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VMware View の管理

本マニュアル『VMware View の管理』では、View Administrator での View Connection Server の構成、管理者の作
成、View デスクトップのプロビジョニングと展開、ユーザー認証の設定、ポリシーの構成、VMware ThinApp™ アプリ
ケーションの管理方法など、VMware View™ を構成および管理する方法について説明します。また、VMware View コ
ンポーネントを保守およびトラブルシューティングする方法についても説明します。

対象読者

本書に記載されている情報は、VMware View を構成および管理するすべての方を対象としています。本書に記載されて
いる情報は、仮想マシンのテクノロジーとデータセンターの操作に精通した、経験豊富な Windows または Linux システ
ム管理者向けに書かれています。
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View Connection Server の構成 1
View Connection Server をインストールし、初期構成を実行したら、vCenter Server インスタンスおよび View
Composer サービスを View Manager に追加し、管理者責任を委任するための役割を設定し、構成データのバックアッ
プをスケジュール設定できます。

この章では次のトピックについて説明します。

n View Administrator の使用 (P. 9)

n vCenter Server および View Composer の構成 (P. 12)

n View Connection Server のバックアップ (P. 17)

n クライアント セッションの設定の構成 (P. 17)

n View Connection Server の無効化または有効化 (P. 22)

n 外部 URL の編集 (P. 22)

n View LDAP ディレクトリ (P. 23)

n View Connection Server 設定の構成 (P. 23)

View Administrator の使用
View Administrator は、View Connection Server を構成し、View デスクトップを管理するための Web インターフェ
イスです。

View Administrator、View コマンドレット、および vdmadmin で実行できる操作の比較については、『VMware View
統合』ドキュメントを参照してください。

View Administrator と View Connection Server
View Administrator は、View Manager の管理インターフェイスを提供します。

View の展開に応じて、1 つまたは複数の View Administrator インターフェイスを使用します。

n 単独のスタンドアロン View Connection Server インスタンスまたは複製された View Connection Server インス
タンスの 1 つのグループと関連付けられた View コンポーネントを管理するには、1 つの View Administrator イン
ターフェイスを使用します。

任意の複製されたインスタンスの IP アドレスを使用して、View Administrator にログインできます。

n 単独のスタンドアロン View Connection Server インスタンスごと、および複製された View Connection Server
インスタンスのグループごとに View コンポーネントを管理するには、個別の View Administrator インターフェイ
スを使用する必要があります。
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また、View Connection Server と関連付けられたセキュリティ サーバおよび View Transfer Server インスタンスを管
理する場合も、View Administrator を使用します。

n 各セキュリティ サーバは、1 つの View Connection Server インスタンスと関連付けられます。

n 各 View Transfer Server インスタンスは、複製インスタンス グループ内の任意の View Connection Server イン
スタンスと通信できます。

View Administrator にログインする
初期構成タスクを実行するには、View Administrator にログインする必要があります。

開始する前に

n View Connection Server が専用コンピュータにインストールされていることを確認します。

n View Administrator でサポートされている Web ブラウザを使用していることを確認します。View Administrator
の要件については、『VMware View インストール』を参照してください。

手順

1 Web ブラウザを開き、次の URL を入力します。<server> は、View Connection Server インスタンスのホスト名
または IP アドレスです。

https://<server>/admin

View Administrator には、セキュリティで保護された（SSL）接続を使用してアクセスします。最初に接続すると
きに、アドレスに関連付けられているセキュリティ証明書が、信頼された証明機関から発行されていないことを警告

するページが表示される場合があります。View Connection Server で提供されるデフォルトの証明書が自己署名で
あるため、この応答は予期される動作です。

2 [Ignore（無視）]  をクリックし、現在の SSL 証明書を使用して続行します。

3 View Connection Server コンピュータに管理者認証情報を使用してログインします。

最初は、View Connection Server コンピュータのローカル Administrators グループ（BUILTIN
¥Administrators）のメンバーであるユーザー全員が、View Administrator へのログインを許可されています。

View Administrator にログインした後、 [View Configuration（View の構成）]  -  [Administrators（管理者）]
を使用して、View Manager 管理者のリストを変更できます。

View Administrator インターフェイスの使用のヒント
View Administrator のユーザー インターフェイス機能を使用すると、View ページ内を移動したり、View オブジェクト
の検索、フィルタ処理、および並べ替えを行ったりすることができます。

View Administrator には、多くの一般的なユーザー インターフェイス機能があります。たとえば、各ページの左側のナ
ビゲーション ペインから、View Administrator のその他のページに直接移動できます。検索フィルタでは、検索対象の
オブジェクトに関連するフィルタ条件を選択できます。

表 1-1 で、View Administrator の使用に役立つ、その他のいくつかの機能について説明します。

VMware View の管理
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表 1-1.  View Administrator のナビゲーションおよび表示機能

View Administrator 機能 説明

View Administrator ページ間で前および次に
移動。

以前に表示された View Administrator ページに移動するには、View Administrator
ページの左上隅にある  [Back（戻る）]  ボタンをクリックします。現在のページに戻るに
は、 [Forward（進む）]  ボタンをクリックします。
ブラウザの  [Back（戻る）]  ボタンは使用しないでください。このボタンを使うと、View
Administrator ログイン ページが表示されます。

複数列の並べ替え 複数列の並べ替えを使用して、さまざまな方法で View オブジェクトを並べ替えることが
できます。

View Administrator の表の一番上の行にある見出しをクリックして、その見出しに基づ
いて View オブジェクトをアルファベット順に並べ替えます。
たとえば、 [Inventory（インベントリ）]  -  [Desktops（デスクトップ）]  ページで
は、 [Pools（プール）]  をクリックして、プールに含まれているデスクトップをプール
ごとに並べ替えることができます。

[1]  が見出しの隣に表示されます。これはその列が一次的な並べ替え列であることを示し
ます。見出しを再びクリックすると、並べ替え順序を逆にすることができます。並べ替え

順序は、上または下矢印によって示されます。

二次的な項目によって View オブジェクトを並べ替えるには、<Ctrl> キーを押しながら
別の見出しをクリックします。

たとえば、 [Desktops（デスクトップ）]  表では、 [Users（ユーザー）]  をクリックし
て、デスクトップが割り当てられたユーザーによって二次的な並べ替えを実行できます。

二次的な見出しの隣には  [2]  が表示されます。この例では、デスクトップはプールによっ
て並べ替えられ、各プール内ではユーザーによって並べ替えられます。

<Ctrl> キーを押しながら続けてクリックすると、表内のすべての列を重要性の高い順に
並べ替えることができます。

並べ替え項目の選択を解除するには、<Ctrl> + <Shift> キーを押しながらクリックします。
たとえば、特定の状態で、特定のデータソースに保存されている、プール内のデスクトッ

プを表示できます。 [Inventory（インベントリ）]  -  [Pools（プール）]  をクリックし、
プール ID をクリックして、 [Datastore（データストア）]  見出しをクリックし、<Ctrl>
キーを押しながら  [Status（ステータス）]  見出しをクリックすることができます。

View オブジェクトの選択および View オブ
ジェクトの詳細の表示

View オブジェクトが表示される View Administrator の表で、オブジェクトを選択した
り、オブジェクトの詳細を表示したりできます。

n オブジェクトを選択するには、表のオブジェクトの行内をクリックします。ページの

上部にある、オブジェクトを管理するメニューとコマンドがアクティブになります。

n オブジェクトの詳細を表示するには、オブジェクトの行の左セルをダブルクリックし

ます。新しいページに、オブジェクトの詳細が表示されます。

たとえば、 [Inventory（インベントリ）]  -  [Pools（プール）]  ページで、各プールの
行内をクリックして、プールに適用されるコマンドをアクティブにします。

