE インスタンスが初めてインストールされる場合、ACE
ユーザーが ACE インスタンスをインストールして実行するためには、システム管理
者（管理者権限を持つユーザー）が VMware Player をインストールする必要があり
ます。
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Windows ホスト コンピュータへの VMware Player のインストール
VMware Player のインストールやアンインストールを実行できるのは、管理者権限を
持つユーザーのみです。

Windows ホスト コンピュータに VMware Player をインストールするには、管理者権
限を持つアカウントでログオンして、ACE インスタンスのインストール手順に従い
ます。VMware Player がマシン上にインストールされていない場合は、インストール 
プログラムによって仮想マシン ファイルがインストールされる前に、VMware Player
がインストールされます。

Windows ホスト コンピュータへの ACE インスタンスのインス
トール

ACE インスタンスにホスト ポリシーが含まれている場合を除き、すべてのユーザー
が ACE インスタンスをインストールできます。ホスト ポリシーの含まれている仮想
マシンは、管理者権限を持つユーザーがインストールする必要があります。

各 ACE パッケージには、インストールおよびアクティベーションにより ACE インス
タンスになる ACE インスタンスが 1 個含まれています。パッケージは、ネットワー
クの特定の場所からインストールしたり、CD または DVD からインストールしたり
できます。いずれの場合も、以下の手順に従ってください。

Windows ホスト コンピュータに VMware Player と ACE インスタンスをインストー
ルするには、以下の手順を実行します。

1 ユーザーのマシンに VMware Player がインストールされていない場合は、管理者
ユーザーまたは Windows Administrators グループのメンバーのユーザーとして、
Microsoft Windows ホストにログオンします。

2 CD または DVD からインストールする場合は、コンピュータのドライブに最初
のディスクを挿入してください。ネットワークからインストールする場合は、イ
ンストーラの格納場所まで移動してください。

3 setup.exe ファイルを見つけてダブルクリックすると、インストーラが起動し
ます。

4 インストール ウィザードの指示に従って操作します。

仮想マシン ファイルの保存先をインストーラが尋ねてきます。Windows XP シ
ステム上のデフォルトの場所は、C:\Documents and Settings\All 

Users\Application Data\VMware\VMware ACE\<ACEの名前 > です。

注意   VMware Player をインストールするにはシステム管理者としてログインする必
要がありますが、インストール終了後は一般のユーザーでもこのプログラムを実行
できます。



VMware, Inc. 227

第 11 章 VMware Player と ACE インスタンスのインストールおよび使用

  

Windows Vista システム上のデフォルトの場所は、
C:\ProgramData\VMware\VMware ACE\<ACEの名前 > です。ファイルを別の
ディレクトリに保存したい場合は、[ 参照 ] をクリックして新しい格納場所を指
定するか、新しい格納場所までのパスを入力します。指定した格納場所に、仮
想マシン ファイルを格納するのに十分な領域があるか確認しておいてくださ
い。十分な領域が存在しない場合は、別の格納場所を指定するよう求めるプロ
ンプトが表示されます。

5 [ 完了 ] をクリックして、インストールを完了します。ウィザードが閉じます。

Windows ホスト コンピュータへの ACE パッケージのサイレント 
インストール

VMware ACE パッケージを複数の Windows ホスト コンピュータにインストールする
場合は、Microsoft Windows Installer のサイレント インストール機能を利用できま
す。VMware ACE パッケージをサイレント インストールするには、ホスト コン
ピュータ上にバージョン 2.0 以降の MSI ランタイム エンジンがインストールされて
いる必要があります。Windows XP 以降のバージョンの Windows には、該当する
バージョンが含まれています。このランタイムのインストーラ（instmsiw.exe）
は、VMware ACE パッケージにも含まれています。

ACE パッケージからこのランタイムをサイレント インストールするには、次のコマ
ンドを実行してください。

instmsiw.exe /Q

このセクションでは、ACE パッケージをサイレント インストールする際に必要な作
業を簡単に説明します。

Microsoft Windows Installer の使用方法の詳細は、Microsoft 社の Web サイトをご覧
ください。

デフォルト設定を使用してサイレント インストールを実行する場合は、次のコマン
ドを実行します。

setup.exe /s/v"/qn"

このコマンドは、パッケージとアプリケーション（パッケージに含まれている場合）
をデフォルトの格納場所にインストールし、デスクトップに ACE インスタンスの
ショートカットを作成します。VMware Player アプリケーションのデフォルトの格納
場所は、<ProgramFiles>\VMware\VMware Player です。Windows XP システム上
の仮想マシン ファイルのデフォルトの場所は、C:\Documents and Settings\All 

Users\Application Data\VMware\VMware ACE\<ACEの名前 > です。

パッケージの基本インストール コマンドをカスタマイズして、以下の項目を指定す
ることもできます。
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ACE インスタンスのインストール ディレクトリ

VMware Player アプリケーションのインストール ディレクトリ

デスクトップ アイコンの作成なしでのインストール

次のコマンド例は、オプションとその使用方法を示したものです。

msiexec -i package.msi DESKTOP_SHORTCUTS=0
INSTALLDIR="G:\packages"
PLAYER_INSTALLDIR="C:\VMware\VMware Player" /qn

コマンドは 1 行で入力してください。

アップグレードもサイレント インストールすることが可能です。アップグレードは、
常に前のパッケージと同じディレクトリにインストールされます。

Windows ホスト コンピュータからの VMware Player のアンインス
トール
VMware Player をアンインストールするには、以下の手順を実行します。

1 [ スタート ] - [ コントロール パネル ] - [ プログラムの追加と削除 ] - [ プログラムの
変更と削除 ] を選択します。

2 VMware ACE を選択して、[ 削除 ] をクリックします。

Windows ホスト コンピュータからの ACE インスタンスのアンイン
ストール
Windows ホスト コンピュータからACE インスタンスをアンインストールするには、
以下の手順を実行します。

1 このインスタンスのパッケージの setup.exeファイルを見つけてダブル クリッ
クし、インストーラを起動します。または、[ 設定 ] - [ コントロール パネル ] - [ プ
ログラムの追加と削除 ] を選択してパッケージを削除します。

オプション 説明

DESKTOP_SHORTCUTS このオプションを 0 に設定すると、デスクトップに ACE イン
スタンスのショートカットが作成されません。デフォルトは
1 です。

INSTALLDIR ACE インスタンスのインストール先ルート ディレクトリを設
定します。

PLAYER_INSTALLDIR VMware Player アプリケーションのインストール先ルート 
ディレクトリを設定します。
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2 インストール ウィザードの指示に従って、ACE インスタンスを削除します。

3 [ 完了 ] をクリックして、インストールを完了します。ウィザードが閉じます。

アンインストーラによって、ACE インスタンスのデータ ファイル、ショートカット、
およびレジストリ項目を含むすべての内容が削除されます。その後、アンインストー
ラが終了します。

Windows ホスト コンピュータでの ACE インスタンスの実行
ACE インスタンスを実行するには、デスクトップ上のアイコンをダブル クリックす
るか、または [ スタート ] メニューでアイコンをクリックします。

Linux ホスト コンピュータへのACE パッケージのインス
トールとACE インスタンスの実行

システム管理者が、ACE インスタンスと VMware Player が含まれている ACE パッ
ケージを作成します。ACE パッケージをインストールするには、そのパッケージが
Linux ユーザー マシンにアクセスできる必要があります。

Linux ホスト コンピュータへの VMware Player のインストール
VMware Player のインストール / アンインストールを実行できるのは、管理者または
ルート権限を持つユーザーのみです。

ルートまたは sudo として vmware-install.pl を実行すると、Player が自動的にインス
トールされます。エンド ユーザーがルートでアクセスできない場合は、Player を手
動でシステムにインストールします。手動インストールの手順については、後述の説
明を参照してください。

Linux ホスト コンピュータに VMware Player をインストールするには、以下の手順
を実行します。

1 初期のインストール プロセスを実行するために、ターミナル ウィンドウで以下
のコマンドを実行してルート ユーザーに切り替えます。

su -

注意   このアンインストーラでは、VMware Player アプリケーションはアンインス
トールされません。

注意   ユーザーのマシンに ACE インスタンスが初めてインストールされる場合、ACE
ユーザーが ACE インスタンスをインストールして実行するためには、システム管理
者が VMware Player をインストールする必要があります。
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2 ACE パッケージをマウントし、パッケージ ディレクトリ内で Player のインス
トーラを見つけます。

VMware-player-i386.tar.gz

または、

VMware-player-x86_64.tar.gz

3 tar アーカイブをハード ドライブの一時ディレクトリ（この例では /tmp）にコ
ピーします。

cp VMware-player-i386.tar.gz /tmp

または、

cp VMware-player-x86_64.tar.gz /tmp

4 ファイルのコピー先のディレクトリに移動します。

cd /tmp

5 アーカイブを解凍します。

tar zxf VMware-player-i386.tar.gz

または、

tar zxf VMware-player-x86_64.tar.gz

6 インストール ディレクトリに移動します。

cd vmware-player-distrib

7 インストール プログラムを実行します。

./vmware-install.pl

バイナリ ファイル、ライブラリ ファイル、マニュアル ファイル、ドキュメント 
ファイル、および init スクリプトについては、デフォルトのディレクトリをその
まま使用します。

8 vmware-config.pl を実行するプロンプトが表示されたら [ はい ] を選択し、後
続のプロンプトではデフォルト値を受け入れます。

9 インストールが完了したら、ルート アカウントからログオフします。

exit

注意   VMware Player のインストール時にホストオンリー ネットワークを有効に
しておかないと、仮想マシンでブリッジ ネットワークとホストオンリー ネット
ワークの両方を使用することはできません。
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Linux ホスト コンピュータへの ACE インスタンスのインストール
ACE インスタンスにホスト ポリシーが含まれている場合を除き、すべてのユーザー
が ACE インスタンスをインストールできます。この仮想マシンは、ルート ユーザー
がインストールする必要があります。

Linux ホスト コンピュータにACE インスタンスをインストールするには、以下の手
順を実行します。

1 パッケージから vmware-install.pl を実行します

2 プロンプトが表示されたら、ACE インスタンスをインストールするディレクト
リを選択します。

ACE インスタンスが、選択したディレクトリにインストールされます。

Linux ホスト コンピュータへの ACE パッケージのサイレント イン
ストール

以下のコマンドでは、ACE パッケージと VMware Player を自動（デフォルト）化され
た方法でインストールします。

/tmp/path/to/package/ACE_Pkg/vmware-install.pl --default

Linux ホスト コンピュータからの ACE インスタンスのアンインス
トール

ACE ユーザーは、自身の ACE インスタンスのみをアンインストールできます。他の
ユーザーの ACE インスタンスをアンインストールできるのは、ルート ユーザーのみ
です。

Linux ホスト コンピュータからACE インスタンスをアンインストールするには、以
下の手順を実行します。

コマンド ライン インターフェイスで、以下のいずれかのコマンドを実行します。

run <インスタンス ディレクトリのパス >/vmware-uninstall-ace.pl

または、インスタンスのディレクトリに移動して、以下のコマンドを実行します。

run ./vmware-uninstall-ace.pl 

アンインストーラによって、データ ファイル、グローバル登録を含むすべての内容
が削除されます。その後、アンインストーラが終了します。

注意   ACE インスタンスをインストールしたユーザー、または必要な権限（root な
ど）を持つユーザーのみが、その ACE インスタンスを実行できます。
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Linux ホスト コンピュータからの VMware Player のアンインス
トール

VMware Player をアンインストールするには、以下のファイルを実行します。

/usr/bin/vmware-uninstall.pl

Linux ホスト コンピュータでの ACE インスタンスの実行
ACE を実行するには、コマンド ラインで以下のコマンドを実行します。

vmplayer <インストールされたパッケージ ディレクトリのパス >/<ACEの vmxファイル名 >.vmx

または、VMware ACE メニューから ACE インスタンスを実行します。

ホスト上で実行する仮想マシンとACE インスタンスを
制御する

aceMaster.dat ファイルを編集することによって、どの仮想マシンおよび ACE インス
タンスがホスト上で実行可能かを制御できます。

ACE インスタンスをデプロイしたホスト上で実行する仮想マシンと ACE を制御する
には、aceMaster.dat ファイルの以下のエントリを編集します。

allowVMs = "0"または "1"。 

このエントリは、非 ACE 仮想マシンがホスト上で実行可能かどうかを制御するホス
ト ポリシーに対応します。エントリ "1"（デフォルト値）は、すべての非 ACE 仮想マ
シンがホスト上で実行可能であることを示します。エントリ "0"（デフォルト値）は、
ACE インスタンスだけがホスト上で実行可能であることを示します。

creatorID = "<id string>". デフォルトは "" です。

requiredCreatorID = "<id string>". デフォルトは "" です。

creatorID と requiredCreatorID エントリを使うと、作成する ACE インスタンスに固有
の識別子でタグ付けしたり、特定のホスト上で実行するための識別子を設定したりで
きます。

例：

requiredCreatorID = "created by x"

creatorID = "created by x"

注意   aceMaster.dat ファイルは、ACE Master の構成ファイル（.vmxa）と同じディレ
クトリにあります。
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aceMaster.dat ファイルに上記の変更を加えると、この ACE Master から作成されたす
べての ACE インスタンスに「created by x」のタグが付けられ、「created by x」のタ
グが付いている ACE インスタンスのみが実行可能になります。各ホストに
requiredCreatorID を設定できるのは 1 回だけです。ACE Master で requiredCreatorID
と creatorID を同じ値に設定し、その ACE Master をまず個々のクライアントホストに
インストールします。次に、同じホストにインストールすることにしている追加の
ACE Master それぞれについて、creatorID を同じ値に設定します。creatorID 値を設定
して作成する複数の ACE Master を同じホストにインストールすることはできますが、
他のユーザーが作成した ACE Master の ACE インスタンスをそれらのホスト上で実行
することはできません。

