本ノートをお読み下さい! View の設定がより簡単になります!
以下の言語でお読みいただけます:
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弊社は View 5.1 および以降のリリースに変更を行った関係で、従来と若干異なる View コンポー
ネントの構成が必要となります。本ノートは、View 5.1 または以降のリリースをインストールまたは
アップグレードする場合に起こる可能性のある潜在的なトラブルを防ぐのに役立ちます。
注: View 5.1 からそれ以降のリリースにアップグレードする場合、これらの構成手順は既に行っているはずです。これらのノートを使用して、View の設定を確認してください。
1)  View 5.1 または以降の接続サーバを古いバージョンにダウングレードすることはできません。
View 5.1 または以降のバージョンでは、View LDAP 構成は暗号化され、View の古いバージョンでは使用できません。
·	View 接続サーバ インスタンスを View 5.1 または以降のバージョンにアップグレード後は、
そのインスタンスを古いバージョンにダウングレードできません。
·	複製されたグループですべての View 接続サーバ インスタンスをアップグレード後は、
View の古いバージョンを実行する他のインスタンスを追加できません。
注: ダウングレードがサポートされたことはありませんでしたが、過去のリリースでは機能しました。
現在は機能しません。
2)  vCenter Server および View Composer ホストは、有効な SSL 証明書が必要です。
·	最適な選択肢: vCenter Server および View Composer に Certificate Authority (CA) が提供する証明書があることを確認します:
o	vCenter Server がインストールされている Windows Server で CA によって署名された SSL 証明書をインストールします。
o	View Composer で同じことを実行します。同じホストに View Composer と vCenter Server をインストールする場合、同じ証明書を使用できますが、各コンポーネントで
証明書を別々に構成する必要があります。
* View Composer のインストール前に証明書をインストールする場合、View Composer のインストール中に証明書を選択できます。
* デフォルトの証明書を後で置き換える場合、SviConfig ReplaceCertificate コマンドを実行して View Composer で使用されるポートに新しい証明書をバインドします。
o	新しい証明書の CA と任意の親 CA が、View 接続サーバ インスタンスがインス
トールされている各 Windows サーバによって信頼されていることを確認します。

·	代用: vCenter Server および View Composer を View に追加後、View Administrator の 
[検証] をクリックして View Composer のデフォルト証明書の拇印を受け入れてください。vCenter Server で同じことを実行します。
詳細情報: 『View インストール』 ガイドの「View Server 用の SSL 証明書の構成」を参照してください。
3)  セキュリティ サーバおよび View 接続サーバ ホストは、有効な SSL 証明書が必要です。
·	最適な選択肢: Windows Server ホストに View 接続サーバ インスタンスまたはセキュリティ サーバをインストール後、Windows Server 証明書ストアを開き、これらの手順を実行します: 
o	CA によって署名されクライアントが確認できる SSL 証明書をインポートします。
o	中間証明書とルート証明書を含むすべての証明書チェーンがインストールされていることを確認します。
o	証明書にプライベート キーがあり、そのキーをエクスポート可能としてマークすることを確認します。
o	vdm などの判別しやすい名前を証明書につけます。
·	代用: View Server インストーラで Windows Server 証明書ストアにデフォルトの証明書を作成します。この証明書は自己署名されており、View Administrator には無効と表示されます。
·	View 5.1 またはそれ以降のリリースにアップグレード: オリジナルの View Server に CA に
よって署名された SSL 証明書が既にある場合、何も行う必要はありません。アップグレート中に View は証明書を Windows Server 証明書ストアにインポートします。
オリジナルの View Server にデフォルトの証明書がある場合、View サーバをアップグレードし、上記の最適な選択肢に従ってください。
詳細情報: 『View インストール』ガイドの「View Server 用の SSL 証明書の構成」を参照してください。
4)  vCenter Server、View Composer、および View Server の証明書には、証明書失効リスト（CRL）が含まれている必要があります。
View は CRL なしで証明書を検証しません。
·	最適な選択肢: 必要に応じて以下の手順を実行します:
o	CRL を証明書に追加します。
o	アップデートした証明書を vCenter Server、View Composer、および View Server ホストの Windows 証明書ストアにインポートします。
·	代用: CRL チェックを制御するレジストリ設定を変更します。
詳細情報: 『View インストール』ガイドの「サーバ証明書の証明書失効チェックの構成」