左の列の  [Pool ID（プール ID）]  セルをダブルクリックして、プールに関する詳細を含
む新しいページを表示します。

詳細表示のためのダイアログ ボックスの展開 View Administrator ダイアログ ボックスを展開して、表の列にデスクトップ名やユー
ザー名などの詳細を表示できます。

ダイアログ ボックスを展開するには、ダイアログ ボックスの右下隅のドットの上にマウ
スを置き、角をドラッグします。

安全な SSL 接続を使用しない View Administrator へのアクセスのトラブルシューティング
View クライアントの SSL 設定と View Administrator に接続するために使用する URL との一貫性が保たれていない場
合、Web ブラウザから View Administrator にログインすることはできません。SSL 設定の選択を解除した場合は、URL で
https を使用できません。

問題

View Administrator へのログインに使用する URL が機能していません。接続エラーが発生します。

第 1 章 View Connection Server の構成
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原因

デフォルトでは、View Manager は、SSL を使用して View クライアントと View Connection Server との安全な接続
を作成します。この設定は、Web ブラウザを介して View Administrator に接続するコンピュータにも適用されます。

この問題は、View Administrator で  [View Configuration（View 構成）]  -  [Global Settings（グローバル設定）]
に移動し、 [Require SSL for client connections and View Administrator（クライアント接続と View Administrator
で SSL を必要とする）]  チェック ボックスを選択解除することによってこの設定を変更した場合に発生します。

解決方法

次の URL を入力して View Administrator に接続します。ここで、<server> は、View Connection Server インスタ
ンスのホスト名または IP アドレスです。

http://<server>/admin

View Administrator でのテキスト表示のトラブルシューティング
Web ブラウザが Windows 以外のオペレーティング システム（Linux、UNIX、Mac OS など）で実行されている場合、
View Administrator でテキストが正しく表示されません。

問題

View Administrator インターフェイスのテキストが正しく表示されません。たとえば、単語の中央にスペースが表示さ
れます。

原因

View Administrator には、Microsoft 固有のフォントが必要です。

解決方法

コンピュータに Microsoft 固有のフォントをインストールします。

現在、Microsoft の Web サイトでは Microsoft フォントが配布されていませんが、独立系の Web サイトからダウンロー
ドできます。

vCenter Server および View Composer の構成
仮想マシンをデスクトップ ソースとして使用するには、vCenter Server と通信するように View Manager を構成する
必要があります。リンク クローン デスクトップを作成および管理するには、View Manager で View Composer 設定を
構成する必要があります。

vCenter Server インスタンスを View Manager に追加する
View 展開内の vCenter Server インスタンスに接続するように View Manager を構成する必要があります。vCenter
Server は、View Manager がデスクトップ ソースとして使用する仮想マシンを作成して管理します。

vCenter Server インスタンスをリンク モード グループ内で実行する場合は、各 vCenter Server インスタンスを個別に
View Manager に追加する必要があります。

VMware View の管理
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開始する前に

n View Connection Server の製品ライセンス キーをインストールします。

n View Manager をサポートするために必要な vCenter Server での操作を実行するための権限を持つ vCenter Server
ユーザーを準備します。View Composer を使用するには、このユーザーに権限を追加する必要があります。ローカ
ル モードで使用されるデスクトップを管理するには、View Manager および View Composer に必要な権限に加え
て、ユーザーに権限を付与する必要があります。

View Manager 用に vCenter Server ユーザーを構成する方法の詳細については、『VMware View インストール』
を参照してください。

n View Connection Server から vCenter Server インスタンスへの接続を安全なチャネル（SSL）を使用して行う予
定である場合には、vCenter Server ホストにサーバ SSL 証明書をインストールします。

手順

1 View Administrator で、 [View Configuration（View の構成）]  -  [Servers（サーバ）]  の順にクリックします。

2 [vCenter Servers（vCenter Servers）]  パネルで、 [Add（追加）]  をクリックします。

3 サーバ アドレスのテキスト ボックスに、vCenter Server インスタンスの完全修飾ドメイン名（FQDN）または IP
アドレスを入力します。

FQDN にはホスト名とドメイン名が含まれます。たとえば、<myserverhost>.<companydomain>.com とい
う FQDN では、<myserverhost> がホスト名であり、<companydomain>.com がドメインです。

注意   サーバの DNS 名または URL を入力すると、View Manager は管理者が以前に IP アドレスを使用して View
Manager にこのサーバを追加したかどうかを確認する DNS 検索を実行しません。vCenter Server をその DNS 名
と IP アドレスの両方で追加すると、競合が発生します。

4 vCenter Server ユーザーの名前を入力します。

5 vCenter Server ユーザーのパスワードを入力します。

6 (オプション) この vCenter Server インスタンスの説明を入力します。

7 安全なチャネル（SSL）を使用して vCenter Server インスタンスに接続するには、 [Connect using SSL（SSL を
使用して接続）]  が選択されていることを確認します。SSL 接続はデフォルト設定です。

8 TCP のポート番号を入力します。

デフォルトのポートは 443 です。

9 (オプション)  [Advanced（詳細設定）]  をクリックし、vCenter Server での最大同時プール操作数を構成します。

a 同時プロビジョニング操作の最大数を設定します。

この設定により、その vCenter Server インスタンスで View Manager が完全な仮想マシンのプロビジョニン
グを行う際に発行可能な最大同時要求数が決まります。デフォルト値は 8 です。この設定はリンク クローンの
プロビジョニングは制御しません。

b 同時電源操作の最大数を設定します。

この設定により、その vCenter Server インスタンスの View Manager によって管理される仮想マシンで同時
に実行できる電源操作（起動、シャットダウン、サスペンドなど）の最大数が決まります。デフォルト値は 5
です。この設定は、完全な仮想マシンとリンク クローンの電源操作を制御します。

10 View Composer を構成するかどうかを選択します。

オプション アクション

View Composer を使用していない [OK]  をクリックします。

View Composer を使用している View Composer の設定を構成します。
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次に進む前に

この View Connection Server インスタンスまたは複製された View Connection Server インスタンスのグループが複
数の vCenter Server インスタンスを使用する場合は、この手順を繰り返して他の vCenter Server インスタンスを追加
します。

View Manager からの vCenter Server インスタンスの削除
View Manager と vCenter Server インスタンスとの接続を削除することができます。これを行うと、View Manager
は、vCenter Server インスタンスで作成される View デスクトップを管理しなくなります。

開始する前に

vCenter Server インスタンスに関連付けられているすべての View デスクトップを削除します。「View Manager から
のデスクトップ プールの削除 (P. 189)」を参照してください。

手順

1 [View Configuration（View 構成）]  -  [Servers（サーバ）]  をクリックします。

2 [vCenter Servers（vCenter Server）]  パネルで、vCenter Server インスタンスを選択します。

3 [Remove（削除）]  をクリックします。

View Manager がこの vCenter Server インスタンスによって管理される仮想マシンにアクセスできなくなることを
警告するダイアログ ボックスが表示されます。

4 [OK]  をクリックします。

View Manager は、vCenter Server インスタンスで作成された仮想マシンにアクセスできなくなります。

View Composer のユーザー アカウントの作成
View Composer を使用する場合は、View Composer で使用するユーザー アカウントを Active Directory で作成する
必要があります。View Composer では、リンク クローン デスクトップを Active Directory ドメインに参加させるため
にこのアカウントが必要です。