管理者のマシンの aceMaster.dat ファイルで ID ストリングはプレーン テキストです
が、ポリシーファイルでは表示されません。ACE インスタンスのポリシーセットを
requiredCreator=yourPolicySetting に公開してホストにインストールしても、
作成者 ID が何かは管理者（または管理者ファイルへのアクセス権を持つユーザー）
以外のだれにも分かりません。requiredCreator のポリシー設定が分からなければ、
ホスト上で実行可能な独自の ACE インスタンスを作成することはできません。

aceMaster.dat ファイルを編集する
aceMaster.dat ファイルは、Workstation ACE Edition インターフェイスで [ACE Master]
タブが開いていないときにのみ編集するようにします。aceMaster.dat ファイルはど
のテキストエディタでも編集できます。aceMaster.dat ファイルの編集が完了した後
で、Workstation ACE Edition インターフェイスで [ACE Master] を開き直します。ACE 
Master が管理対象であり、ポリシーの値が変更されている場合は、「needs publish

（公開する必要があります）」という警告が表示されます。変化が有効になる前に、ポ
リシーを公開する必要があります。更新パッケージを使用してスタンドアロン イン
スタンスに変更を適用します。

ホスト ポリシー
requiredCreatorID エントリと allowVMs エントリはともに、ホスト ポリシーを制
御します（creatorID ポリシーは、ホスト ポリシーではありません）。ホスト ポリ
シーが適用されるのは、ポリシーがデプロイされるホスト全体に対してであり、特定
の ACE インスタンスに対してだけではありません。ホスト ポリシーの別の例は、ホ
スト ネットワーク アクセス ポリシーです。 

ホスト ポリシーを変更する場合には、必ず以下の点を考慮してください。

特定のホストにデプロイできるのは 1 組のホスト ポリシーのみです。パッケージに
ホスト ポリシーが含まれており、ホストに別の ACE Master からのホスト ポリシーが
すでに含まれている場合は、2 番目のパッケージのインストールが失敗します。

ホスト ポリシーを含むパッケージのインストールにはシステム管理者権限が必要です。
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管理対象 ACE Master のホスト ポリシーは ACE Management Server 上に保存され、い
つでも編集することができます。しかし、変更されたホスト ポリシーを含む ACE 
Master からパッケージをインストールしていないホストでは、ホスト ポリシーへの
変更は有効になりません。

VMware Player の実行
このセクションでは、VMware Player でもっともよく使用される機能の概要について
説明します。お使いのコンピュータ上に VMware Player のすべての機能がインストー
ルされていないことがあります。一部機能は、パッケージを作成したシステム管理者
が、その機能をパッケージに追加した場合にのみ利用できます。

VMware Player の開始（P.234）

ACE インスタンスのクライアント ライセンスを VMware Player に入力（P.235）

VMware Player の終了（P.236）

VMware Player を画面全体に最大化表示（P.236）

VMware Player のステータスを表すインジケータ（P.237）

メッセージ、通知、および [ACE 情報 ] ダイアログ ボックスの表示（P.238）

VMware Player に接続されているデバイスの管理（P.238）

VMware Player 環境設定の指定（P.239）

VMware Player でのスナップショットの設定（P.240）

共有フォルダの使用（P.241）

VMware Player での印刷（P.241）

トラブルシューティング（P.241）

VMware Player の使用についての一般情報は、VMware Player のオンライン ヘルプも
参照してください。

VMware Player の開始
VMware Player を開始するには、デスクトップ上の ACE アイコンをダブル クリック
するか、または [ スタート ] メニューで ACE アイコンをクリックします。

システム管理者による ACE の構成に応じて、インスタンスの初回実行時に、1 また
は 2 個のパスワードの入力が必要となる場合があります。以下のようなパターンが
考えられます。
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インスタンスの初回実行時も、またそれ以降の実行時も、パスワードの入力は不
要です。

初回実行時にパスワードを 1 つ入力する必要があります。このパスワードはシス
テム管理者から通知されます。それ以降のインスタンスの実行時には、パスワー
ドの入力は不要です。

初回実行時にパスワードを 1 つ入力する必要があります。このパスワードはユー
ザー自身が作成します。それ以降のインスタンスの実行時には、そのパスワード
を入力する必要があります。

初回実行時に、システム管理者の提供するパスワードと、ユーザー自身が作成し
たパスワードの 2 つを入力する必要があります。それ以降のインスタンスの実
行時には、自身が作成したパスワードのみを入力する必要があります。

すべてのパスワードについて、システム管理者が、パスワードに数字や句読点を含め
ることや、大文字と小文字を混合することを求めてくる場合があります。パスワード
のダイアログ ボックスに、システム管理者が設定した条件が表示されます。

ユーザー パスワードの入力を求められる ACE は、システム管理者によりパスワード
のロックアウト設定を使用して構成されています。パスワードの入力の試行が設定さ
れた制限に達するとエラー メッセージが表示され、特定のロックアウト時間が経過
するまではログインを試行できなくなります。

必要なパスワードを入力すると、VMware Player が開始します。

VMware Player ウィンドウ内をクリックすると、ゲスト OS、および ACE にインス
トールされているアプリケーションの使用を開始できます。一般的に、オペレーティ
ング システムとアプリケーションは、実際のコンピュータで直接実行する場合と同
じ要領で使用できます。

ACE が稼働を開始した後、ユーザーは、[VMware Player] - [ パスワードの変更 ] を選択
して新しいパスワードを入力することで、作成したパスワードを変更できます。

ACE インスタンスのクライアント ライセンスを VMware Player
に入力

ACE インスタンスをパワーオンしようとしたときに [ シリアル番号の入力 ] ダイア
ログ ボックスが表示される場合は、ACE 管理者から提供されたシリアル番号を入力
するか、または [ シリアル番号を取得 ] をクリックします。また、[Player] - [ACE ク
ライアント ライセンスの入力 ] を選択して新しいシリアル番号を入力することも可
能です。
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VMware Player の終了
VMware Player が稼動しているホスト コンピュータをシャットダウンする前に、
VMware Player を終了します。

VMware Player を終了するには、以下のいずれかを実行します。

[VMware Player] - [ 終了 ] を選択します。

ツールバーの右上隅の [X] をクリックします。

終了時の動作の設定に応じて、ウィンドウが閉じるときに ACE がサスペンドまたは
シャッドダウンします。

システム管理者がどのコントロールを許可しているかによっては、[ 環境設定 ] ダイ
アログボックス（[Player] - [ 環境設定 ]）で終了動作を変更できることがあります。

次のいずれかを指定できます。

アプリケーションの終了時に確認画面を表示　このオプションを選択すると、
VMware Player を終了させるコマンドを発行したときにダイアログ ボックスが表
示されます。この画面では、VMware Player を終了することを確認するか、また
は [ キャンセル ] をクリックして引き続き VMware Player を使用できます。

仮想マシンをサスペンド　終了時のオプションです。このオプションを選択する
と、VMware Player は ACE をサスペンドして閉じます。次回 VMware Player を起
動すると、ACE はサスペンドされた状態から再開します。

仮想マシンをパワーオフ　終了時のオプションです。このオプションを選択する
と、VMware Player は ACE をパワーオフします。次回 VMware Player を起動する
と、ACE はパワーオフされた状態から開始され、ゲスト OS が起動します。

VMware Player を画面全体に最大化表示
VMware Player ウィンドウの [ 最大化 ] ボタンをクリックすると、ACE をフル スク
リーン モードで実行できます。つまり、画面上部に表示される小さなツールバーを
除いて、デスクトップが画面全体に表示されます。

このツールバーは、固定されていなければ数秒間使用しないと非表示になります。
ツールバーを再表示するには、マウスのポインタを画面上端まで移動させてくだ
さい。

ツールバーを常に表示した状態のまま固定するには、ツールバーにある画鋲アイコン
をクリックしてください。非表示にできるようにツールバーの固定を解除するには、
画鋲アイコンを再び押してください。
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VMware Player がウィンドウ モードで再び稼動するように画面を縮小するには、 ツー
ルバーの [ リストア ] ボタンをクリックします。マウス ポインタを使用できない場合
は、<Ctrl>+<Alt> を押してウィンドウに戻ります。

VMware Player をフル スクリーン モードでのみ実行するようにシステム管理者が設定
している場合は、ウィンドウ モードでは実行できません。ツールバーの [ 最小化 ] ボ
タンをクリックしたり、<Ctrl>+<Alt> を押したりすると、VMware Player ウィンドウ
が最小化されてホスト OS が表示されます。

VMware Player のステータスを表すインジケータ
ACE には、そのステータスを示すいくつかのインジケータが存在します。アクティ
ビティ インジケータは、ACE が稼動中であることを示します。これは、3 つの重なり
合った正方形から成る VMware ロゴで表されます。

Windows では、このインジケータはウィンドウ モードでは VMware Player ウィン
ドウの右下隅に表示されますが、フル スクリーン モードでは表示されません。

Linux では、ウィンドウ モードとフル スクリーン モードのいずれの場合も、この
インジケータはウィンドウ上部に表示されます。

ACE が稼働中であれば、アクティビティ インジケータの表示が変化します。

VMware Player ウィンドウの右下、またはツールバーのアクティビティ インジケータ
のすぐ左にステータス アイコン トレイが表示されます（Windows ホストのみ）。ス
テータス アイコン トレイには、次のいずれか、または両方が表示されることがあり
ます。

ネットワーク アクセス インジケータは、盾の形をしたアイコンです。ACE が
ネットワーク アクセス機能を使用している場合は、このアイコンが表示されま
す。マウスのポインタをアイコンの上に合わせると、ネットワーク トラフィッ
クの一部または全てがブロックされているかどうかを確認できます。

ネットワーク アクセス ステータス アイコンをクリックすると、[ACE 情報 ] ダイ
アログ ボックスが表示され、ACE のネットワーク アクセス ステータスの詳細情
報を確認できます。

ACE でホストのネットワーク アクセス ポリシーを使用している場合 

Windows では、ホスト アクセスのアイコンはお使いのコンピュータの
Windows オペレーティングシステムのシステム トレイに表示されます。ア
イコンには、VMware ロゴがネットワーク ケーブルに接続されている様子が
表示されます。マウス ポインタをアイコンの上に合わせると、ホスト アク
セス ステータスの概要情報が表示されます。アイコンをクリックすると、
[VMware ACE: ホスト ネットワーク アクセス情報 ] ダイアログ ボックスが開
き、ホスト ネットワーク アクセス ステータスの概要が表示されます。
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Linux では、以下のコマンドを使用してログ レベルを設定したり、現在の
ゾーンやログ レベルを確認したりできます。

使用方法：

vmnet-detect [-d]
-d <PIDファイル >:デーモン モード
-l <ログ レベル >:ログ レベルの設定
-g:現在のゾーンとログ レベルの取得

有効なログ レベルは、[ 簡潔 ]、[ 通常 ]、および [ 詳細 ]

です。

-g コマンドの出力例を以下に示します。

Current zone: Default Zone
Not blocking network traffic
Current log level: verbose

-l コマンドの出力例を以下に示します。

Log level set to normal.

メッセージ、通知、および [ACE 情報 ] ダイアログ ボックスの表示
VMware Player では、ネットワーク アクセス設定や他のステータス情報の変化につい
てのポップアップ通知を表示します。通知メッセージは、ACE を開始したときに
Player ウィンドウの右下隅に表示されます。メッセージを閉じるには、メッセージ 
ボックスの右上隅の [X] ボタンをクリックします。

ACE について表示されたメッセージは、[Player] - [ トラブルシューティング ] - [ メッ
セージ ログ ] を選択して確認できます。[ メッセージ ログ ] ダイアログ ボックスで
は、過去のメッセージを開いて表示したり、ログの一部またはすべてを削除したりで
きます。

ACE のネットワーク アクセス設定や、ACE の有効期限などの設定情報は、[ACE 情報 ]
ダイアログ ボックスで確認できます。このダイアログ ボックスを開くには、[Player] - 
[ トラブルシューティング ] - [ACE 情報 ] を選択します。

VMware Player に接続されているデバイスの管理
システム管理者が VMware Player を構成する際に、ホスト コンピュータに接続さ
れているデバイスの一部（フロッピー ディスク ドライブ、CD/DVD ドライブ、
イーサネット アダプタ等）へのアクセスを ACE に許可している場合があります。
指定した環境設定（「VMware Player 環境設定の指定（P.239）」を参照）に応じて、
これらのアクセス可能なデバイスはツールバーまたは [ デバイス ] メニューに表示
されることがあります。
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ツールバーに表示されているデバイスを切断 / 接続するには、デバイスのアイコンを
クリックして切替を行います。アイコンがくぼんでいる場合、そのデバイスは接続中
です。デバイスがツールバーと同じ高さに表示されていれば、そのデバイスは切断さ
れています。

[ デバイス ] メニューを使ってデバイスを切断または再接続するには、デバイス名を
クリックして切り替えます。接続中のデバイスは、名前の横にチェック マークが付
いています。チェックマークが表示されていなければ、そのデバイスは切断されてい
ます。

ディスク ドライブや USB デバイスは、一度に 1 台のマシン（ホスト コンピュータま
たは ACE）でしか使用できません。ACE がデバイスを使用するように構成されてい
る場合、ユーザーがホスト コンピュータ上で直接そのデバイスを使用するには、ま
ず ACE からそのデバイスを切断する必要があります。イーサネット アダプタは、ホ
スト コンピュータと ACE との間で共用できます。

VMware Player 環境設定の指定
VMware Player の動作を制御する環境設定を指定できます。指定可能なオプション
は、システム管理者が行った設定に応じて異なります。環境設定を変更するには、 
[Player] - [ 環境設定 ] を選択してください。[ 環境設定 ] ダイアログボックスが表示さ
れます。

システム管理者が設定を有効にしていれば、下記の環境設定を指定できます。

終了時の動作の設定では、次のオプションを指定できます。

アプリケーションの終了時に確認画面を表示　このオプションを選択すると、
VMware Player を終了させるコマンドを発行したときにダイアログ ボックスが表
示されます。この画面では、VMware Player を終了することを確認するか、また
は [ キャンセル ] をクリックして引き続き VMware Player を使用できます。

仮想マシンをサスペンド　終了時のオプションです。このオプションを選択する
と、VMware Player は ACE をサスペンドして閉じます。次回 VMware Player を起
動すると、ACE はサスペンドされた状態から再開します。

仮想マシンをパワーオフ　終了時のオプションです。このオプションを選択する
と、VMware Player は ACE をパワーオフします。次回 VMware Player を起動する
と、ACE はパワーオフされた状態から開始され、ゲスト OS が起動します。

ACE を実行中は、[ 起動時にアップデート情報をオンラインで確認 ] のオプションは
利用できません。

[ 取外し可能デバイス ] の設定では、フロッピー ディスク ドライブ、CD/DVD ドラ
イブ、イーサネット アダプタ、サウンド デバイスなど、VMware Player で利用可能
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なデバイスの接続または切断方法を指定できます。次のいずれかのオプションを選
択します。