注: 社内のインターネット アクセスでプロキシ設定を使用している場合、View 接続サーバ コンピュータがプロキシ設定を使用するように構成する必要があります。この手順によって、サーバはインター
ネットの証明書失効チェック サイトにアクセスできることが保証されます。Microsoft Netshell コマンドを使用して、プロキシ設定を View 接続サーバにインポートできます。

詳細情報: 『View の管理』ガイドの「View Server の証明書失効チェックのトラブルシューティング」

5)  セキュリティが強化された Windows ファイアウォールは、セキュリティ サーバおよび View 接続サーバ ホストで有効にする必要があります。
デフォルトでは、IPsec ルールによって、View セキュリティ サーバと View 接続サーバとの間の接続が管理され、［セキュリティが強化された Windows ファイアウォール］を有効にする必要があります。
·	最適な選択肢: View Server をインストールする前に、[セキュリティが強化された Windows 
ファイアウォール] をオンに設定します。任意のアクティブ プロファイルでオンになっていることを確認し、できれば、すべてのプロファイルでオンに設定します。
·	代用: セキュリティ サーバをインストールする前に、View Administrator を開き、グローバル
設定 [セキュリティ サーバの接続に IPSec を使用] をいいえに設定して無効にします（これは推奨されません）。
6)  IPsec をサポートするためにバックエンド ファイアウォールを設定する必要があります。
セキュリティ サーバと View 接続サーバ インスタンス間にバックエンド ファイアウォールがある場合、接続が有効になるようファイアウォール ルールを構成する必要があります。
詳細情報: 『View インストール』ガイドの「IPsec をサポートするためにバックエンド ファイアウォールを構成」を参照してください。
7)  View Client は HTTPS を使用して View に接続する必要があります。
View 接続サーバ インスタンスおよびセキュリティ サーバは、クライアント接続に SSL を使用します。
·	View Client が SSL オフローディング中間デバイスを介して接続する場合、その中間デバイスの SSL 証明書を View 接続サーバまたはセキュリティ サーバにインストールする必要があります。
·	View Client がロード バランサなどの中間デバイスを介して接続しているかどうかに関係なく、接続は HTTPS でなければなりません。中間デバイスを使用して、その中間デバイスと View Server 間を HTTP (SSL オフローディング) で接続したい場合、View Serverの locked.properties ファイルを構成します。
·	HTTPS を使用しない選択が可能な古い View Client では、HTTP を選択するとエラーとなります。従来は、HTTPS にサイレントでリダイレクトされていました。SSL 接続ができないクライ
アントは、View に接続できません。
詳細情報: 『View の管理』ガイドの「中間サーバへのオフローディング SSL 接続」を参照してください。

8)  暗号化されクリーンにされた View バックアップでは新しい復元手順が必要です。
デフォルトでは、View 5.1 またはそれ以降のバックアップは暗号化されます。View バックアップを
クリーンにしたり（バックアップ データからパスワードおよび他の機密情報を除外）、プレーン テキストにバックアップ（推奨されない）することもできます。
·	暗号化されたバックアップを復元するには、最初にデータを復号化する必要があります。
View 接続サーバをインストールした時に指定したデータ復元パスワードを使用する必要が
あります。
·	クリーンにされたバックアップを復元しないでください。パスワードなどのデータが View LDAP 構成から消えてしまいます。View コンポーネントは、このデータがなければ正しく機能しません。通常の機能に復元するには、View Administrator を使用して手動ですべてのパスワードと
他の欠落しているデータ項目をリセットする必要があります。
詳細情報: 『View の管理』ガイドの「View 構成データのバックアップと復元」を参照してください。
9)  View 5.1 またはそれ以降のセキュリティ サーバをアップグレートまたは再インストールする前に、関連する IPsec ルールをペアの View 接続サーバ インスタンスから削除する必要があります。そうすれば、新しいルールを確立できます。
·	View Administrator でセキュリティ サーバを選択し、[その他のコマンド] > [アップグレードまたは再インストールを準備] をクリックします。
注: サーバをアップグレードまたは再インストールする前に View からセキュリティ サーバを削除する必要はありません。
詳細情報: 『View インストール』ガイドの「セキュリティ サーバのアップグレードまたは再インストールの準備」を参照してください。