セキュリティのため、View Composer で使用するためのユーザー アカウントを別に作成する必要があります。別のアカ
ウントを作成することで、他の目的のために定義されている追加権限がアカウントに付与されないようにすることができ

ます。このアカウントには、指定された Active Directory コンテナ内のコンピュータ オブジェクトを追加および削除す
るために必要な最小限の権限を付与できます。たとえば、View Composer アカウントにはドメイン管理者権限は必要あ
りません。
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手順

1 Active Directory で、View Connection Server ホストと同じドメインまたは信頼されたドメインにユーザー アカ
ウントを作成します。

2 リンク クローン コンピュータ アカウントを中に作成する、またはリンク クローン コンピュータ アカウントを移動
する先の Active Directory コンテナで、 [Create Computer Objects（コンピュータ オブジェクトの作成）]  権
限、 [Delete Computer Objects（コンピュータ オブジェクトの削除）]  権限、および  [Write All Properties（す
べてのプロパティの書き込み）]  権限をアカウントに追加します。

次のリストでは、ユーザー アカウントに必要なすべての権限を示します。デフォルトで割り当てられる権限も含ま
れます。

n 内容の一覧表示

n すべてのプロパティの読み取り

n すべてのプロパティの書き込み

n アクセス許可の読み取り

n コンピュータ オブジェクトの作成

n コンピュータ オブジェクトの削除

3 ユーザー アカウントの権限が Active Directory コンテナおよびコンテナのすべての子オブジェクトに適用されるこ
とを確認します。

次に進む前に

vCenter Server の View Composer を構成するとき、およびリンク クローン デスクトップ プールを構成して展開する
ときに、View Administrator でこのアカウントを指定します。

vCenter Server 用に View Composer の設定を構成する
View Composer を使用するには、vCenter Server にインストールされる View Composer サービスの設定と一致する
初期設定で、View Manager を構成する必要があります。View Composer は View Manager の機能ですが、そのサー
ビスは vCenter Server の仮想マシン上で直接動作します。

注意   View Composer を使用していない場合は、このタスクを省略できます。

開始する前に

n リンク クローンを含む Active Directory ドメインに仮想マシンを追加したり、ドメインから仮想マシンを削除した
りするための権限を付与されたユーザーが Active Directory に作成されていることを確認します。「View Composer
のユーザー アカウントの作成 (P. 14)」を参照してください。

n vCenter Server に接続するように View Manager を構成したことを確認します。「vCenter Server インスタンス
を View Manager に追加する (P. 12)」を参照してください。

手順

1 View Administrator で、 [Edit vCenter Server（vCenter Server の編集）]  ダイアログ ボックスを開きます。

a [View Configuration（View の構成）]  -  [Servers（サーバ）]  をクリックします。

b [vCenter Servers（vCenter Servers）]  パネルで、 [vCenter Server（vCenter Server）]  エントリを選択し
ます。

c [Edit（編集）]  をクリックします。

2 [Enable View Composer（View Composer の有効化）]  を選択し、ポート番号が vCenter Server に View
Composer サービスをインストールしたときに指定したポートと同じであることを確認します。

View Manager によって、vCenter Server で View Composer サービスが実行されていることが確認されます。
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3 [Add（追加）]  をクリックし、View Composer アカウント情報にドメイン ユーザーを追加します。

a Active Directory ドメインのドメイン名を入力します。

例：domain.com

b ドメイン名を含むドメイン ユーザー名を入力します。

例：domain.com¥admin

c アカウントのパスワードを入力します。

d [OK]  をクリックします。

e リンク クローン プールを展開する他の Active Directory ドメインでの権限を持つドメイン ユーザー アカウン
トを追加するには、前記の手順を繰り返します。

4 [OK]  をクリックし、 [Edit vCenter Server（vCenter Server の編集）]  ダイアログ ボックスを閉じます。

次に進む前に

View Composer サービスをインストールする vCenter Server インスタンスごとにこの手順を繰り返します。

View Manager からの View Composer の削除
View Manager と、vCenter Server インスタンスにインストールされている View Composer サービスとの接続を削除
することができます。これを行うと、View Manager は、vCenter Server インスタンス内で View Composer によって
作成されたリンク クローン デスクトップを管理しなくなります。

View Composer への接続を無効にする前に、View Composer によって作成されたすべてのリンク クローン デスクトッ
プを View Manager から削除する必要があります。View Composer への接続を無効にすると、View Manager でリン
ク クローンをプロビジョニング、管理、または削除できなくなります。View Manager では、リンク クローンの削除を
強制されません。ユーザーの責任でこの操作を実行する必要があります。

手順

1 View Composer によって作成されたリンク クローン プールを削除します。

a View Administrator で、 [Inventory（インベントリ）]  -  [Pools（プール）]  をクリックします。

b リンク クローン プールを選択し、 [Delete（削除）]  をクリックします。

リンク クローン プールが View Manager から完全に削除されることを警告するダイアログ ボックスが表示さ
れます。仮想マシンが vCenter Server から削除されます。さらに、関連付けられた View Composer データ
ベース エントリおよび View Composer によって作成されたレプリカも削除されます。

c [OK]  をクリックします。

d View Composer によって作成された各リンク クローン プールに対して、これらの手順を繰り返します。

2 [View Configuration（View 構成）]  -  [Servers（サーバ）]  をクリックします。

3 [vCenter Servers（vCenter Server）]  パネルで、View Composer がインストールされている vCenter Server
インスタンスを選択します。

4 [Edit（編集）]  をクリックします。

5 [View Composer Settings（View Composer の設定）]  パネルで、 [Enable View Composer（View Composer
の有効化）]  の選択を解除し、 [OK]  をクリックします。

この vCenter Server インスタンスでリンク クローン デスクトップを作成することはできなくなりますが、vCenter Server
インスタンスでフル仮想マシン デスクトップ プールの作成と管理を引き続き行うことができます。

View Composer への接続を無効にする前に、リンク クローン デスクトップを削除していなかった場合、View Composer
への接続を有効にしたり、リンク クローンを削除したり、再度 View Composer への接続を無効にしたりすることがで
きます。View Composer の有効化の詳細については、「vCenter Server 用に View Composer の設定を構成す
る (P. 15)」を参照してください。
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競合している vCenter Server の一意の ID
環境内に複数の vCenter Server インスタンスが構成されている場合は、新しいインスタンスを追加しようとすると、一
意の ID が競合しているために失敗することがあります。

問題

View Manager に vCenter Server インスタンスを追加しようとしていますが、新しい vCenter Server インスタンスの
一意の ID が既存のインスタンスと競合しています。

原因

2 つの vCenter Server インスタンスが同じ一意の ID を使用することはできません。vCenter Server の一意の ID は、
デフォルトではランダムに生成されますが、編集できます。

解決方法

1 vSphere Client で、 [Administration（管理）]  -  [vCenter Server Settings（vCenter Server の設定）]  -
[Runtime Settings（ランタイムの設定）]  をクリックします。

2 新しい一意の ID を入力し、 [OK]  をクリックします。

vCenter Server の一意の ID 値を編集する方法の詳細については、vSphere のドキュメントを参照してください。

View Connection Server のバックアップ
View Connection Server の初期構成が完了したら、View Manager と View Composer の構成データの定期的なバッ
クアップをスケジュール設定する必要があります。

View 構成のバックアップと復元については、「View 構成データのバックアップと復元 (P. 273)」を参照してください。

クライアント セッションの設定の構成
View Connection Server インスタンスまたは複製されたグループによって管理されるクライアント セッションに影響を
与えるグローバル設定を構成できます。セッション タイムアウトの長さを設定したり、クライアント接続や View
Administrator に SSL を要求したり、ログイン前メッセージや警告メッセージを表示したり、その他のクライアント接続
オプションを設定したりすることができます。