ツールバーに表示　ツールバーに表示されているデバイスを切断 / 再接続するに
は、該当するデバイスのアイコンをクリックして切替を行ないます。アイコンが
くぼんでいる場合、そのデバイスは接続中です。デバイスがツールバーと同じ高
さに表示されていれば、そのデバイスは切断されています。

メニューに表示　[デバイス]メニューを使用してデバイスを切断および再接続す
るには、デバイス名をクリックして切り替えます。デバイス名の横にチェック
マークが付いていれば、そのデバイスは接続中です。チェックマークが表示され
ていなければ、そのデバイスは切断されています。

VMware Player でのスナップショットの設定
ユーザー スナップショットを設定するオプションがシステム管理者によって有効に設
定されている場合は、ACE の単一のスナップショットを設定できます。[Player] - [ ス
ナップショット ] - [ スナップショットの設定 ] を選択して、ACE の実行中にスナップ
ショットを設定するか、VMware Player で ACE をパワーオフした状態でスナップ
ショットを設定し、その後 ACE を再度パワーオンするかを選択します。（ACE は自動
的にシャットダウンしてスナップショット設定後に再起動するので、ユーザーが手動
でマシンをパワーオフしたり再起動したりする必要はありません。） 

VMware Player の終了を含むすべてのスナップショットおよび電源の操作は、パワー
オフ状態でスナップショットが設定されている間は無効になります。

また、既存のユーザー スナップショットを置き換えることも可能です。[Player] - [ ス
ナップショット ] - [ スナップショットの設定 ] を選択して、すでに設定されているス
ナップショットを置き換えるかどうかを確認するメッセージ ダイアログが表示され
たら [ はい ] を選択します。

システム管理者が、ユーザー スナップショットに戻るオプションを有効にしている
ときは、ACE を既存のスナップショットに戻すことができます。この場合は、
[Player] - [ スナップショット ] - [ スナップショットまで戻る ] を選択します。

ユーザー スナップショットの設定が許可されているときは、スナップショットを削
除することも可能です。[Player] - [ スナップショット ] - [ スナップショットを削除 ] を
選択します。

注意   パワーオフ状態でのスナップショットの設定中に（マシンをパワーオフできる
というメッセージが表示されたときなど）ACE インスタンスが停止してしまう場合
は、パワーオフ状態でスナップショットを設定するコマンドを再発行し、マシンを強
制的にパワーオフします。マシンが再びパワーオンされ、スナップショットが設定さ
れます。
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共有フォルダの使用
共有フォルダを使用すれば、ACE とホスト コンピュータとの間でファイルを共有で
きます。

[ 共有フォルダ ] ダイアログ ボックス（[Player] - [ 共有フォルダ ]）の共有フォルダ オ
プションは、管理者モードで実行している場合にのみ変更できます。このモードの詳
細については、「[ トラブルシューティング ] メニューの [ 管理者モードに変更 ] コマ
ンドについて（P.244）」を参照してください。

VMware Player での印刷
システム管理者によって ACE の印刷機能が有効に設定されている場合は、ホスト シ
ステムと同じように ACE のアプリケーションから印刷できます。

ゲスト OS で使用するホスト プリンタを指定するには、ホスト システムのタスク
バーの通知領域のプリンタ アプリケーションのトレイ アイコンをクリックして、使
用するプリンタを選択します。ゲスト OS で [ プリント ] コマンドを実行すると、選
択したプリンタがプリンタ選択リストに表示されます。

トラブルシューティング
ACE の実行中にトラブルが発生した場合は、システム管理者に連絡してください。
このセクションのトピックは以下のとおりです。

ホットフィックスをリクエスト（P.241）

リセットとパワーオフ（P.243）

再イメージ スナップショットまで戻る（P.243）

[ トラブルシューティング ] メニューの [ 管理者モードに変更 ] コマンドについて
（P.244）

ホットフィックスをリクエスト

VMware Player では、特定の問題が生じた場合にシステム管理者に簡単に連絡できる
方法、つまり問題に対するホットフィックスをリクエストできるウィザードを備えて
います。

システム管理者がホットフィックス メカニズムを有効にしていれば、この機能を使
用して下記の問題を解決できます。

注意   この機能は、システム管理者が有効にしている場合にのみ使用できます。
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パスワードを紛失したり忘れたりした場合

ACE が期限切れになった場合

コピー保護が設定されている ACE を新しい場所から実行する場合

ホットフィックスのリクエストには、どんな問題が発生しているかが記録されます。
ホットフィックス リクエスト ウィザードでは、システム管理者へのメッセージを追
加できます。ウィザードでは、システム管理者がホットフィックスを送信したり、追
加情報を得るためにエンド ユーザーに連絡できるように、名前と電子メール アドレ
スを入力するように求められます。

ホットフィックスのリクエストが自動提出されるように、システム管理者が ACE を
構成していることがあります。自動提出が構成されていない場合や、自動提出が失敗
した場合は、ホットフィックス リクエストをファイルに保存して、そのファイルを
システム管理者に提出してください。この場合、ホットフィックス リクエスト ウィ
ザードの最終ページに表示されるファイルのパスを書き留めておいてください。ま
た、システム管理者によって指定された、提出時の指示に目を通しておいてくださ
い。これらの指示は、ホットフィックス リクエストファイルを保存するページに表
示されます。

システム管理者がホットフィックス リクエストを承認すると、ファイルの形式で
ホットフィックスが送信されてきます。ホスト コンピュータのデスクトップやその
他の分かりやすい場所にホットフィックスを保存してください。ホットフィックス
は、ダブル クリックすると適用されます。

パスワードの失念　  システム管理者が ACE でパスワードを要求するよう構成してい
る場合、ユーザーが正しくないパスワードでログインしようとすると、エラー メッ
セージが表示されます。エラー メッセージの [ ホットフィックスのリクエスト ] ボタ
ンをクリックすると、ホットフィックスリクエストウィザードを開始できます。

システム管理者がホットフィックスのリクエストを承認した場合は、システム管理者
がセットアップした通信方法によって、ユーザーに新しい一時パスワードが提供され
ます。ホットフィックスの適用後、この一時パスワードを使用して ACE を実行しま
す。次に [Player] - [ パスワードの変更 ] を選択して、実際に使用するパスワードを設
定します。

ACE が期限切れになった場合　システム管理者が ACE に有効期限を指定して構成し
ている場合は、有効期限が切れた後に ACE を実行しようとするとエラーメッセージ
が表示されます。ACE の使用可能期間を延長するようにリクエストする場合は、エ
ラーダイアログボックスの [ ホットフィックスのリクエスト ] ボタンをクリックする
と、ホットフィックス リクエスト ウィザードが起動します。

コピー保護が設定されたACE の新しい場所からの実行   システム管理者が ACE にコ
ピー保護機能を適用している場合は、パッケージのインストーラがインストールした
場所以外からは起動できません。インスタンスを別のディレクトリにコピーした場合
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など、別の場所から起動しようとすると、エラー メッセージが表示されます。ACE
を新しい場所から実行するための承認をリクエストする場合は、エラーダイアログ
ボックスの [ ホットフィックスのリクエスト ] ボタンをクリックすると、ホット
フィックス リクエスト ウィザードが起動します。

リセットとパワーオフ
トラブルシューティングの過程で、ACE をリセットまたはパワーオフするようにシ
ステム管理者から求められることがあります。これらのコマンドは、VMware Player
のメニューから実行できます。[Player] - [ トラブルシューティング ] - [ リセット ] また
は [Player] - [ トラブルシューティング ] - [ パワーオフ後に終了 ] を選択します。

リセット コマンドを使用すると、ACE に対して、実際のコンピュータでリセットボ
タンを押した場合と同じ効果があります。リセット コマンドの実行は、パワーオフ
してから即座にパワーオンすることと同じです。

パワーオフ コマンドは、ACE に対して、実際のコンピュータをパワーオフした場合
と同じ効果があります。パワーオフ コマンドの実行は、パワーオフ後、そのままに
しておくことと同じです。これに加えて、ACE が閉じます。次回 ACE を実行すると、
ACE 内のオペレーティング システムが起動する前に数秒、VMware スタートアップ画
面が表示されます。

再イメージ スナップショットまで戻る
ACE で重大な問題が発生した場合に、ACE の再イメージ スナップショットの状態に
戻すようにシステム管理者から指示されることがあります。最初の再イメージ ス
ナップショットは、ACE の作成時に自動的に設定されます。システム管理者が、再
イメージ スナップショットを再設定したり、ユーザーが再イメージ スナップショッ
トを再設定できるようにオプションを有効にしていることがあります。

再イメージ スナップショットに戻した場合は、スナップショット設定時以降に ACE
に加えた変更（ACE に保存したデータ、インストールしたソフトウェア、構成上の
変更など）はすべて失われます。このため、システム管理者から指示があった場合を
除いて、通常はこのアクションを実行しないでください。

ACE の再イメージ スナップショットに戻るには、[Player] - [ トラブルシューティン
グ ] - [ 再イメージ スナップショットまで戻る ] を選択します。再イメージ スナップ
ショットを設定するには、[Player] - [ トラブルシューティング ] - [ 再イメージ スナッ
プショットの設定 ] を選択します。

これらのメニュー項目は、システム管理者が有効にしている場合にのみ使用でき
ます。

注意   再イメージ スナップショットを設定すると、ユーザー スナップショットは削除
されます。



VMware ACE 管理者マニュアル

244 VMware, Inc.  

[ トラブルシューティング ] メニューの [ 管理者モードに変更 ] コマンドにつ
いて

ACE で管理者モードが有効化されている場合は、[ トラブルシューティング ] メ
ニューに [ 管理者モードに切り替え ] コマンドが表示されます。システム管理者は、
このコマンドを使用して以下の操作を実行できます。

ACE の仮想マシン設定を編集する（Windows システムのみ）。

再イメージ スナップショットやユーザー スナップショットを設定したり、これ
らのスナップショットまで戻る（メニューでこれらのオプションが有効になって
いない場合）。Pocket ACE では、スナップショット操作は実行できません。

共有フォルダの設定を変更する（[Player] - [ トラブルシューティング ]）。

管理者がこの機能を使用するには、管理者モードのパスワードを入力する必要があり
ます。

トラブルシューティング ツール
VMware ACE に付属のトラブルシューティング ツールを使用して、システム管理者ま
たは Help Desk の担当者は、ACE インスタンス関連のユーザーの一般的な問題

（ユーザー パスワードの失念など）に対応できます。以下のツールを利用できます。

スタンドアロン ACE インスタンスの場合

ACE Tools（コマンド ライン ツール）　「ACE Tools：vmware-acetool コマンド 
ライン ツール（P.244）」を参照してください。

ホットフィックス　「ホットフィックスのリクエストに応答（P.246）」を参
照してください。また、ユーザーに対してホットフィックス のリクエスト
方法を説明する場合は「ホットフィックスをリクエスト（P.241）」も参照し
てください。

管理対象 ACE インスタンスの場合

Help Desk Web アプリケーション　「VMware Help Desk Web アプリケーショ
ンの使用（P.248）」を参照してください。

Workstation ACE Edition のインスタンス ビュー　第 12 章「インスタンス 
ビュー（P.255）」を参照してください。

ACE Tools：vmware-acetool コマンド ライン ツール
vmware-acetool コマンド ライン プログラムはトラブルシューティング ツールの一種
で、ACE 管理者はこのツールを使用して、ACE ユーザーのシステム上で直接、スタ
ンドアロン ACE インスタンスの問題の一部を解決できます。
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vmware-acetool は VMware Player と共に配布され、Windows システムと Linux シス
テムの両方で使用可能です。

vmware-acetool を使用して対応できる問題は以下のとおりです。

ユーザーが ACE インスタンスを実行できるように、ユーザーのパスワードを設定
します。

ユーザーが新しい場所から ACE インスタンスを実行できるように、コピー保護を
設定します。

所定の有効期限に達した ACE インスタンスをユーザーが引き続き使用できるよ
う、有効期限を設定します。

使用方法：vmware-acetool <コマンド > <ACE構成ファイル > [パラメータ ]

パスワードのプロンプト
すべてのコマンドで、管理ツール パスワードを求めるプロンプトが表示されます。

「管理者モード ポリシーの設定（P.160）」を参照してください。

また、setPassword コマンドでは、プライベート リカバリ キー ファイルのリカバリ 
キー パスワード、ACE インスタンスの新規パスワード、およびその新規パスワード

注意   実際には、vmware-acetool プログラムを使用して、他のマシン上のパスワード
の再設定や有効期限の変更を行うことができますが、その場合には、ユーザーのす
べてのセットアップに含まれている .vmx、.vmpl、および ace.dat ファイルが同じ
ディレクトリ内に必要です。

注意   vmware-acetool を使用して問題を解決するためには、対象の ACE インスタン
スの構成ファイルが、ACE ユーザーのマシン上になければなりません。つまり、イ
ンスタンスに関連付けられたファイルと構成ファイルが同じマシン上に存在しない
限り、このツールを使用してこれらのファイルに修正を加えることはできません。
したがって、ユーザーのマシン上の同じ場所で実行する必要があります。

コマンド パラメータ 説明

setPassword リカバリ キー ファイルへの
パス

ACE インスタンスのパス
ワードを設定します。

setExpirationDate 新しい有効期限 ACE インスタンスの有効期
限を設定します。

allowCopy 現在の格納場所からの ACE
インスタンスの実行を許可
します。
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の確認も求められます。リカバリ キー パスワードについては、 125 ページを参照して
ください。

有効期限

新しい有効期限は、以下のいずれかの方法で指定できます。

現在の日付から起算した日数

絶対値で指定された日付（YYYY-MM-DD 形式）

開始日と終了日（形式：YYYY-MM-DD YYYY-MM-DD）

インスタンスに有効期限を設定しない場合は、特別な値 "never" を指定

インスタンスを直ちに期限切れにする場合は、特別な値 "expired"を指定

使用例
vmware-acetool setPassword myACE.vmx recKey.priv

vmware-acetool setExpirationDate myACE.vmx 30

vmware-acetool setExpirationDate myACE.vmx 2007-06-16

vmware-acetool setExpirationDate myACE.vmx "never"

vmware-acetool allowCopy myACE.vmx 30

ホットフィックスのリクエストに応答
システム管理者がホットフィックス機能を有効にしている場合、ユーザーは下記のト
ラブルに直面したときに、簡単にヘルプをリクエストできます。