クライアント セッションおよび接続のオプションの設定
グローバル設定を構成して、クライアント セッションおよび接続の動作方法を決定します。

グローバル設定は、単一の View Connection Server インスタンスに固有ではありません。スタンドアロン View
Connection Server インスタンスまたは複製されたインスタンスのグループによって管理されるすべてのクライアント
セッションに影響します。

また、View クライアントと View デスクトップの間でトンネリングされていない直接接続を使用するように View
Connection Server インスタンスを構成することもできます。直接接続の構成については、「安全なトンネル接続と PCoIP
Secure Gateway の構成 (P. 20)」を参照してください。

開始する前に

グローバル設定について理解しておきます。「クライアント セッションおよび接続のグローバル設定 (P. 18)」を参照し
てください。

手順

1 View Administrator で、 [View Configuration（View 構成）]  -  [Global Settings（グローバル設定）]  をクリッ
クします。

2 [Edit（編集）]  をクリックします。
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3 グローバル設定を構成します。

4 [OK]  をクリックします。

次に進む前に

次のいずれかのグローバル設定を変更した場合は、変更を有効にするために View Connection Server サービスを再起動
する必要があります。

n [Require SSL for client connections and View Administrator（クライアント接続と View Administrator で SSL
を必要とする）]

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

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

複製された View Connection Server インスタンスのグループで、グループ内のすべてのインスタンスで View Connection
Server サービスを再起動する必要があります。View Connection Server がインストールされている Windows Server
コンピュータを再起動する必要はありません。

クライアント セッションおよび接続のグローバル設定
グローバル設定によって、セッション タイムアウトの長さ、SSL を使用するかどうか、割り込み後にクライアントを再認
証するかどうか、View コンポーネントが安全な内部通信を使用するかどうか、ログイン前メッセージや警告メッセージ
を表示するかどうか、およびローカル デスクトップの操作に SSO を使用するかどうかが決定されます。

表 1-2.  クライアント セッションおよび接続のグローバル設定

設定 説明

[Session timeout（セッション タイムアウト）] ユーザーが View Connection Server にログインした後にセッションを開いて
おくことができる時間を指定します。

時間は分単位で設定します。値を入力する必要があります。デフォルトは 600
分です。

デスクトップ セッションがタイムアウトになると、そのセッションは終了し、
View クライアントがデスクトップから切断されます。

[Require SSL for client connections and View
Administrator（クライアント接続と View
Administrator で SSL を必要とする）]

View Connection Server と View デスクトップ クライアントの間、および
View Connection Server と View Administrator にアクセスするクライアン
トの間で安全な SSL 通信チャネルを使用するかどうかを指定します。
この設定を選択した場合、クライアントは SSL 接続を使用する必要があります。
スマート カード認証を使用する場合は、この設定を選択する必要があります。
この設定を変更した後、変更を反映するには、View Connection Server サー
ビスを再起動する必要があります。

[Reauthenticate secure tunnel connections after
network interruption（ネットワークへの割り込み後
に安全なトンネル接続を再認証する）]

View クライアントが View デスクトップへの安全なトンネル接続を使用する場
合、ネットワークへの割り込み後にユーザー認証情報を再認証する必要があるか

どうかを指定します。

この設定を選択すると、デスクトップ セッション中に安全なトンネル接続が終
了した場合、View Client では再接続する前にユーザーの再認証が必要になりま
す。

この設定を選択しないと、クライアントはユーザーの再認証を必要とせずにデス

クトップに再接続します。

直接接続を使用する場合、この設定は効果がありません。

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

View Manager コンポーネント間の通信のセキュリティを指定します。具体的
には、View Manager コンポーネント間で渡される JMS メッセージの署名と認
証が行われるかどうかを指定します。詳細については、「View コンポーネント
のメッセージ セキュリティ モード (P. 19)」を参照してください。
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表 1-2.  クライアント セッションおよび接続のグローバル設定 (続き)

設定 説明

[Disable Single Sign-on for Local Mode
operations（ローカル モードの操作でシングル サイン
オンを無効にする）]

ユーザーがローカル デスクトップにログインするときにシングル サインオンを
有効にするかどうかを指定します。

この設定を無効にした場合、ユーザーは手動でデスクトップにログインしてログ

イン後 Windows セッションを開始する必要があります。
この設定を変更した場合、変更は各ユーザーの次のユーザー操作時に反映されま

す。

[Enable automatic status updates（自動ステータス
更新を有効にする）]

View Manager が、View Administrator の左上隅にあるグローバル ステータ
ス ペインを数分ごとに更新するかどうかを指定します。また、View
Administrator のダッシュボード ページも数分ごとに更新されます。
この設定を有効にすると、View Administrator にログインしているどのユー
ザーに対しても、アイドル状態のセッションがタイムアウトになりません。

重要   アイドル状態のセッションのタイムアウトを無効にすると、View
Administrator が不正に使用されるリスクが増します。この設定を有効にする
場合は注意してください。

デフォルトでは、この設定は有効になっていません。アイドル状態のセッション

はタイムアウトします。

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

View Client ユーザーがログインしたときに免責事項または別のメッセージを表
示します。

[Global Settings（グローバル設定）]  ダイアログ ウィンドウのテキスト ボッ
クスに情報または指示を入力します。

メッセージを表示しない場合は、テキスト ボックスを空白のままにします。
この設定を変更した後、変更を反映するには、View Connection Server サー
ビスを再起動する必要があります。

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

スケジュール設定された更新や、デスクトップの更新操作などの即座の更新が開

始されようとしているためにユーザーが強制的にログオフされる場合、警告メッ

セージを表示します。この設定では、警告を表示してからユーザーがログオフす

るまでの待機時間も指定します。

警告メッセージを表示するにはチェック ボックスをオンにします。
警告を表示してからユーザーがログオフするまでの待機時間を分単位で入力しま

す。デフォルトは 5 分です。
警告メッセージを入力します。次のデフォルト メッセージを使用できます。

Your desktop is scheduled for an important update
and will be restarted in 5 minutes.（お使いのデスクトップは、

重要なアップデートがスケジュールされているため、5 分後に再起動されます。）

Please save any unsaved work now.（保存していない作業を今

すぐ保存してください。）

View コンポーネントのメッセージ セキュリティ モード
View コンポーネント間の通信のセキュリティ レベルを設定できます。この設定は、View Manager コンポーネント間で
渡される JMS メッセージの署名と認証が行われるかどうかを指定します。この設定を有効にすると、許可された発信元
以外から送信された制御メッセージが処理されなくなります。

View 環境のコンポーネントが View Manager 3.0 より前のバージョンの場合、署名と検証を行うことはできません。

表 1-3 shows the options you can select to configure the message security level.オプションを設定するには、
[Global Settings（グローバル設定）]  ダイアログ ウィンドウの  [Message security mode（メッセージ セキュリティ
モード）]  リストから選択します。
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表 1-3.  メッセージ セキュリティ モードのオプション

オプション 説明

[Disabled（無効にする）] メッセージ セキュリティ モードを無効にします。

[Mixed（混在する）] メッセージ セキュリティ モードは有効ですが、実行されません。
このモードを使用して、View 環境で View Manager 3.0 より前のコンポーネントを検出できま
す。View Connection Server によって生成されるログ ファイルには、これらのコンポーネント
への参照が含まれます。