パスワードを紛失したり忘れたりした場合

期限切れになった ACE インスタンス

新しい格納場所からのコピー保護された ACE インスタンスの実行

ユーザーがホットフィックス リクエスト ウィザードを実行すると、ホットフィック
ス リクエスト ファイルが生成されます。ユーザーはこのファイルを、電子メールの
添付ファイルまたはその他の方法でシステム管理者に提出できます。

注意   ホットフィックス機能の有効化については、「ホットフィックス ポリシーの設
定（P.161）」を参照してください。リカバリ キーの設定については、 125 ページを参
照してください。このキーは、ユーザー パスワードの失念に関するホットフィック
スの場合に送信する必要があります。
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ホットフィックス リクエストには、以下の手順で対応してください。

1 Workstation ACE Edition を実行しているコンピュータ上の分かりやすい場所に、
ファイルを保存します。

2 Workstation ACE Edition で、ホットフィックスを要求しているインスタンスの
ACE Master を開きます。

3 [ ファイル ] - [ 開く ] を選択します。

4 ホットフィックス リクエスト ファイルの格納場所に移動して、[ 開く ] をクリッ
クします。

Workstation ACE Edition のウィンドウで、ホットフィックスのタブが開きます。
ホットフィックス タブに、ユーザー名と電子メール アドレス、ホットフィック
ス リクエストの元となったトラブル、およびユーザーがメモを記入している場
合はそのメモが表示されます。

5 [ ホットフィックスの承認 ] をクリックするとダイアログ ボックスが開き、リク
エストを承認するための適切な設定を実行できます。リクエストを拒否するに
は、[ ホットフィックスを拒否 ] をクリックします。

6 ダイアログ ボックスに、適切な情報を入力します。

パスワードを失念した場合　プロジェクトに使用したプライベート リカバ
リ キーの格納場所に移動します。（リカバリ キーの作成については、 125
ページを参照してください。）リカバリ キーのプライベート部分のパスワー
ドを入力します。ユーザー用の一時パスワードを入力し、確認のために再度
入力します。この一時パスワードは、ユーザーに対して個別に伝える必要が
あります。

ACE インスタンスの期限切れ　ACE インスタンスに対して新しい有効期限の
情報を設定します。指定した日数だけ期限を延長することも、有効期限とし
て新しい日付を設定することもできます。

コピー保護されたACEインスタンスを新しい場所から実行する場合　ダイア
ログ ボックスに、ユーザーが ACE インスタンスを実行したい場所へのパス
が表示されます。

リクエストを拒否　ダイアログ ボックスには、ユーザーへのメッセージを
入力できるフィールドが表示されます。

7 以下のいずれかの方法を選択して、応答を送信します。

ホットフィックスのタブで [ ホットフィックスを送信 ] をクリックし、続いて
[OK] をクリックします。
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ホットフィックス ファイルを送信します（ホットフィックス リクエストと
同じフォルダ内にあります。ホットフィックス ファイルの拡張子は .vmhf
です）。

8 ホットフィックス タブにはホットフィックス リクエストのステータス（承認ま
たは拒否）とアクションを行った日付が表示されます。

ユーザーは、ホットフィクス ファイルをダブル クリックして、ホットフィックスを
適用します。

VMware Help Desk Web アプリケーションの使用
Help Desk の担当者またはシステム管理者は VMware Help Desk Web アプリケー
ションを使用して、特定の VMware ACE 2Management Server で管理されている
ACE インスタンスを表示し、これらのインスタンスのユーザーから要請された
フィックスを提供できます。

Help Desk の担当者は VMware Help Desk Web アプリケーションを介して ACE イン
スタンスにアクセスでき、また、ACE インスタンス関連の一部の問題（インスタン
スの再アクティベーション、インスタンスの有効期限の変更、またはユーザー パス
ワードの再設定（ユーザーが失念した場合））に対応できます。

Help Desk の担当者用のパスワードを設定するには、ACE 2Management Server の
Setup Web アプリケーション（詳しくは、「ACE 2Management Server セットアップ 
アプリケーションの使用（P.81）」を参照）を開いて、[ アクセス コントロール ] タブ
の [Help Desk ロールを有効化 ] を選択します。Help Desk の担当者用のパスワード
を入力し、確認のために再度入力します。

Help Desk アプリケーションにアクセスするには、以下の手順を実行します。

Windows の場合は、[ スタート ] - [ すべてのプログラム ] - [VMware] - [VMware ACE 
Management Server] を選択します。このページの [Help Desk] リンクをクリック
します。

Linux の場合は、ブラウザを開いて、https://<ホスト名 >:8000 にアクセスしま
す。このページの [Help Desk] リンクをクリックします。

VMware Help Desk の [ インスタンス ] ページが開きます。このページには、そのサー
バによって管理されているすべてのインスタンスのサマリ表が含まれています。

[ インスタンス ] ページ
[ インスタンス ] ページでは、以下の作業を実行できます。

インスタンスの検索用クエリのセットアップ（P.249）

インスタンスの再アクティベーション / アクティベーション解除（P.250）
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[ 再アクティベート ] をクリックして有効期限をリセット（P.251）

コラム見出しによるインスタンスのソート（P.251）

[ インスタンスの詳細 ] ページへのアクセス（P.251）

[ インスタンス ] ページ全体の内容を確認するには、[ インスタンス ] 表の下部のス
テータス バーの右にある矢印をクリックして前後に移動します。ステータス バーの左
端のインジケータは、そのサーバによって管理されている全インスタンスのうち、こ
のページに表示されているインスタンスの数を示します。たとえば、「11 - 20 / 150」
と表示されている場合は、全 150 インスタンス中の 11 ～ 20 までのインスタンスが現
在ページに表示されていることを示します。

インスタンスの検索用クエリのセットアップ

VMware Help Desk の詳細検索機能を使用すると、ACE 2Management Server のデータ
ベースに対してクエリを実行して、特定の ACE インスタンスを見つけることができ
ます。

ACE インスタンスを検索するには、以下の手順を実行します。

1 [ インスタンス ] ページの左上部分にある [ 検索 ] をクリックします。[ 検索 ]
ウィンドウが表示されます。

2 データベースのクエリが実行されるときに適用される条件を指定します。クエリ
を実行するフィールドに任意のエントリを入力します。

アクティベート方法

（「アクティベート方法」とは、パスワードやアクティベーション キーなど、
アクティベーションのための方法を指します。該当するアクティベーション
方法がない場合は、この列には「N/A」と表示されます。）

アクティベート済み

アクティベーション解除済み

有効期間

ACE Master

パッケージ

ホスト名

ホスト IP アドレス

ゲスト名
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ゲスト IP アドレス

ゲスト MAC アドレス

[ カスタム列の名前 ]

カスタムで指定した列は、[ ゲスト MAC アドレス ] 条件のすぐ下に表示されます。

検索カテゴリに [ 完全一致のみ ] オプションを選択すると、カテゴリのフィール
ドに指定された値と完全に一致する値を持つインスタンスのみが検索結果に一覧
されます。完全一致の値は大文字と小文字が区別されます。

YYYY/MM/DD/ の形式で指定された日付

検索条件には、OR ではなく AND の処理が適用されます。

検索を保存するには、[ 詳細検索 ] ダイアログボックスの [ 名前を付けて保存 ]
フィールドに名前を入力します。保存された検索は各サーバの専用となります。
別のサーバのインスタンスビューに移動すると、そのサーバにも保存された検索
の固有セットがあります。保存された検索を編集または削除するには、[ 保存さ
れた検索 ] ドロップダウンリストで保存された検索の名前を選択してから [ オプ
ション ] ボタンをクリックします。 

3 検索フィールドのエントリを消去するには、[ 検索 ] ダイアログ ボックスで [ リ
セット ] をクリックします。

4 検索条件を指定したら、[ 検索 ] ボタンをクリックします。[ 検索 ] ダイアログ 
ボックスが閉じて、検索結果が表示されます。

5 すべてのインスタンスの一覧を表示するように更新する場合は、ウィンドウ左上
の [ すべてのインスタンスに戻る ] をクリックします。

6 インスタンス表で 1 ページにすべての結果一覧が表示されない場合は、表の右
下の [ 次へ ] 矢印をクリックすると結果一覧の次のページを表示できます。

インスタンスの再アクティベーション /アクティベーション解除

インスタンスを再アクティベーション / アクティベーション解除することによって、
インスタンスへのアクセスをただちに許可または拒否できます。

インスタンスを再アクティベーション / アクティベーション解除するには、インスタ
ンスの行を 1 回クリックしてそのインスタンスを選択してから、[ インスタンス ]

注意   [ ゲスト名 ]（Windows システムでのみ、インスタンスのカスタマイズ
中にユーザーのマシンで解決されるコンピュータ名）は、Help Desk の
ビューでは常に 15 文字以下で表示されます。ここでは NetBIOS 名が報告さ
れますが、名前の長さは最長 15 文字です。実際のコンピュータ名がこの制
限を越える長さである場合も、常に NetBIOS 名として表示されます。
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ページの左上の該当するアイコン（[ 再アクティベーション ] または [ アクティベー
ションの解除 ]）をクリックします。

アイコンをクリックすると、変更がただちに適用されます。

[ 再アクティベート ] をクリックして有効期限をリセット

期限切れになったインスタンスの有効期限の日付をリセットできます。インスタンス
行を選択して [ 再アクティベート ] をクリックし、ダイアログ ボックスで有効期限を
リセットして [OK] をクリックします。

コラム見出しによるインスタンスのソート

表のインスタンスの並べ替えやコラムの幅の変更を、以下のように行うことができ
ます。

選択したコラムの内容に応じて、リストをアルファベットまたは数字の昇順 / 降
順で並べ替えます。ソートの基準となる列のヘッダの右をクリックします。再び
クリックすると、逆の順序（昇順または降順）でソートが行われます。

コラムの境界線をクリックしてドラッグすることによって、コラムの幅を新しい
サイズに変更できます。

[ インスタンスの詳細 ] ページへのアクセス

インスタンスの詳細ページにアクセスするには、そのインスタンスの行をダブルク
リックします。また、この行を選択して [ インスタンス ] ページの左上の [ 詳細 ] ア
イコンをクリックできます。

[ インスタンスの詳細 ] ページ
[ インスタンスの詳細 ] ページでは、以下の作業を実行できます。

インスタンスの詳細の表示

インスタンスの再アクティベーション / アクティベーション解除

インスタンスの有効期限の再設定

コピー保護 ID の変更

パスワードの再設定

ネットワーク アクセスの詳細の表示

インスタンスの詳細の表示

インスタンスの一般的な詳細情報は、[ インスタンスの詳細 ] ページの上部に表示さ
れます。ページ内の他の部分には、インスタンスのカスタマイズ結果、ゲスト MAC
アドレス、およびさまざまなポリシー設定についての詳細が表示されます。取外し可
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能デバイスは、許可されるデバイスおよびブロックされるデバイスの詳細など、取外
し可能デバイスのポリシーの設定を示します。ネットワーク アクセス ポリシー設定
の表示については、「ネットワーク アクセスの詳細の表示（P.253）」を参照してくだ
さい。

インスタンスの再アクティベーション /アクティベーション解除

インスタンスを再アクティベーション / アクティベーション解除することによって、
インスタンスへのアクセスをただちに許可または拒否できます。

インスタンスを再アクティベーション / アクティベーション解除するには、[ インス
タンスの詳細 ] ページの左上で該当するアイコン（[ 再アクティベーション ] または
[ アクティベーションの解除 ]）をクリックします。アイコンをクリックすると、変
更がただちに適用されます。

インスタンスの有効期限の再設定

[ACE Master に指定された日付範囲を使用 ] のオン / オフの切り替え、[ 有効期間開始
日 ] および [ 有効期間終了日 ] の入力、または [ 無期限 ] のオン / オフの切り替えを行
うことによって、有効期限の日付を再設定できます。変更した有効期間を設定するた
めには、ページの左上にある [ 保存 ] ボタンをクリックする必要があります。

コピー保護 IDの変更

コピー保護 ID を変更して、ユーザーに対して移動 / コピーされたインスタンスの実
行を許可できます。[ コピー保護 ID] ボックスで英数字のストリングを選択し、それ
を新しいコピー保護 ID で置き換えます（通常、移動 / コピーされたインスタンスの
実行許可のリクエストをユーザーが送信し、そのリクエスト メッセージに新しい ID
が含まれています）。

[ コピー保護 ID] フィールドは常にアクティブになっているので、いつでも ID を変更
できます。

変更した ID を有効にするためには、ページの左上にある [ 保存 ] ボタンをクリック
する必要があります。

パスワードの再設定

認証（ユーザー指定）パスワードを持つインスタンスの場合は、[ パスワードの再設
定 ] をクリックして新しいパスワードを指定することで、パスワードを再設定できま
す。パスワードの文字数が 1 文字以上であることを確認してください。再設定した
新しいパスワードは、電子メール メッセージでユーザーに送信する必要があります。

要注意   [ コピー保護 ID] フィールドでアクティブなインスタンスに対して変更を加え
た場合は、ID を変更すると元のインスタンスを実行できなくなる旨の警告メッセー
ジが表示されます。
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パスワード ダイアログ ボックスで [OK] をクリックすると、変更内容がただちに適用
されます。

ネットワーク アクセスの詳細の表示

[ ゾーン ]（[ ゾーン ] が [ すべての場所 ] または [ 他のすべての場所 ] 以外の場合。こ
れらのゾーンは詳細な定義を必要としません）、[ ホスト アクセス ]、または [ ゲスト 
アクセス ] の下のリンクをクリックすると、そのゾーンまたはそのタイプのネット
ワーク アクセスの [ ゾーン ] または [ ルールの詳細 ] ページが表示されます。

ACE インスタンスの状態の保存
ACE 2 では、以下の 2 つの方法で ACE インスタンスの状態を保存できます。

サスペンドとレジューム

スナップショット

これらの機能については、『Workstation ユーザー マニュアル』を参照してください。
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インスタンス ビューでは、特定の ACE 2Management Server によって管理されている
すべてのインスタンスを、一元的に管理できます。サマリ表には、インスタンスの状
態（アクティブ、無効、またはポリシー違反によるブロック状態）およびインスタン
スの有効期限のほか、そのインスタンスをアクティベーションしたユーザー、そのイ
ンスタンスの ACE Master、パッケージ名、ゲスト名と IP アドレス、およびホスト名
などの数多くの詳細情報が表示されます。