[Enabled（有効にする）] メッセージ セキュリティ モードを有効にします。未署名のメッセージは、View コンポーネントに
よって拒否されます。

注意   View Manager 3.0 より前の View コンポーネントは、その他の View コンポーネントと通
信することはできません。

メッセージ セキュリティ モードは、View Manager 3.1 以降でサポートされます。メッセージ セキュリティ モードを
[Disabled（無効にする）]  または  [Mixed（混在する）]  から  [Enabled（有効にする）]  に変更した場合、Virtual
Desktop Manager バージョン 2.1 以前の View Agent を使用しているデスクトップは起動できません。その後、メッ
セージ セキュリティ モードを  [Enabled（有効にする）]  から  [Mixed（混在する）] 、さらに  [Disabled（無効にす
る）]  に変更しても、デスクトップはやはり起動できません。メッセージ セキュリティ モードを  [Enabled（有効にす
る）]  から  [Mixed（混在する）] 、さらに  [Disabled（無効にする）]  に変更した後でデスクトップを起動するには、
デスクトップを再起動する必要があります。

安全なトンネル接続と PCoIP Secure Gateway の構成
安全なトンネルが有効になっている場合は、ユーザーが View デスクトップに接続すると、View Client は View
Connection Server またはセキュリティ サーバ ホストへの 2 番目の HTTPS 接続を作成します。

PCoIP Secure Gateway が有効になっている場合は、ユーザーが PCoIP 表示プロトコルを使用して View デスクトップ
に接続すると、View Client は View Connection Server またはセキュリティ サーバ ホストへのさらに安全な接続を作
成します。

安全なトンネルまたは PCoIP Secure Gateway が有効になっていない場合、デスクトップ セッションは、View
Connection Server またはセキュリティ サーバ ホストをバイパスして、クライアント システムと View デスクトップ仮
想マシンの間で直接確立されます。この種類の接続を直接接続と呼びます。

HP RGS 表示プロトコルを使用するクライアントは、トンネル接続または PCoIP Secure Gateway を使用しません。こ
れらのクライアントは直接接続を使用する必要があります。

重要   外部クライアントに安全な接続を提供する一般的なネットワーク構成には、セキュリティ サーバが含まれていま
す。View Administrator を使用してセキュリティ サーバ上で安全なトンネルや PCoIP Secure Gateway を有効または
無効にするには、そのセキュリティ サーバと対になっている View Connection Server インスタンスを編集する必要が
あります。

外部クライアントが View Connection Server ホストに直接接続するネットワーク構成では、View Administrator で
View Connection Server インスタンスを編集して、安全なトンネルや PCoIP Secure Gateway を有効または無効にす
る必要があります。

手順

1 View Administrator で、 [View Configuration（View の構成）]  -  [Servers（サーバ）]  の順にクリックします。

2 [View Connection Servers（View Connection Server）]  パネルで、View Connection Server インスタンスを
選択し、 [Edit（編集）]  をクリックします。
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3 安全なトンネルの使用を設定します。

オプション 説明

安全なトンネルを無効にする [Use secure tunnel connection to desktop（デスクトップへの安全なトンネル接
続を使用する）]  の選択を解除します。

安全なトンネルを有効にする [Use secure tunnel connection to desktop（デスクトップへの安全なトンネル接
続を使用する）]  を選択します。

 
デフォルトでは、安全なトンネルは有効になっています。

4 PCoIP Secure Gateway の使用を設定します。

オプション 説明

PCoIP Secure Gateway を有効にする [Use PCoIP Secure Gateway for PCoIP connections to desktop（デスクトップ
への PCoIP 接続に PCoIP Secure Gateway を使用する）]  を選択します。

PCoIP Secure Gateway を無効にする [Use PCoIP Secure Gateway for PCoIP connections to desktop（デスクトップ
への PCoIP 接続に PCoIP Secure Gateway を使用する）]  の選択を解除します。

 
デフォルトでは、PCoIP Secure Gateway は無効になっています。

5 [OK]  をクリックして変更を保存します。

View ユーザーのシングル サインオンのタイムアウト制限の設定
デフォルトでは、ユーザーが View Client から View Connection Server にログインすると、シングル サインオン（SSO）
が有効になります。ユーザーは View デスクトップに接続するために再度ログインする必要はありません。デスクトップ
セッション中に、ユーザーはデスクトップから離れたり、デスクトップが非アクティブになるのを許可したり、再認証し

なくても戻ったりすることができます。このような潜在的なセキュリティ リスクを防ぐために、時間制限を設けて、その
時間制限が過ぎると、ユーザーの SSO 認証情報が無効になるようにできます。

SSO タイムアウト制限を設定するには、View LDAP で値を設定します。View Connection Server インスタンス上で
View LDAP を変更すると、複製されたすべての View Connection Server インスタンスに変更内容が伝わります。

タイムアウト制限は分単位で設定します。ユーザーが View Connection Server にログインすると、時間制限カウンタが
開始します。たとえば、この値を 10 分に設定すると、ユーザーの SSO 認証情報は、ユーザーが View Connection Server
にログインした 10 分後に無効になります。

注意   ローカル モードで使用される View デスクトップでは、チェックアウト操作が SSO タイムアウト値よりも長くか
かると、ユーザーの SSO 認証情報が期限切れになります。たとえば、SSO タイムアウト制限を 10 分に設定したとしま
す。ユーザーは View Connection Server にログインし、デスクトップをチェックアウトします。チェックアウトに 20
分かかった場合、ユーザーは、デスクトップ セッションでまだ時間を費やしていなくても、ローカル デスクトップに接
続するために再度ログインする必要があります。

開始する前に

お使いのバージョンの Windows オペレーティング システムでの ADSI Edit ユーティリティの使用方法については、
Microsoft TechNet Web サイトを参照してください。

手順

1 View Connection Server ホスト上で ADSI Edit ユーティリティを起動します。

2 [DC=vdi, DC=vmware, DC=int]  を選択するか、これに接続します。

3 オブジェクト  [CN=Common, OU=Global, OU=Properties]  で、 [pae-SSOCredentialCacheTimeout]  属性の
値として新しい SSO タイムアウト制限を分単位で設定します。

デフォルト値は -1 で、SSO タイムアウト制限が設定されていないことを意味します。値 0 を設定すると、SSO が無
効になります。
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リモート デスクトップでは、新しい SSO タイムアウト制限がすぐに有効になります。View Connection Server サービ
スまたはクライアント コンピュータを再起動する必要はありません。

ローカル モードで実行されるデスクトップでは、新しい SSO タイムアウト制限は、ローカル デスクトップをホストする
クライアント コンピュータが次にハートビート メッセージを View Connection Server に送信した時点で有効になりま
す。

View Connection Server の無効化または有効化
View Connection Server インスタンスを無効にして、ユーザーが View デスクトップにログインできないようにするこ
とができます。インスタンスを無効にした後、再度有効にすることができます。

View Connection Server インスタンスを無効にしても、現在 View デスクトップにログインしているユーザーは影響を
受けません。

インスタンスを無効にするとユーザーがどのような影響を受けるかは、View Manager の展開によって決まります。

n これが単一でスタンドアロンの View Connection Server インスタンスの場合、ユーザーはデスクトップにログイ
ンできません。View Connection Server に接続できません。

n これが複製された View Connection Server インスタンスの場合は、ユーザーを別の複製されたインスタンスにルー
ティングできるかどうかはネットワーク トポロジによって決まります。別のインスタンスにアクセスできる場合、
ユーザーはデスクトップにログインできます。

手順

1 View Administrator で、 [View Configuration（View 構成）]  -  [Servers（サーバ）]  をクリックします。

2 [View Connection Servers（View Connection Server）]  パネルで、View Connection Server インスタンスを
選択します。