表内のインスタンスを選択して、そのインスタンスのアクティベーション解除や再ア
クティベーションを実行できます。また、各インスタンスの詳細ビューを開いて、そ
のインスタンスの一般的な統計情報やポリシー設定を表示できます。

このセクションに記載されているトピックは、以下のとおりです。

サーバにより管理されている全インスタンスのビューを開く（P.256）

インスタンスの検索用クエリの設定（P.256）

インスタンス表内の列の表示、非表示、移動、およびサイズ変更（P.258）

列の追加によるカスタム データベース フィールドの追加（P.258）

インスタンスの表のソート順の変更（P.259）

インスタンス ビューからのインスタンスのアクティベーション解除および再ア
クティベーション（P.260）

[再アクティベーション]のクリックによる期限切れのインスタンスの有効期限の
再設定（P.260）

詳細ビューの使用（P.260）

[ACE 2Management Server に接続 ] コマンドを使用してインスタンス ビューを開
く（P.263）

インスタンス ビュー 12
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サーバにより管理されている全インスタンスのビューを開く
サーバによって管理されている全インスタンスのビューを開くには、サイドバーでそ
のサーバをクリックします。インスタンス ビューの例を以下に示します。

インスタンスの状態は、以下の 3 種類のいずれかです。

アクティブ　インスタンスはアクティブです。すぐに使用することができます。

ポリシーによりブロック　インスタンスはアクティブですが、有効期限やコピー
保護などのポリシーに違反しているために、ブロックされています（実行できま
せん）。ブロックの理由についての詳細は、そのインスタンスを管理するサーバ
のログで確認できます。

アクティベーション解除済み　このインスタンスは、意図的にアクティベーショ
ン解除されています。再度使用するためには、再アクティベーションする必要が
あります。

有効期限は、インスタンス ビューの [ 有効期間開始日 ] および [ 有効期間終了日 ] 列
に表示されます。インスタンスに有効期限が設定されていない場合、これらの列には
日付が表示されません。

インスタンスの検索用クエリの設定
インスタンスのビューの詳細検索機能を使用すると、ACE 2Management Server の
データベースに対してクエリを実行して、特定の ACE インスタンスを見つけること
ができます。

ACE インスタンスを検索するには、以下の手順を実行します。

1 インスタンス ビューの [ 利用可能な ACE インスタンス ] ページで、右上にある
[ 検索 ] をクリックします。[ 詳細検索 ] ダイアログ ボックスが表示されます。

2 データベースのクエリが実行されるときに適用される条件を指定します。テキス
ト用のフィールドには任意のエントリを入力します。日付フィールドには、ポッ
プアップ表示されるカレンダーから日付を選択します。日付フィールドには、開
始日を指定して終了日を指定しないでおくことも可能です。

アクティベート方法
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アクティベート済み

アクティベーション解除済み

有効期間 

ACE Master

パッケージ

ホスト名

ホスト IP アドレス 

ゲスト名

[ ゲスト名 ]（Windows システムでのみ、インスタンスのカスタマイズ中に
ユーザーのマシンで解決されるコンピュータ名）は、インスタンスのビュー
では常に 15 文字以下で表示されます。NetBIOS 名はここに表示され、最大
長は 15 文字です。実際のコンピュータ名がこれより長い場合でも、名前は
常に NetBIOS 名として表示されます。 

ゲスト IP アドレス

ゲスト MAC アドレス

カスタム コラムに対してクエリを実行するには、[ カスタム値を表示 ] を選択し、
コラムで検索する値を指定します。

検索カテゴリに [ 完全一致のみ ] オプションを選択すると、カテゴリのフィール
ドに指定された値と完全に一致する値を持つインスタンスのみが検索結果に一覧
されます。完全一致の値は大文字と小文字が区別されます。

YYYY/MM/DD の形式で指定された日付。

検索条件には、OR ではなく AND の処理が適用されます。

検索を保存するには、[ 詳細検索 ] ダイアログボックスの [ 名前を付けて保存 ]
フィールドに名前を入力します。保存された検索は各サーバの専用となります。
別のサーバのインスタンスビューに移動すると、そのサーバにも保存された検索
の固有セットがあります。保存された検索を編集または削除するには、[ 保存さ
れた検索 ] ドロップダウンリストで保存された検索の名前を選択してから [ オプ
ション ] ボタンをクリックします。 

3 検索フィールドのエントリを消去するには、[ 詳細検索 ] ダイアログ ボックスで
[ リセット ] をクリックします。

4 検索条件の指定が完了したら、[ 検索 ] ボタンをクリックします。検索結果が表
示されます。ページの右下隅に表示されるインジケータには、[ 結果総数 [ 結果
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総数 ] 件中 [ 表示されている結果数 ] 件を表示 ]（たとえば、[ 結果総数 55 件中
24 件を表示 ]）と表示されます。

クエリは、Workstation ACE Edition のセッションが終了するまで保持されます。

クエリを消去するには、以下の手順を実行します。

1 インスタンス ビューで [ 検索 ] をクリックします。

2 [ 詳細検索 ] ダイアログ ボックスで [ リセット ] をクリックします。

3 [ 検索 ] をクリックします。

インスタンス表内の列の表示、非表示、移動、およびサイズ
変更

インスタンス ビューの表内の列を表示、非表示、および移動することができます。
また、列の幅を変更することもできます。

列の表示または非表示を切り替えるには、以下の手順を実行します。

列の見出し行を右クリックして、表示または非表示にする列を選択（チェック ボッ
クスをオン）または選択解除（チェック ボックスをオフ）します。非表示になって
いた列を表示すると、その列は表の右側に追加されます。

列を移動するには、以下の手順を実行します。

列の見出しをクリックして新しい位置にドラッグしてから、マウスのボタンを離し
ます。

列の幅を変更するには、以下の手順を実行します。

列の境界線の右端をクリックしてドラッグすることによって、列の幅を新しいサイズ
に変更できます。

列の追加によるカスタム データベース フィールドの追加
インスタンス ビューの表で最大 9 個のカスタム列を作成して、そのサーバが管理す
るインスタンスについて追加のカテゴリの情報を表示できます。

インスタンス ビューの表で、カスタム列の追加、削除、および名前変更を行うこと
ができます。

注意   列の設定（表示される列とその位置）は、ユーザーが操作する各サーバ ビュー
ごとに保存されます。あるサーバのビューを変更しても、開いている他のサーバの
ビューは変更の影響を受けません。
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カスタム列に表示する値を指定するには、インスタンスの詳細ビューに移動します。
「[ カスタム ] 詳細ビュー（P.263）」を参照してください。

カスタム列を追加するには、以下の手順を実行します。

1 列見出しの行で任意の場所を右クリックして、[ カスタム列の追加 ] を選択しま
す。[ カスタム列の名前 ] ダイアログ ボックスが表示されます。

2 新しい列の名前を [ 名前 ] テキスト ボックスに入力して、[OK] をクリックします。

カスタム列を削除するには、以下の手順を実行します。

カスタム列の見出しを右クリックして、コンテキスト メニューから [ 列の削除 ] を選
択します。

カスタム列の名前を編集するには、以下の手順を実行します。

1 カスタム列の見出しを右クリックして、コンテキスト メニューから [ タイトルの
編集 ] を選択します。

2 [ カスタム列の名前 ] ダイアログ ボックスの [ 名前 ] フィールドに新しい名前を
入力して、[OK] をクリックします。

インスタンスの表のソート順の変更
インスタンス表の行のソート順を変更することができます。

列のソート順を変更するには、以下の手順を実行します。

以下のいずれかを選択します。

ソートの基準に使用する列の見出しをクリックします。列見出しのセルの右に矢
印が表示され、現在のソート順が昇順と降順のどちらであるかが示されます。再
度クリックすると、ソート順が変更されます。

列の見出しを右クリックして、[ ソート ] を選択します。

注意   すでにカスタム列を 9 個追加している場合は、右クリック メニューの [ カスタ
ム列の追加 ] コマンドが淡色表示され、選択できません。新たに列を追加するには、
その前に既存の 9 個のカスタム列のいずれかを削除する必要があります。
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インスタンス ビューからのインスタンスのアクティベー
ション解除および再アクティベーション

アクティブなインスタンスをアクティベーション解除するには、以下の手順を実行し
ます。

1 ビューの右側のパネルでインスタンスをクリックして、そのインスタンスの行を
強調表示します。

2 ビューの左上にある [ アクティベーションの解除 ] アイコンをクリックします。

3 アイコンが淡色表示になっていることを確認します。

アクティベーション解除されたインスタンスを再アクティベーションするには、以下
の手順を実行します。

1 ビューの右側のパネルでインスタンスをクリックして、そのインスタンスの行を
強調表示します。

2 ビューの左上にある [ 再アクティベーション ] アイコンをクリックします。

3 アイコンが淡色表示となっていないことを確認します。

[ 再アクティベーション ] のクリックによる期限切れのイン
スタンスの有効期限の再設定

インスタンス ビューで、期限切れのインスタンスに対して有効期限を再設定できま
す。インスタンスの行を選択して [ 再アクティベーション ] をクリックし、ダイアロ
グ ボックスで有効期限を再設定して [OK] をクリックします。

詳細ビューの使用
インスタンスの詳細ビューを開くには、以下の手順を実行します。

次のいずれかを実行してください。

ビューの右側のパネルでインスタンスの行をダブルクリックします。

ビューの右側のパネルでインスタンスをクリックしてそのインスタンスの行を強
調表示し、ビューの左上にある [ 詳細 ] アイコンをクリックします。

注意   <Ctrl> や <Shift> を押しながらクリックして複数のインスタンスを選択し、そ
れらのインスタンスを一度に再アクティベーションまたはアクティベーション解除す
ることができます。
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[ 全般 ] 詳細ビュー
[ 全般 ] 詳細ビューには、以下のようなインスタンスの統計情報が表示されます。

インスタンスの番号、アクティベーションしたユーザー、およびアクティベー
ション状態

ACE Master 名とパッケージ名

アクティベーション / アクティベーション解除の日付

有効期限および期間 

ゲスト名、IP アドレス、および MAC アドレス

ホスト名と IP アドレス

 

インスタンスのアクティベーション /アクティベーション解除、または有効期限の再
設定を行うには、以下の手順を実行します。

1 インスタンスをアクティベーションまたはアクティベーション解除するには、
[ 再アクティベーション ] または [ アクティベーションの解除 ] ボタンを押し
ます。
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2 インスタンスの有効期限を再設定するには、[ACE Master に指定された日付範囲
を使用 ] チェック ボックスをオンまたはオフにするか、[ 有効期間開始日 ] およ
び [ 有効期間終了日 ] ドロップダウン リストで日付を選択します。インスタンス
を期限切れにさせたくない場合は、[ 無期限 ] チェック ボックスをオンにします。

3 必要な変更を行ったら、[OK] をクリックしてください。

[ ポリシー ] 詳細ビュー
[ ポリシー ] 詳細ビューには、そのインスタンスに関する、以下のような現在のポリ
シー情報が表示されます。

そのインスタンスが前回サーバからポリシーを取得した日時

現在のポリシーの値（ネットワーク アクセス テーブルおよび取外し可能デバイ
スのリストを含む）

コピー保護 ID
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このACE インスタンスのパスワードを再設定するには、以下の手順を実行します。

1 [ パスワードの再設定 ] を押します。[ パスワード ] ダイアログ ボックスが表示さ
れます。

2 最初のテキスト ボックスにパスワードを入力し、確認のために 2 番目のテキス
ト ボックスにパスワードを再入力します。[OK] をクリックします。

ACE インスタンスのコピー保護 IDを変更するには、以下の手順を実行します。

1 [ コピー保護 ID] ボックスで、英数字のストリングを選択します。

2 古い ID の上に、新しい ID を上書き入力してその後、[OK] をクリックします。
（通常、ユーザーが、移動またはコピーされたインスタンスの実行許可のリクエ
ストと共に、新しい英数字のストリングを管理者に提供します。）

[ コピー保護 ID] フィールドは常にアクティブとなっており、必要な場合にはいつで
も ID を変更できます。

アクティブなインスタンスの [ コピー保護 ID] ボックスの内容を変更した場合は、ID
を変更するとオリジナルのインスタンスが実行できなくなることを知らせる警告が表
示されます。

[ カスタム ] 詳細ビュー
[ カスタム ] 詳細ビューには、作成したカスタム列の値が表示されます。

カスタム列の値を指定するには、以下の手順を実行します。

1 インスタンス ビューの表で、値を設定する必要のあるカスタム列を持つインス
タンスの行をクリックします。

2 [ 詳細 ] アイコンをクリックします。

3 [ 詳細 ] ビューで、[ カスタム ] タブをクリックします。

4 各カスタム列ごとに、該当するテキスト ボックスにストリング値を入力します。
エントリには、文字や形式の制約はありません。フィールドを空白のままにする
こともできます。

5 値の追加と編集が完了したら、[OK] をクリックします。

[ACE 2Management Server に接続 ] コマンドを使用してイ
ンスタンス ビューを開く

特定の ACE 2Management Server のインスタンス ビューを開くには、Workstation 
ACE Edition インターフェイスのサイドバーにある [ 最近使った ACE 2Management 
Server] のリストでサーバをクリックします。
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対象のサーバがリストに表示されていない場合は、[ ファイル ] - [ACE Management 
Server に接続 ] を選択します。ダイアログ ボックスにサーバのアドレスとポート番号
を入力して、[OK] をクリックします。

サーバ接続を開く方法には、[ACE 2Management Server に接続 ] コマンドを使用する
以外に、次の方法があります。

新しい Master を作成してサーバに割り当てる

すでにサーバに割り当てられている既存の Master を開く

既存の仮想マシンを開き、その仮想マシンをクローンして新しい Master を作成
し、その Master をサーバに割り当てる

これらのタスクについての詳細は、第 5 章「ACE Master の作成と構成（P.95）」を参
照してください。
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VMware ACE 2Management Server のデータベースは、ACE 2Management Server の
主要な構成オブジェクト（ACE、パッケージ、インスタンス、アクセス ポリシー、
ランタイム ポリシー、およびイメージのカスタマイズ設定などのユーザー別データ
を含むユーザー データ）のテーブルで構成されています。管理者やユーザーのアク
ションはデータベースの Event テーブルに監査ログとして記録され、発生する可能
性のあるイベント タイプは EventType テーブルに一覧されています。この付録で
は、データベースに格納されているデータの形式と、データへの最適なアクセス方
法について説明します。