3 [Disable（無効にする）]  をクリックします。

[Enable（有効にする）]  をクリックすることによって、インスタンスを再び有効にすることができます。

外部 URL の編集
View Administrator を使用して、View Connection Server インスタンスおよびセキュリティ サーバの外部 URL を編
集できます。

デフォルトでは、View Connection Server またはセキュリティ サーバ ホストに接続できるクライアントは、同じネッ
トワーク内に存在するトンネル クライアントだけです。ネットワークの外部で実行されているトンネル クライアントは、
クライアントで解決できる URL を使用して View Connection Server インスタンスに接続する必要があります。

ユーザーが PCoIP 表示プロトコルを使用して View デスクトップに接続すると、View Client は View Connection Server
ホストまたはセキュリティ サーバ ホスト上でさらに PCoIP Secure Gateway への接続を作成します。PCoIP Secure
Gateway を使用するには、クライアント システムが View Connection Server ホストまたはセキュリティ サーバ ホス
トに到達するための IP アドレスにアクセスできる必要があります。この IP アドレスは PCoIP 外部 URL に指定します。

注意   View Connection Server 4.5 以降にアップグレードされていないセキュリティ サーバの外部 URL を編集するこ
とはできません。
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手順

1 View Administrator で、 [View Configuration（View 構成）]  -  [Servers（サーバ）]  をクリックします。

オプション 操作

View Connection Server インスタンス [View Connection Servers（View Connection Server）]  パネルで View
Connection Server インスタンスを選択し、 [Edit（編集）]  をクリックします。

セキュリティ サーバ [Security Servers（セキュリティ サーバ）]  パネルでセキュリティ サーバを選択
し、 [Edit（編集）]  をクリックします。

 

2 [External URL（外部 URL）]  テキスト ボックスに安全なトンネルの外部 URL を入力します。

URL にはプロトコル、クライアントで解決できるホスト名または IP アドレス、ポート番号を含める必要があります。

例：https://view.example.com:443

3 [PCoIP External URL（PCoIP 外部 URL）]  テキスト ボックスに PCoIP Secure Gateway の外部 URL を入力します。

ポート番号 4172 を使用して PCoIP 外部 URL を IP アドレスとして指定します。プロトコル名を含めないでください。

例： 100.200.300.400:4172

URL には、クライアント システムがセキュリティ サーバに到達するために使用できる IP アドレスとポート番号を含
める必要があります。PCoIP Secure Gateway がセキュリティ サーバにインストールされている場合にだけ、この
テキスト ボックスに入力できます。

4 [OK]  をクリックして変更を保存します。

外部 URL はすぐに更新されます。変更を反映するために View Connection Server サービスまたはセキュリティ サー
バ サービスを再起動する必要はありません。

View LDAP ディレクトリ
View LDAP は、すべての View Manager 構成情報のデータ リポジトリです。View LDAP は、View Connection Server
のインストールによって提供される、組み込み Lightweight Directory Access Protocol（LDAP）ディレクトリです。

View LDAP には、View Manager で使用される標準 LDAP ディレクトリ コンポーネントが含まれています。

n View Manager のスキーマ定義

n ディレクトリ情報ツリー（DIT）の定義

n アクセス制御リスト（ACL）

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

n アクセス可能な各デスクトップを表す View デスクトップ エントリ。各エントリには、デスクトップの使用が許可さ
れている、Active Directory 内の Windows ユーザーおよびグループの外部セキュリティ プリンシパル（FSP）エ
ントリへの参照が含まれています。

n まとめて管理される複数のデスクトップを表す View デスクトップ プール エントリ。

n 各デスクトップの vCenter Server 仮想マシンを表す仮想マシン エントリ。

n 構成設定を格納するための View Manager コンポーネント エントリ。

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

注意   セキュリティ サーバ インスタンスには、View LDAP ディレクトリは含まれていません。

View Connection Server 設定の構成
View Administrator を使用して、View Connection Server インスタンスの構成設定を変更できます。
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ロールベースの委任管理の構成 2
View 環境の重要な管理タスクの 1 つが、View Administrator を使用できるユーザーとそれらのユーザーが実行を許可
されるタスクを決定することです。ロールベースの委任管理を使用すると、特定の Active Directory ユーザーおよびグ
ループに管理者ロールを割り当てることによって、選択的に管理者権限を割り当てることができます。

この章では次のトピックについて説明します。

n ロールと権限の概要 (P. 25)

n フォルダを使用した管理の委任 (P. 26)

n 権限の概要 (P. 27)

n 管理者の管理 (P. 28)

n 権限の管理と確認 (P. 29)

n フォルダの管理と確認 (P. 31)

n カスタム ロールの管理 (P. 33)

n 定義済みのロールと権限 (P. 34)

n 一般的なタスクに必要な権限 (P. 37)

n 管理者ユーザーおよびグループに関するベスト プラクティス (P. 40)

ロールと権限の概要

View Administrator でタスクを実行できるかどうかは、管理者ロールおよび権限から構成されるアクセス制御システム
で管理します。このシステムは vCenter Server アクセス制御システムに似ています。

管理者ロールは権限の集まりです。権限は、ユーザーにデスクトップ プールに対する資格を付与するなど、特定のアク
ションを実行できるようにするものです。さらに、権限は、管理者が View Administrator で表示できるものも制御しま
す。たとえば、管理者がグローバル ポリシーの表示または変更権限を持たない場合は、その管理者が View Administrator
にログインしてもナビゲーション パネルに  [Global Policies（グローバル ポリシー）]  設定は表示されません。

管理者権限はグローバルか、またはオブジェクト固有です。グローバル権限は、グローバル設定の表示や変更などシステ

ム全体の操作を制御します。オブジェクト固有権限は、特定のタイプのインベントリ オブジェクトの操作を制御します。

管理者ロールは、一般に、上位レベルの管理タスクを実行するために必要な個別の権限をすべて組み合わせたものです。

View Administrator には、一般的な管理タスクの実行に必要な権限を含む定義済みのロールが用意されています。これ
らの定義済みのロールを管理者ユーザーおよびグループに割り当てることも、選択した権限を組み合わせて独自のロール

を作成することもできます。定義済みのロールを変更することはできません。

管理者を作成するには、Active Directory ユーザーおよびグループからユーザーとグループを選択し、管理者ロールを割
り当てます。管理者は、ロールの割り当てによって権限を取得します。権限を管理者に直接割り当てることはできません。

複数のロールが割り当てられた管理者は、それらのロールに含まれるすべての権限を合わせたものを取得します。
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フォルダを使用した管理の委任

デフォルトでは、デスクトップ プールは View Administrator で / または Root（/）で表示されるルート フォルダに作
成されます。ルート フォルダ下にフォルダを作成して、デスクトップ プールを分割し、特定のデスクトップ プールの管
理を別の管理者に委任できます。

デスクトップはそのプールからフォルダを継承します。接続された通常ディスクは、そのデスクトップからフォルダを継

承します。ルート フォルダを含め、最大 100 個のフォルダを作成できます。

フォルダ内のリソースへの管理者アクセスを構成するには、管理者にそのフォルダのロールを割り当てます。管理者は、

ロールが割り当てられたフォルダにあるリソースにのみアクセスできます。管理者がフォルダに対して持つロールによっ

て、その管理者がそのフォルダ内のリソースに対して持つアクセス権のレベルが決まります。

ロールはルート フォルダから継承されるため、ルート フォルダに対するロールを持つ管理者は、すべてのフォルダに対
してそのロールを持ちます。ルート フォルダに対する Administrators（管理者）ロールを持つ管理者は、システムのす
べてのインベントリ オブジェクトに対するフル アクセス権を持つことから、スーパー管理者と呼ばれます。