大規模なインストール ベースでは、VMware ACE Server データベースと一緒にサード 
パーティ製のデータベース管理ツールやレポート作成ツールを使用することがありま
す。VMware Workstation ACE Edition では現在のシステム状態を調査するための強力
なツール（[ インスタンスの詳細なクエリ ] ダイアログなど）を備えていますが、
Crystal Reports などのレポート作成ツールを使用すると、システム状態に関するカス
タムのレポートを作成できます。また、レポート作成ツールを使用すると、Event
テーブルに格納される管理者やユーザーのアクションの監査証跡を調査できます。た
とえば、最新の変更済み ACE ポリシー セットに対してアップデートされていない
ACE ポリシーを含むアクティブなインスタンスがないかどうかを検索したり、認証
の失敗が多発していないかどうかを検索したりすることが可能です。

付録 : VMware ACE 2Management 
Server のデータベース スキーマの使用
と監査イベント ログのデータのクエリ
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VMware ACE 2Management Server のデータベース スキーマ

図 A-1 に、VMware ACE 2Management Server のデータベース スキーマを示します。

要注意   データベースに格納されるデータは、RDBMS のアクセス コントロール メカ
ニズムによって保護されます。レポート作成ツールで使用するデータベース ユー
ザー アカウントに対しては、データへの必要以上に高いアクセス レベルを許可しな
いように注意してください。必要以上に高いアクセス レベルを許可すると、
VMware ACE システムのセキュリティが脅かされる可能性があります。たとえば、レ
ポート作成ツールでは通常、データベースへの書き込みアクセス権は不要です。代わ
りに、そのレポート作成ツール用に読み取り専用の独立したアカウントを作成できま
す。また、ユーザーのパスワード、インスタンスのカスタマイズに関するデータ（ド
メイン管理者のログオン情報が含まれる可能性があります）、インスタンスのディス
クの暗号化キーなど、機密情報が含まれるデータベース フィールドへの読み取りア
クセスは許可しないようにしてください（後続のセクションのスキーマを参照してく
ださい）。内蔵の SQLite データベースは認証をサポートしていないため、アクセスは

「すべて許可、またはすべて拒否」というファイル ベースのセキュリティによっての
み保護されます。
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図A-1  データベース スキーマ図

,



VMware ACE 管理者マニュアル

268 VMware, Inc.  

データベース スキーマ スクリプトを以下に記載します。

/* サービス情報の名前 /値ペア（例：DBスキーマのバージョン番号）*/
CREATE TABLE PolicyDb_MetaInfo (
  name VARCHAR(128),                        /* 名前 /値ペアの名前 */
  value VARCHAR(1024),                      /* 名前 /値ペアの値 */
  PRIMARY KEY(name));

/* このテーブルはゲストおよびホストのポリシー セットのデータ（2Kのチャンクに分割）を保持
します */

/* キーのフィールドをインデックス順にすべて選択し、ストリングを一緒に追加して、 */
/* ポリシー セットを復元します */
CREATE TABLE PolicyDb_LongField (
  longFieldKey VARCHAR(128),                /* longフィールドの系列の固有 ID */
  longFieldIndex INTEGER,                   /* 系列のインデックス */
  longFieldValue VARCHAR(2000), /* フィールドの値チャンクは最大 2000文字 */
  sessionExpires VARCHAR(21), /* セッション BLOB格納用のオプションのフィールド */
  PRIMARY KEY (longFieldKey, longFieldIndex));

/* ACE Masterデータ */
CREATE TABLE PolicyDb_Ace (
  aceUID VARCHAR(128),                      /* 固有 ID（プライマリ キー） */
  aceName VARCHAR(128),                     /* この ACEの名前 */
  activePolicySetVersion INTEGER NOT NULL,  /* アクティブ RTポリシーに対するソフト外部

キー */
  aceTsCreated VARCHAR(21) DEFAULT 0 NOT NULL,   /* 作成時のタイムスタンプ */
  aceTsLastModified VARCHAR(21) DEFAULT 0 NOT NULL,  /* 最終更新時のタイムスタンプ */
  deleted VARCHAR(7) DEFAULT 'FALSE',       /* このエントリが削除（廃棄）されたか */
  PRIMARY KEY(aceUID));

/* パッケージ データ */
CREATE TABLE PolicyDb_Package (
  packageUID VARCHAR(128),                  /* 固有 ID（プライマリ キー）*/
  aceUID VARCHAR(128) NOT NULL,             /* 所属先の ACE */
  pkgName VARCHAR(128),                     /* UIとして表示される名前 */
  pkgUseValidDates VARCHAR(7) 
     DEFAULT 'FALSE' NOT NULL,              /* 有効期限を使用、または常に有効 */
  pkgValidDateStart VARCHAR(21) NOT NULL,   /* パッケージの有効期限開始日。*/
  pkgValidDateEnd VARCHAR(21) NOT NULL,     /* パッケージの有効期限終了日。*/
  pkgDisabled  VARCHAR(7) DEFAULT 'FALSE' NOT NULL,  /* パッケージが無効化されているか */
  pkgProtectionKey VARCHAR(1024), /* パッケージの配布に使用されるキー */
  pkgPreview VARCHAR(7) DEFAULT 'FALSE' NOT NULL, /* プレビュー パッケージか */
  pkgTsCreated VARCHAR(21) DEFAULT 0 NOT NULL,   /* 作成時のタイムスタンプ */
  pkgTsLastModified VARCHAR(21) DEFAULT 0 NOT NULL, /* 最終更新時のタイムスタンプ */
  deleted VARCHAR(7) DEFAULT 'FALSE',       /* このエントリが削除（廃棄）されたか */
  PRIMARY KEY(packageUID),
  FOREIGN KEY(aceUID) REFERENCES PolicyDb_Ace(aceUID));
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/* Access Controlオブジェクトのデータ（ACE Masterに関連付けられた、リストの単一項目）*/
CREATE TABLE PolicyDb_Access (
  accessPK VARCHAR(128),                    /* 固有 ID（プライマリ キー）*/
  aceUID VARCHAR(128), /* このアクセス ポリシーの対象の ACE（FK）*/
  identityData VARCHAR(128),                /* 内部表記、AD統合を使用する場合の SID、*/
                                            /* トークンの値がここに格納される。*/
  accVersion INTEGER NOT NULL,              /* Accessオブジェクトのバージョン番号 */
  identityType INTEGER NOT NULL,            /* ADユーザー、グループ、またはトークンの

値 */
  identityName VARCHAR(128), /* AD統合を使用する場合の UIに表示されるユー

ザー /グループ名 */
  accUseInstanceLimit VARCHAR(7) 
     DEFAULT 'FALSE' NOT NULL, /* この IDに対してインスタンス数を制限するか ? */
  accInstanceLimit INTEGER NOT NULL,        /* 許可される ACEインスタンスの最大数 */
  accTsCreated VARCHAR(21) DEFAULT 0 NOT NULL,   /* 作成時のタイムスタンプ */
  accTsLastModified VARCHAR(21) DEFAULT 0 NOT NULL,  /* 最終更新時のタイムスタンプ */
  deleted VARCHAR(7) DEFAULT 'FALSE',       /* このエントリが削除（廃棄）されたか */
  PRIMARY KEY(accessPK),
  FOREIGN KEY(aceUID) REFERENCES PolicyDb_Ace(aceUID));

/* ACE Instanceオブジェクトのデータ */
CREATE TABLE PolicyDb_Instance (
  instanceUID VARCHAR(128),                 /* VMインスタンス ID（プライマリ キー）*/
  packageUID VARCHAR(128) NOT NULL,         /* 所属先のパッケージ */
  aceUID VARCHAR(128) DEFAULT '' NOT NULL,  /* 所属先の ACE Master */
  creatorIdName VARCHAR(128) NOT NULL, /* アクティベーションしたユーザーの表示名 */
  creatorIdData VARCHAR(256), /* アクティベーションしたユーザーの完全修飾名 */
  creatorAuthType INTEGER NOT NULL, /* アクティベーション時のアクセス チェックの種類 */
  activationDate VARCHAR(21) NOT NULL, /* アクティベーションされた日時 */
  lastPolicyCheck VARCHAR(21) NOT NULL, /* Playerがサーバに対して最後に呼び出しを行った

日時 */
  revocationDate VARCHAR(21) NOT NULL, /* インスタンスがアクティベーション解除された日時 */
  replacementDate VARCHAR(21) NOT NULL, /* コピー保護が理由で置き換えられた日時 */

/* ポリシー      */
  inheritsExpiration 
     VARCHAR(7) DEFAULT 'FALSE' NOT NULL,   /* ACEポリシー セットからの有効期限情報を

使用 */
  insUseValidDates 
     VARCHAR(7) DEFAULT 'FALSE' NOT NULL,   /* 有効期限を使用、または常に有効 */
  insValidDateStart VARCHAR(21) NOT NULL,   /* インスタンスの有効期限開始日 */
  insValidDateEnd VARCHAR(21) NOT NULL,     /* インスタンスの有効期限終了日 */
  insPassword VARCHAR(128),                 /* ADを使用しない場合のログイン パスワード */
                                            /* このインスタンスの認証用 */
  hostName VARCHAR(128), /* VMが稼働しているホスト PCの名前 */
  hostIp VARCHAR(128), /* VMが稼働しているホストの IPアドレス */
  insProtectionKey VARCHAR(1024),           /* インスタンスの VMディスクの暗号化キー */
  copyProtectionId VARCHAR(1024),           /* コピーの場所を格納 */
  insPreview VARCHAR(7) DEFAULT 'FALSE' NOT NULL, /* プレビュー インスタンスか */
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  guestIpAddress VARCHAR(128) DEFAULT '',   /* レポートされた VMの IPアドレス */
  guestMacAddress VARCHAR(128) DEFAULT '',  /* 割り当てられた VMの MACアドレス */
  guestMachineName VARCHAR(128) DEFAULT '', /* ゲスト（VM）OSのホスト名 */
  guestConfigStatus INTEGER DEFAULT 0,      /* ゲストの自動構成の */
                                            /* 実行状況 */
  guestConfigMsg VARCHAR(512),              /* ゲストの自動構成のメッセージ */
  insTsCreated VARCHAR(21) DEFAULT 0 NOT NULL,   /* 作成時のタイムスタンプ */
  insTsLastModified VARCHAR(21) DEFAULT 0 NOT NULL,  /* 最終更新時のタイムスタンプ */
  deleted VARCHAR(7) DEFAULT 'FALSE',       /* このエントリが削除（廃棄）されたか */
  insCustom1 VARCHAR(255),                  /* ユーザー定義フィールド */
  insCustom2 VARCHAR(255),                  /* ユーザー定義フィールド */
  insCustom3 VARCHAR(255),                  /* ユーザー定義フィールド */
  insCustom4 VARCHAR(255),                  /* ユーザー定義フィールド */
  insCustom5 VARCHAR(255),                  /* ユーザー定義フィールド */
  insCustom6 VARCHAR(255),                  /* ユーザー定義フィールド */
  insCustom7 VARCHAR(255),                  /* ユーザー定義フィールド */
  insCustom8 VARCHAR(255),                  /* ユーザー定義フィールド */
  insCustom9 VARCHAR(255),                  /* ユーザー定義フィールド */
  PRIMARY KEY(instanceUID),
  FOREIGN KEY(packageUID) REFERENCES PolicyDb_Package(packageUID),
  FOREIGN KEY(aceUID) REFERENCES PolicyDb_Ace(aceUID));

/* MACアドレス プール（将来使用するために予約済み）*/
CREATE TABLE PolicyDb_MacPool (
  macPoolUID VARCHAR(128),                  /* プライマリ キー */
  aceUID VARCHAR(128) NOT NULL,             /* この MACプールが使用される ACE */
  macPoolName VARCHAR(128),                 /* ユーザーに表示される名前 */
  description VARCHAR(128),                 /* MACプールの名前および説明 */
  rangeStart VARCHAR(21) NOT NULL,          /* MACプールの開始アドレス */
  rangeEnd VARCHAR(21) NOT NULL,            /* MACプールの終了アドレス */
  lastAssigned VARCHAR(21) NOT NULL,        /* 最後に割り当てられたアドレス */
  mplTsCreated VARCHAR(21) DEFAULT 0 NOT NULL,   /* 作成時のタイムスタンプ */
  mplTsLastModified VARCHAR(21) DEFAULT 0 NOT NULL, /* 最終更新時のタイムスタンプ */
  deleted VARCHAR(7) DEFAULT 'FALSE',       /* このエントリが削除（廃棄）されたか */
  PRIMARY KEY(macPoolUID),
  FOREIGN KEY(aceUID) REFERENCES PolicyDb_Ace(aceUID));
/* インスタンスのカスタマイズ データ */
CREATE TABLE PolicyDb_UserData (
  userDataPK VARCHAR(516),                  /* プライマリ キー */
  aceUID VARCHAR(128), /* このユーザー データが定義されている ACE */
  packageUID VARCHAR(128), /* このユーザー データが使用されているパッケージ */
  activator VARCHAR(128),                   /* ユーザー */
  udataName VARCHAR(128),                   /* ユーザー データ エントリ名 */
  udataType INTEGER NOT NULL,               /* 日付の属性 */
  udataValue VARCHAR(2048),                 /* ユーザー データ エントリの値 */
  udtTsCreated VARCHAR(21) DEFAULT 0 NOT NULL,   /* 作成時のタイムスタンプ */
  udtTsLastModified VARCHAR(21) DEFAULT 0 NOT NULL,  /* 最終更新時のタイムスタンプ */
  deleted VARCHAR(7) DEFAULT 'FALSE',       /* このエントリが削除（廃棄）されたか */
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  FOREIGN KEY(aceUID) REFERENCES PolicyDb_Ace(aceUID),
  FOREIGN KEY(packageUID) REFERENCES PolicyDb_Package(packageUID),
  PRIMARY KEY(userDataPK));