ロールには、フォルダに適用する少なくとも 1 つのオブジェクト固有権限が含まれている必要があります。グローバル権
限のみを含むロールはフォルダに適用できません。

View Administrator を使用してフォルダを作成し、既存のプールをフォルダに移動できます。さらに、デスクトップ
プールの作成時にフォルダを選択することもできます。プールの作成時にフォルダを選択しないと、プールはデフォルト

でルート フォルダに作成されます。

n フォルダごとに異なる管理者 (P. 26)

構成内の各フォルダを管理する異なる管理者を作成できます。

n 同じフォルダの異なる管理者 (P. 26)

同じフォルダを管理する複数の異なる管理者を作成できます。

フォルダごとに異なる管理者

構成内の各フォルダを管理する異なる管理者を作成できます。

たとえば、会社のデスクトップ プールが 1 つのフォルダ内にあり、ソフトウェア開発者用のデスクトップ プールが別の
フォルダ内にある場合、複数の管理者を作成してフォルダごとにリソースを管理することができます。

表 2-1 に、このタイプの構成の例を示します。

表 2-1.  フォルダごとに異なる管理者

Administrators（管理者） ロール フォルダ

view-domain.com¥Admin1 Inventory Administrators（インベントリ
管理者）

/CorporateDesktops

view-domain.com¥Admin2 Inventory Administrators（インベントリ
管理者）

/DeveloperDesktops

この例では、Admin1 という管理者が CorporateDesktops というフォルダの Inventory Administrators（インベン
トリ管理者）ロールを持ち、Admin2 という管理者が DeveloperDesktops というフォルダの Inventory
Administrators（インベントリ管理者）ロールを持ちます。

同じフォルダの異なる管理者

同じフォルダを管理する複数の異なる管理者を作成できます。

たとえば、会社のデスクトップ プールが 1 つのフォルダ内にある場合、それらのプールを表示および変更できる管理者
と、それらの表示のみが可能な別の管理者を作成することができます。

表 2-2 に、このタイプの構成の例を示します。
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表 2-2.  同じフォルダの異なる管理者

Administrators（管理者） ロール フォルダ

view-domain.com¥Admin1 Inventory Administrators（インベントリ
管理者）

/CorporateDesktops

view-domain.com¥Admin2 Inventory Administrators (Read only)
（インベントリ管理者（読み取り専用））

/CorporateDesktops

この例では、Admin1 という管理者が CorporateDesktops というフォルダの Inventory Administrators（インベン
トリ管理者）ロールを持ち、Admin2 という管理者が同じフォルダの Inventory Administrators (Read only)（インベ
ントリ管理者（読み取り専用））ロールを持ちます。

権限の概要

View Administrator は、ロールの組み合わせ、管理者ユーザーまたはグループ、およびフォルダを権限として提供して
います。ロールは実行できるアクションを定義し、ユーザーまたはグループはアクションを実行できる者を示し、フォル

ダはアクションの対象となるオブジェクトを格納します。

管理者ユーザーまたはグループ、フォルダ、ロールのどれを選択したかによって、View Administrator での権限の表示
が異なります。

表 2-3 に、管理者ユーザーまたはグループを選択した場合に View Administrator で権限がどのように表示されるかを示
します。管理者ユーザーは Admin 1 という名前で、2 つの権限を持ちます。

表 2-3.  Admin 1 の  [Administrators and Groups（管理者とグループ）]  タブでの権限

ロール フォルダ

Inventory Administrators（インベントリ管理者） MarketingDesktops

Administrators (Read only)（管理者（読み取り専用）） /

最初の権限は Admin 1 が MarketingDesktops というフォルダに対する Inventory Administrators（インベントリ
管理者）ロールを持つことを示しています。2 番目の権限は、Admin 1 がルート フォルダに対して Administrators (Read
only)（管理者（読み取り専用））ロールを持つことを示しています。

表 2-4 に、MarketingDesktops フォルダを選択した場合に View Administrator で同じ権限がどのように表示される
かを示します。

表 2-4.  MarketingDesktops の  [Folders（フォルダ）]  タブの権限

管理者 ロール 継承

view-domain.com¥Admin1 Inventory Administrators（イン
ベントリ管理者）

view-domain.com¥Admin1 Administrators (Read only)（管理
者（読み取り専用））

行う

最初の権限は、表 2-32 番目の権限は、表 2-3 に示す 2 番目の権限から継承されています。 フォルダはルート フォルダ
から権限を継承するため、Admin1 は MarketingDesktops フォルダに対する Administrators (Read only)（管理者
（読み取り専用））ロールを持ちます。権限が継承された場合、継承された列に  [Yes（はい）]  が表示されます。

表 2-5 に、Inventory Administrators（インベントリ管理者）ロールを選択した場合に View Administrator で 表 2-3
の最初の権限がどのように表示されるかを示します。

表 2-5.  インベントリ管理者の [Role（ロール）] タブの権限

Administrators（管理者） フォルダ

view-domain.com¥Admin1 /MarketingDesktops
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管理者の管理

Administrators（管理者）ロールを持つユーザーは、View Administrator を使用して、管理者ユーザーおよびグループ
を追加および削除できます。

Administrators（管理者）ロールは、View Administrator で最も強力なロールです。最初に、View Connection Server
ホスト上のローカルの Administrators グループ（BUILTIN¥Administrators）のメンバーに、View Administrator で
の Administrators（管理者）ロールが付与されます。

注意   デフォルトでは、Domain Admins グループはローカル Administrators グループのメンバーです。インベント
リ オブジェクトおよび View 構成設定に対するフル アクセス権限をドメイン管理者に与えたくない場合は、ローカルの
Administrators グループから Domain Admins グループを削除する必要があります。

n 管理者の作成 (P. 28)

管理者を作成するには、View Administrator で Active Directory ユーザーおよびグループからユーザーまたはグ
ループを選択し、管理者ロールを割り当てます。

n 管理者の削除 (P. 29)

管理者ユーザーまたはグループを削除できます。システム内の最後のスーパー管理者は削除できません。スーパー

管理者は、ルート フォルダに対する Administrators（管理者）ロールを持つ管理者です。

管理者の作成

管理者を作成するには、View Administrator で Active Directory ユーザーおよびグループからユーザーまたはグループ
を選択し、管理者ロールを割り当てます。

開始する前に

n 定義済みの管理者ロールについて理解しておきます。「定義済みのロールと権限 (P. 34)」を参照してください。

n 管理者ユーザーおよびグループを作成するためのベスト プラクティスについて理解しておきます。「管理者ユーザー
およびグループに関するベスト プラクティス (P. 40)」を参照してください。

n 管理者にカスタム ロールを割り当てるには、カスタム ロールを作成します。「カスタム ロールの追加 (P. 33)」を
参照してください。

n 特定のデスクトップ プールを管理できる管理者を作成するには、フォルダを作成し、デスクトップ プールをそのフォ
ルダに移動します。「フォルダの管理と確認 (P. 31)」を参照してください。

手順

1 View Administrator で、 [View Configuration（View 構成）]  -  [Administrators（管理者）]  を選択します。

2 [Administrators and Groups（管理者とグループ）]  タブで  [Add User or Group（ユーザーまたはグループの追
加）]  をクリックします。

3 [Add（追加）]  をクリックして、1 つ以上の検索条件を選択し、 [Find（検索）]  をクリックして検索条件に基づい
て Active Directory ユーザーまたはグループをフィルタ処理します。