/* ACE Masterのポリシー セット */
CREATE TABLE PolicyDb_RuntimePolicy (
  aceUID VARCHAR(128),                      /* 所属先の ACE */
  policyVersion INTEGER, /* この ACEの RTポリシーのバージョン */
  clientPolicyData VARCHAR(2000),           /* ゲスト OSのランタイム ポリシー */
  clientPolicyDataExtKey VARCHAR(128), /* 長すぎる場合は LongFieldテーブルに格納 */
  hostPolicyData VARCHAR(2000),             /* ホスト OSのランタイム ポリシー（NQ）*/
  hostPolicyDataExtKey VARCHAR(128), /* 長すぎる場合は LongFieldテーブルに格納 */
  expirationType INTEGER NOT NULL,          /* 有効期限のタイプ（enum） */
  expValue_1 VARCHAR(21) NOT NULL,          /* 有効期限の値（タイプに応じて変化）*/
  expValue_2 VARCHAR(21) NOT NULL,          /* 有効期限の値（タイプに応じて変化）*/
  cacheLifetime VARCHAR(21) NOT NULL,       /* サーバへのアクセスなしで使用できる期間 */
  rtpInstType INTEGER NOT NULL, /* インスタンス化の認証チェックのタイプ */
  rtpAuthType INTEGER NOT NULL,             /* ランタイムの認証チェックのタイプ */
  rtpUseInstanceLimit VARCHAR(7) 
     DEFAULT 'FALSE' NOT NULL, /* この ACEに対してインスタンス数を制限するか ? */
  rtpInstanceLimit INTEGER NOT NULL,        /* 許可される ACEインスタンスの最大数 */
  rtpUsePerUserInstanceLimit VARCHAR(7) 
     DEFAULT 'FALSE' NOT NULL,              /* ユーザーあたりのインスタンス数を制限

するか ? */
  rtpPerUserInstanceLimit INTEGER NOT NULL, /* ユーザーあたりの ACEインスタンスの最大数 */
  copyPolicy INTEGER DEFAULT 0 NOT NULL,    /* VMインスタンスがコピーされた場合の動作 */
  published VARCHAR(7) DEFAULT 'FALSE' NOT NULL,/* 公開済みポリシー（更新はロックされて

いる）*/
  rtpTsCreated VARCHAR(21) DEFAULT 0 NOT NULL,   /* 作成時のタイムスタンプ */
  rtpTsLastModified VARCHAR(21) DEFAULT 0 NOT NULL,  /* 最終更新時のタイムスタンプ */
  deleted VARCHAR(7) DEFAULT 'FALSE',       /* このエントリが削除（廃棄）されたか */
  PRIMARY KEY (aceUID, policyVersion),
  FOREIGN KEY(aceUID) REFERENCES PolicyDb_Ace(aceUID));

/* ACE Management Server情報 - 将来使用するために予約済み */
CREATE TABLE PolicyDb_AcescServer (
  serverHostname VARCHAR(128),              /* サーバ コンピュータのホスト名 */
  serverPort INTEGER, /* サーバが待機している TCPポート番号 */
  secure VARCHAR(7) DEFAULT 'FALSE' NOT NULL,  /* HTTPSが有効化されているかどうか */
  sslCertificateExtKey VARCHAR(128),        /* SSL証明書データ、格納されている */
                                            /* LongFieldテーブルへのキー */
  sslCertificateChainExtKey VARCHAR(128),   /* SSL証明書チェーンのデータ、*/
                                            /* 格納されている LongFieldテーブルへのキー */
  PRIMARY KEY (serverHostname, serverPort));

/* 監査イベント ログのイベント タイプのルックアップ テーブル */
CREATE TABLE PolicyDb_EventType (
  eventType INTEGER,                       /* イベント タイプ コード（PK）*/
  eventMessage VARCHAR(1024), /* このイベント タイプの表示可能メッセージ */
  eventCategory INTEGER,                   /* イベント カテゴリ コード */
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  eventCategoryName VARCHAR(128),          /* イベント カテゴリの表示可能名 */
  eventLogLevel INTEGER,                   /* イベント ログのレベル */
  PRIMARY KEY (eventType));

/* 監査イベント ログのデータ */
CREATE TABLE PolicyDb_Event (
  eventUID INTEGER, /* テーブルのプライマリ キー（順次）*/
  eventTs VARCHAR(21), /* イベントが作成されたタイムスタンプ（マイクロ秒
単位）*/

  loginName VARCHAR(128),                  /* アクティベーションしたユーザーのログイン 
ユーザー名 */

  aceUID VARCHAR(128),                     /* イベントの影響を受ける ACEの UID */
  packageUID VARCHAR(128),                 /* イベントの影響を受けるパッケージの UID */
  instanceUID VARCHAR(128), /* イベントの影響を受けるインスタンスの UID */
  policyVersion INTEGER, /* イベントの影響を受ける ACEポリシーのバージョン */
  eventCategory INTEGER, /* EventTypeで定義されたイベント カテゴリ */
  eventType INTEGER,                       /* EventTypeで定義されたイベント タイプ */
  sessionID VARCHAR(128),                  /* ACE Serverのセッション ID */
  clientIP VARCHAR(128), /* クライアント マシンの IPアドレス（予約済み）*/
  serverIP VARCHAR(128), /* ACE Serverの IPアドレス（予約済み） */
  turnaroundTime VARCHAR(21),              /* サーバ側の実行時間（ミリ秒）*/
  handlerName VARCHAR(128), /* ClientLibハンドラの名前（デバッグ）*/
  returnCodeText VARCHAR(128), /* クライアントに返されたテキスト エラー コード */
  messageParams VARCHAR(1024),             /* タブ区切り形式のイベント データ リスト */
  prevEventUID INTEGER UNIQUE,             /* 以前に記録されたイベントの UID */
  eventSignature VARCHAR(128), /* サーバ キーにより署名された、イベントの署名 */
  FOREIGN KEY(eventType) REFERENCES PolicyDb_EventType(eventType),
  FOREIGN KEY(prevEventUID) REFERENCES PolicyDb_Event(eventUID),
  PRIMARY KEY (eventUID));

データベース スキーマに関して、以下の点に注意してください。

システムの内部情報やインデックスが格納される一部のテーブルは、リストされ
ていません。

ブール値は、TRUE または FALSE というストリング型の値として格納されます。

タイムスタンプは、1970 年 1 月 1 日の 12:00AMから起算したマイクロ秒数を表わ
す、10 進形式の 64 ビット数値ストリングとして格納されます。

他の日付/時刻は、1970年1月1日の12:00AMから起算した秒数を表わす10進形式
のストリングとして格納されます。

ACE、パッケージ、インスタンス、アクセス、およびユーザー データの各レコー
ドはデータベースからは削除されません。代わりに、削除済みフィールドが
TRUE に設定され、削除済みとしてマークされます。これにより、監査を行う場
合に以前の情報を調査できます。
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ACEポリシー セットのゲストOSおよびホストOSの部分は、長さが2000バイト未
満の場合は、PolicyDb_RuntimePolicy テーブル内のそれぞれのフィールドにスト
リングとして格納されます。ポリシー コンポーネントの長さが 2000 バイト以上
の場合は、ストリングが 2000 バイトのチャンクに分割されて
PolicyDb_LongField テーブルに格納されます。この場合、RuntimePolicy テーブ
ル内のそれぞれの ExtKey フィールドの値には、LongField テーブル内の対応する
ストリングの系列をポイントする外部キーが含まれます（テーブルの定義の注記
を参照してください）。

監査イベント ログのデータのクエリ
ACE Server コンポーネントでは、サーバによって実行されたすべてのトランザクショ
ンの監査記録を作成できます。管理者はこのシステムを使用して、使用状況、セキュ
リティ違反、ポリシーのエラー、パフォーマンスなどを監視できます。

ACE Server コンポーネントのイベント ログ インフラストラクチャは、処理時にパ
フォーマンスが大幅に低下してシステムに影響を及ぼすことなく、必要に応じて詳細
なロギングを提供できる十分な柔軟性を備えています。

イベント ログ メカニズムでは十分な情報が収集され、次のような疑問への回答を得
ることができます。

どのユーザーがインスタンス X をアクティベーションしたか。

インスタンス X はいつアクティベーションされたか。

どのユーザーがインスタンス X をアクティベーション解除したか。

どのユーザーがコピー保護ポリシーをオフにしたか。

ポリシーに対して、いつ、どのような変更が加えられたか。

どのユーザーが認証に失敗しているか。

このメカニズムでは、必ずしもこれらの疑問への回答を直接的に得られるわけではあ
りませんが、管理者に対して、イベント ログを参照してこれらの疑問への回答を得
ることのできる十分なデータを提供します。ログに記録されるデータは、以下の要件
を満たしています。

処理された各トランザクションについての詳細な情報を提供する。

複数のサーバを使用している場合に、イベント ログのデータの収集を一元化
する。

ログ情報の収集対象のトランザクション タイプを管理者が選択できる。

必要に応じて、収集するログ情報の量を増やしたり、減らしたりするように構成
できる。
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この監査記録の一部は、すでに本製品の他の機能において、目に見える形で使用さ
れています。たとえば、インスタンス ビューには、最後にポリシーの取得操作が行
われた日時や有効期限などが表示されます。イベント ログ メカニズムでは、たとえ
ば、どの管理者がどのポリシーを変更したか、どの管理者がどのインスタンスをア
クティベーション解除したか、どの管理者がこの ACE を削除したか、などの難しい
疑問点（または、通常は調べられることの少ない疑問点）に対する回答を得ること
ができます。

ログ エントリには、以下のデータが格納されます（PolicyDb_Event テーブル内の
フィールド）。

監査ログ イベント ID（PK）増分する整数

ログのタイムスタンプ（1970年1月1日12:00 AMから起算したマイクロ秒の値を、
10 進形式のストリングとして格納）

ログオン ユーザー名

影響を受ける ACE の UID（FK） 

影響を受けるパッケージ（FK） 

影響を受けるインスタンスの UID（FK） 

影響を受けるポリシー セットのバージョン 

イベント カテゴリ（Auth、AceAdmin、PkgAdmin、PolicyAdmin、InstAdmin） 

イベント タイプのコード（FK）　PolicyDb_EventType テーブルを参照

セッション ID（デバッグ）

受信 IP アドレス（将来使用するために予約済み） 

サーバ IP アドレス（将来使用するために予約済み）

処理にかかった時間（サーバで費やされた時間（マイクロ秒）） 

処理のハンドラ名（デバッグ）

戻りコードのテキスト（成功 / 失敗 / 特定のエラー） 

メッセージ パラメータ（タブ区切り形式のテキスト。以下を参照）

無許可でのレコードの削除や挿入を防ぐための、直前のイベントの UUID（ログ
の整合性）

レコードが変更されたかどうかを示すための、サーバ キーを使用したイベント 
レコードのハッシュ（ログの整合性） 

ACE、パッケージ、インスタンスの各 UID、およびポリシーのバージョンが、
ACE Server オブジェクトのスペース内でのログ イベントの「座標」を提供しま
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す。これは、システムの状態とイベントを関連付けるうえで役立ちます。管理者
は Crystal Reports などのデータベース クエリ ツールを使用して、たとえば、特
定の ACE に影響を及ぼしたすべての ACE 管理イベントを、そのイベントが作成
された時点から削除された時点まで追跡できます（これは、データベースからオ
ブジェクトを削除するのではなく、削除済みとしてマークを付けているために可
能となっています）。

あらゆるイベントに対して、すべて座標が存在するわけではありません。たとえば、
パッケージの有効期限の更新がログに記録される場合、インスタンスの UID フィー
ルドは設定されません。これは、パッケージ内の全インスタンスが影響を受けるため
です。

ログ イベント内のデータがデータベース内の他の場所で永続的に格納されており、
そのデータが不変のデータである場合は、ログ エントリ内には複製されません。た
とえば、新しいポリシーが公開された場合、ログ エントリではそのポリシー テキス
ト全体を組み込まずに、ポリシーのバージョン番号を参照します。これにより、必要
な場合には PolicyDb_ RuntimePolicy テーブルと PolicyDb_Access テーブルからイベ
ントの完全なデータを復元できます。

イベント タイプ コードはルックアップ テーブル PolicyDb_EventType に関連付けら
れています。このテーブルには、各イベント タイプごとのテキスト メッセージのテ
ンプレート、カテゴリ、およびイベントのログ レベルが含まれています。メッセー
ジには、パラメータのプレースホルダ（%s）が含まれている場合があります。この
場合、ログ エントリのメッセージ パラメータ フィールドには、これらのパラメータ
の値のリスト（タブ区切り形式）が含まれます。たとえば、タイプ 4110 のインスタ
ンス管理イベントでは、メッセージは次のようになります。

4110 -> "Instance Set Guest Infoが要求されました。IPアドレス = %s、MAC
アドレス %s、構成メッセージ \"%s\"、マシン名 \"%s\"、構成ステータス %s"

また、メッセージ パラメータ フィールドは、以下のようになります。

10.17.0.3 00:0C:29:1A:2B:3C OK ACETest 0

実際のパラメータによって、メッセージ テンプレート内の %s プレースホルダが置き
換えられます。

現在のイベント タイプのリストを、図 A-2 に示します。このリストは、ACE Server
に新機能が追加されるに従って拡大します。

注意   ACE Server では、パスワードや暗号化キーなどの機密データはログに記録しま
せん。
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図A-2  イベント タイプ

ACE Server のイベント ログには、改ざん証拠機能が試験的に組み込まれています。
イベント ログ内のすべてのレコード（最初の 1 件を除く）には直前のイベントへの
固有の参照がなければならず、さらに、この機能はデータベースの外部キー / 固有制
約によって強化されています。後続の各レコードには値が 1 ずつ増分された固有 ID
が付けられるため、欠落しているレコードがある場合はすぐに分かります。データ
ベースへの直接アクセス権を持つユーザーがレコードを変更、追加、または削除する
場合には、そのユーザーは、直前のイベントのポインタか、残りのイベント レコー
ド内の他のデータのいずれかを変更する必要があります。各レコード内のデータは
サーバ キーによってハッシュ化され、eventSignature フィールドに格納されます。
ログ データの整合性は別のユーティリティを使用して検証できます。このユーティ
リティは、当社のサポートが提供します。

イベントのカテゴリ、カテゴリごとのイベント ロギングのレベルの構成、および古
いイベントの消去によるテーブル サイズの抑制については、「ACE 2Management 
Server セットアップ アプリケーションの使用（P.81）」の [ ログ ] ページのセクション
を参照してください。

,
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ACE 2Management Server
ACE インスタンスのアクティベーションと追跡、および ACE インスタンス用の
動的ポリシーのホスティングを行うために、ACE 管理者がオプションでインス
トールして使用できるサーバです。

ACE Master
ACE 管理者によって作成される仮想マシン テンプレートです。ACE Master にさ
まざまなポリシーやデバイスおよびパッケージ設定を構成し、これをベースとし
て使用して、ACE ユーザーに送信するパッケージを作成できます。

ACE インスタンス
ACE 管理者が作成し、仮想権利マネジメント（VRM）ポリシーへの関連付けを行
い、パッケージしてユーザーにデプロイする仮想マシンです。ACE インスタン
スは、ACE という短縮形で表記されます。

NAT（ネットワーク アドレス変換）
ACE インスタンスを外部ネットワークにつなぐネットワーク接続の一種です。
1 つしかない IP アドレスをホスト コンピュータが既に使用している場合に使用
します。NAT を使用する場合、ACE インスタンスは、外部ネットワーク上で独
自の IP アドレスを持ちません。代わりに、ホスト コンピュータ上に独立したプ
ライベート ネットワークがセットアップされます。ACE インスタンスは、その
ネットワーク上のアドレスを、VMware 仮想 DHCP サーバから取得します。
VMware NAT デバイスは、各 ACE インスタンスに送信されるデータ パケットを
的確に識別し、該当する仮想マシンに転送します。VMware NAT デバイスは、
各 ACE インスタンスに送られてくるデータ パケットを的確に識別し、該当す
る ACE インスタンスに送信します。

用語集
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Pocket ACE
ACE の機能の 1 つで、ACE 管理者はこれを利用して、USB キー、Apple iPod モ
バイル デジタル デバイス、またはポータブル ハード ドライブなどの取外し可能
デバイスに ACE インスタンスを配布できます。Pocket ACE インスタンスのユー
ザーは、デバイスをホスト コンピュータに接続してインスタンスを実行し、
セッションのデータを保存してからセッションを閉じ、デバイスを取り外すこと
ができます。その後、ユーザーはインスタンスを他のホスト コンピュータに移
動して、新たな移動先の場所で使用できます。

.vmxa
ACE Master の構成ファイルの拡張子です。

VMware Player 
ユーザーが ACE インスタンスを実行するために使用する、シンプルなアプリ
ケーションです。

VMware Tools 
ゲスト OS のパフォーマンスと機能性を向上させるユーティリティおよびドライ
バのパッケージです。VMware Tools の主な機能は、ゲスト OS の種類によって
多少異なりますが、SVGA ドライバ、マウス ドライバ、VMware Tools コント
ロール ページなどが含まれ、フォルダの共有、仮想ディスクの圧縮、ホストと
の時刻同期、VMware Tools スクリプト、および ACE インスタンスの実行中のデ
バイスの接続または切断といった機能をサポートします。

Workstation ACE Edition 
ACE パッケージの作成、デプロイ、更新、および ACE インスタンスの管理を行
うために、管理者が使用するプログラムです。従来の「VMware ACE Manager」
です。

アクティベーション
パッケージの保護および ACE インスタンスのランタイム認証ポリシーの設定を
含む、ACE インスタンスのセットアップ ステップの 1 つです。アクティベー
ションが正常に完了すると、パッケージされた仮想マシンは、ポリシーおよび他
の設定が適用されて ACE インスタンスとなります。アクセス コントロール ポリ
シーのアクティベーション設定によって、インストールされた ACE パッケージ
にアクセスしてこれを ACE インスタンスに変更できるユーザーが決まります。

「認証」も参照。

インスタンスのカスタマイズ
ACE インスタンスをカスタマイズして、他のすべてのインスタンスとは異なる
インスタンスにする作業を指します。インスタンスのカスタマイズ プロセスは、
Microsoft sysprep ユーティリティのアクションを自動化します。また、ACE 管理
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者に対して、企業の VPN ネットワークに対する ACE インスタンスの自動リモー
ト ドメイン参加プロセスのセットアップに必要な機能を提供します。

仮想ディスク 
通常はホスト ファイルシステム上に存在し、ゲスト OS には実際の物理ディスク 
ドライブとして認識される、ファイルまたはファイルのセットです。これらの
ファイルは、ホスト マシン上だけでなく、リモート ファイルシステム上にも作
成できます。仮想ディスクを持つ ACE Master を構成すれば、実際のディスクの
再パーティションやホストの再起動を行うことなく、新しいオペレーティング 
システムをディスク ファイルにインストールできます。

仮想ネットワーク エディタ 
ACE 2 によって作成された仮想ネットワークの設定を、ポイント アンド クリッ
ク操作で表示し、変更できるエディタです。[ 編集 ] メニューから起動できます。

仮想マシン 
ゲスト OS と関連アプリケーション ソフトウェアの実行が可能な、仮想化された
x86 PC 環境です。ポリシーおよびその他の設定が関連付けられた管理対象仮想
マシンは、ACE インスタンスと呼ばれます。

「ACE インスタンス」も参照。

仮想マシン構成 
仮想マシン（ACE インスタンス）内にどのような仮想デバイス（ディスク、メ
モリ サイズなど）が存在し、ホストのファイルやデバイスにどのように割り当
てられているかという仕様です。

仮想マシン構成ファイル 
ACE インスタンスの構成が含まれている、拡張子が .vmx のファイルです。
VMware Player は、仮想マシン構成ファイルを使用して特定の ACE インスタンス
を認識し、実行します。ACE Master の構成ファイルの拡張子は、.vmxa です。

「ACE インスタンス」および「ACE Master」も参照。

仮想マシン設定エディタ 
ポイント＆クリックで ACE Master の仮想マシン設定を表示し、変更できるエ
ディタです。[VM] メニューから起動できます。

「新規 ACE マスタウィザード」も参照。

管理対象ACE インスタンス
ACE 2Management Server によって管理される ACE インスタンスです。

「ACE 2Management Server」も参照。
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ゲストOS 
ACE インスタンス内で実行されるオペレーティング システムです。

「ホスト OS」も参照。

公開
ポリシーを公開（管理対象 ACE インスタンスにのみ適用されます）するには、
それらのポリシーを、ポリシー セットのライブ コピーの一部に含めます。公開
を行うと、ポリシーのワーキング コピーがライブ コピーに上書きされます。

「ポリシー」、「ポリシーのライブ コピー」、および「ポリシーのワーキング コ
ピー」も参照。

構成 
「仮想マシン構成ファイル」を参照。

サスペンド 
実行中の ACE インスタンスの現在の状態を保存するアクションです。サスペン
ドした ACE インスタンスを復元するには、レジューム機能を使用します。

「レジューム」も参照。

新規ACE マスタウィザード 
ACE Master の構成をポイント＆クリックで簡単に作成できる便利なインター
フェイスです。[ ファイル ] - [ 新規 ACE マスタ ] を選択して起動します。情報の
入力を求められ、ほとんどの場合は推奨されるデフォルト値が提示されます。終
了時には、ACE Master を定義するファイルを作成します。

「仮想マシン設定エディタ」も参照。

スタンドアロンACE インスタンス
ACE 2Management Server によって管理されない ACE インスタンスです。スタン
ドアロン ACE インスタンスのポリシーや他の設定に対する変更はすべて、管理
者がユーザーに更新を配布することによって行われます。

スナップショット 
スナップショットでは、ACE インスタンスの全ディスク上のデータの状態や、
インスタンスの電源状態（パワーオン、パワーオフ、サスペンド中）など、設定
時の ACE インスタンス（または ACE Master）の状態をそのまま記憶します。

認証
インスタンスの保護を含む、ACE インスタンスのセットアップ ステップの 1 つ
です。認証ステップが正常に完了すると、ユーザーはインスタンスを実行でき
ます。

「アクティベーション」も参照。
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ネットワーク アクセス 
ACE インスタンスのユーザーに許可するネットワーク アクセスを、詳細かつ柔
軟に管理できるポリシーです。ACE 2 のネットワーク アクセス機能では、パ
ケット フィルタリング ファイアウォールを使用することで、ACE インスタンス
やそのホスト システムからアクセスできるマシンやサブネットを厳密に指定で
きます。

パッケージ 
ユーザーに配布する、インストール可能なバンドルです。フル パッケージに
は、ACE Master 構成ファイル / 仮想ディスク ファイル / ポリシー、パッケージ 
インストーラ、および ACE Master 用のリソース ファイルが含まれます。また、
ACE インスタンスの実行に使用される VMware Player アプリケーションも含ま
れます。

パッケージ設定
[ インストール時に戻す ] や [ インスタンスのカスタマイズ ] の設定などの、パッ
ケージに関連付けられたルールおよび設定のセットです。これらの設定は、パッ
ケージ作成後には変更できません。パッケージ設定を変更するには、新たにパッ
ケージを作成する必要があります。

フル スクリーン モード
ACE インスタンスのディスプレイが画面全体に表示されるモードです。

ブリッジ ネットワーク 
ACE インスタンスとその他のマシンをつなぐネットワーク接続の一種です。ブ
リッジ ネットワークでは、ACE インスタンスはホストと同じ物理イーサネット 
ネットワーク上に存在するコンピュータとして認識されます。

「ホストオンリー ネットワーク」も参照。

プレビュー
管理者が使用できる操作および表示モードの 1 つで、ユーザーのマシン上で
ACE インスタンスを実行した場合の状態をプレビューするために使用します。
管理者はこの機能を使用することで、パッケージ作成およびデプロイのステップ
を行わずに、ポリシーや構成の設定の効果を確認できます。プレビュー モード
では、ポリシーのワーキング コピーが表示されます。

「ポリシーのワーキング コピー」も参照。

ホスト コンピュータ 
VMware Player ソフトウェアがインストールされている物理コンピュータです。
ACE インスタンスをホスティングします。
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ホストOS 
ホスト マシン上で実行される OS です。

「ゲスト OS」も参照。

ホストオンリー ネットワーク 
ACE インスタンスとホストをつなぐネットワーク接続の一種です。ホストオン
リー ネットワークの場合、ACE インスタンスは、通常はホストの外部には認識
されないプライベート ネットワーク上でホストに接続されます。同一ホスト上
の、ホストオンリー ネットワークで構成されている複数の仮想マシンは、同じ
ネットワーク上に存在することになります。

「ブリッジ ネットワーク」および「NAT（ネットワーク アドレス変換）」も参照。

ホットフィックス 
ユーザーのパスワードの再設定を行ったり、期限切れの仮想マシンを更新した
り、コピー保護機能が適用されている仮想マシンを新しい場所から実行できるよ
うにする、インストール可能なファイルです。

ポリシー 
ポリシーにより、ACE インスタンスの機能を制御します。ポリシーは、ポリ
シーエディタで設定します。

「ポリシーのライブ コピー」、「ポリシーのワーキング コピー」、および「新規
ACE マスタウィザード」も参照。

ポリシーのライブ コピー
現在デプロイされているポリシーのセットです。ACE ユーザーのマシン上のア
クティブな ACE インスタンスは、このセットを使用します。

ポリシーのワーキング コピー
ACE 管理者が、ポリシーの変更 / テストを行うために使用するポリシーを指しま
す。管理対象 ACE Master の場合、ポリシーのワーキング コピーには「公開され
ていない」ポリシーが含まれます。スタンドアロン ACE Master の場合、ポリ
シーのワーキング コピーには、まだパッケージ作成と配布が行われていないポ
リシーが含まれます。管理対象 ACE Master 用のポリシーのワーキング コピーに
変更を加えても、その ACE Master に関連する既存のインスタンスには影響しま
せん。

レジューム 
サスペンド状態の ACE インスタンスを復元する手続きです。ACE インスタンス
をレジュームすると、 アプリケーションはすべてサスペンドされた時と同じ状態
に回復します。

「サスペンド」も参照。
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最終更新日 : 2007 年 10 月 19 日

このドキュメントでは、VMware ACE 2.0.2 バージョンの『VMware ACE 管理者マニュ
アル』で更新された点について説明します。更新された説明、手順、および図表は
ページ番号別にまとめられており、ガイドでの変更箇所を簡単に見つけられます。こ
のドキュメントでは、変更が複数の連続したページにわたる場合、開始ページ番号だ
けを示します。

以下に、このドキュメントに記載されている『VMware ACE 管理者マニュアル』の更
新ページのリストを示します。

Pocket ACE インスタンスの実行に関する更新（P.293）

Pocket ACE インスタンスの実行に関する更新
「Pocket ACE インスタンスの実行（P.221）」で説明している Pocket ACE を閉じる手順
が変更されました。Pocket ACE を閉じるときの動作を必要に応じて選択できるよう
になりました。 

Pocket ACE を閉じるときの動作を設定するには、以下の手順を実行します。

1 [ ポリシーを編集 ] - [ ランタイムの環境設定 ] を選択します。

2 [ ランタイムの環境設定 ] ダイアログ ボックスの [Pocket ACE] セクションで、次
のオプションから選択します。

VMware ACE 管理者マニュアルの更新
VMware ACE 2
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ユーザーが選択する

ACE を閉じるときに、次のオプションから選択できる画面が表示されます。

シャットダウンして同期化
サスペンドして、このコンピュータとの接続を保持
詳細オプションを表示（サスペンドして同期化、最後の同期状態に戻す）

常に変更を同期する ( 終了時にパワーオフする )

このオプションを選択すると、仮想マシンがパワーオフし、変更がある場合
には仮想マシンが格納されているデバイスに同期されます。終了動作は自動
的に [ACE インスタンスをパワーオフする ] になります。

変更を同期しない (ACE はホストにリンクされたままの状態 )

このオプションを選択すると、仮想マシンはユーザーの設定に応じてサスペ
ンドまたはパワーオフされます。同期は行われません。Pocket ACE を閉じ
たときの状態に戻るには、同じコンピュータ上で仮想マシンを開く必要があ
ります。別のコンピュータ状で仮想マシンを開く場合は、前回に同期した状
態に戻ります。

常に変更を破壊する ( 終了時にパワーオフする )

このオプションを選択すると、同期は行われず、仮想マシンに行われた変更
は破棄されます。終了動作は自動的に [ACE インスタンスをパワーオフする ]
になります。

さらに、使用している仮想マシンでポリシー違反が発生した場合、その仮想マシンは
サスペンドされて、設定済みの Pocket ACE 終了ポリシーが適用されます。
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