4 管理者ユーザーまたはグループにする Active Directory ユーザーまたはグループを選択して、 [OK]  をクリック
し、 [Next（次へ）]  をクリックします。

<Ctrl> + <Shift> キーを押すと、複数のユーザーやグループを選択できます。
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5 管理者ユーザーまたはグループに割り当てるロールを選択します。

[Apply to Folder（フォルダへ適用）]  列は、ロールをフォルダに適用するかどうかを示します。フォルダに適用さ
れるのは、オブジェクト固有の権限を含むロールのみです。グローバル権限のみを含むロールはフォルダに適用され

ません。

オプション 操作

選択したロールがフォルダに適用される 1 つ以上のフォルダを選択して  [Next（次へ）]  をクリックします。

すべてのフォルダに権限を適用したい ルート フォルダを選択して  [Next（次へ）]  をクリックします。
 

6 [Finish（完了）]  をクリックして、管理者ユーザーまたはグループを作成します。

[Administrators and Groups（管理者とグループ）]  タブの左ペインに新しい管理者ユーザーまたはグループが表示さ
れ、右ペインに選択したロールとフォルダが表示されます。

管理者の削除

管理者ユーザーまたはグループを削除できます。システム内の最後のスーパー管理者は削除できません。スーパー管理者

は、ルート フォルダに対する Administrators（管理者）ロールを持つ管理者です。

手順

1 View Administrator で、 [View Configuration（View 構成）]  -  [Administrators（管理者）]  を選択します。

2 [Administrators and Groups（管理者とグループ）]  タブで、管理者ユーザーまたはグループを選択し、 [Remove
User or Group（ユーザーまたはグループの削除）]  をクリックして、 [OK]  をクリックします。

[Administrators and Groups（管理者とグループ）]  タブに管理者ユーザーまたはグループが表示されなくなります。

権限の管理と確認

View Administrator を使用して、特定の管理者ユーザーおよびグループ、特定のロール、特定のフォルダの権限を追加、
削除、確認できます。

n 権限の追加 (P. 30)

特定の管理者ユーザーまたはグループ、特定のロール、または特定のフォルダを含む権限を追加できます。

n 権限の削除 (P. 30)

特定の管理者ユーザーまたはグループ、特定のロール、または特定のフォルダを含む権限を削除できます。

n 権限の確認 (P. 31)

特定の管理者またはグループ、特定のロール、または特定のフォルダを含む権限を確認できます。

第 2 章 ロールベースの委任管理の構成

VMware, Inc.  29



権限の追加

特定の管理者ユーザーまたはグループ、特定のロール、または特定のフォルダを含む権限を追加できます。

手順

1 View Administrator で、 [View Configuration（View 構成）]  -  [Administrators（管理者）]  を選択します。

2 権限を作成します。

オプション 操作

特定の管理者ユーザーまたはグループを含む

権限を作成する

a [Administrators and Groups（管理者とグループ）]  タブで、管理者またはグ
ループを選択し、 [Add Permission（権限の追加）]  をクリックします。

b ロールを選択します。

c ロールをフォルダに適用しない場合、 [Finish（完了）]  をクリックします。
d ロールをフォルダに適用する場合は、 [Next（次へ）]  をクリックし、1 つ以上

のフォルダを選択して  [Finish（完了）]  をクリックします。ロールには、フォ
ルダに適用する少なくとも 1 つのオブジェクト固有権限が含まれている必要があ
ります。

特定のロールを含む権限を作成する a [Roles（ロール）]  タブでロールを選択し、 [Permissions（権限）]  をクリック
し、 [Add Permission（権限の追加）]  をクリックします。

b [Add（追加）]  をクリックして、1 つ以上の検索条件を選択し、 [Find（検
索）]  をクリックして検索条件に一致する管理者ユーザーまたはグループを検索
します。

c 権限に含める管理者ユーザーまたはグループを選択して  [OK]  をクリックしま
す。<Ctrl> + <Shift> キーを押すと、複数のユーザーやグループを選択できます。

d ロールをフォルダに適用しない場合、 [Finish（完了）]  をクリックします。
e ロールをフォルダに適用する場合は、 [Next（次へ）]  をクリックし、1 つ以上

のフォルダを選択して  [Finish（完了）]  をクリックします。ロールには、フォ
ルダに適用する少なくとも 1 つのオブジェクト固有権限が含まれている必要があ
ります。

特定のフォルダを含む権限を作成する a [Folders（フォルダ）]  タブで、フォルダを選択し、 [Add Permission（権限
の追加）]  をクリックします。

b [Add（追加）]  をクリックして、1 つ以上の検索条件を選択し、 [Find（検
索）]  をクリックして検索条件に一致する管理者ユーザーまたはグループを検索
します。

c 権限に含める管理者ユーザーまたはグループを選択して  [OK]  をクリックしま
す。<Ctrl> + <Shift> キーを押すと、複数のユーザーやグループを選択できます。

d [Next（次へ）]  をクリックし、ロールを選択して  [Finish（完了）]  をクリック
します。ロールには、フォルダに適用する少なくとも 1 つのオブジェクト固有権
限が含まれている必要があります。

 

権限の削除

特定の管理者ユーザーまたはグループ、特定のロール、または特定のフォルダを含む権限を削除できます。

管理者ユーザーまたはグループの最後の権限を削除すると、その管理者ユーザーまたはグループも削除されます。少なく

とも 1 人の管理者がルート フォルダの Administrators（管理者）ロールを持つ必要があるため、その管理者が削除され
るような権限の削除を行うことはできません。継承された権限は削除できません。
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手順

1 View Administrator で、 [View Configuration（View 構成）]  -  [Administrators（管理者）]  を選択します。

2 削除する権限を選択します。

オプション 操作

特定の管理者またはグループに適用される権

限を削除する

[Administrators and Groups（管理者とグループ）]  タブで管理者またはグループ
を選択します。

特定のロールに適用される権限を削除する [Roles（ロール）]  タブでロールを選択します。

特定のフォルダに適用される権限を削除する [Folders（フォルダ）]  タブでフォルダを選択します。
 

3 権限を選択し、 [Delete Permission（権限の削除）]  をクリックします。

権限の確認

特定の管理者またはグループ、特定のロール、または特定のフォルダを含む権限を確認できます。

手順

1 [View Configuration（View 構成）]  -  [Administrators（管理者）]  を選択します。

2 権限を確認します。

オプション 操作

特定の管理者またはグループを含む権限を確

認する

[Administrators and Groups（管理者とグループ）]  タブで管理者またはグループ
を選択します。

特定のロールを含む権限を確認する [Roles（ロール）]  タブでロールを選択して  [Permissions（権限）]  をクリックし
ます。

特定のフォルダを含む権限を確認する [Folders（フォルダ）]  タブでフォルダを選択します。
 

フォルダの管理と確認

View Administrator を使用して、フォルダを追加または削除したり、特定のフォルダ内のデスクトップ プールとデスク
トップを確認したりできます。

n フォルダの追加 (P. 32)

特定のデスクトップまたはプールの管理を別の管理者に委任する場合は、デスクトップまたはプールを分割するた

めのフォルダを作成する必要があります。フォルダを作成しないと、すべてのデスクトップとプールがルート フォ
ルダに格納されます。

n 別のフォルダへのデスクトップ プールの移動 (P. 32)

フォルダを作成して、デスクトップ プールを分割したら、手動でデスクトップ プールを新しいフォルダに移動する
必要があります。デスクトップ プールの分割方法を変更する場合は、デスクトップ プールを別のフォルダに移動で
きます。

n フォルダの削除 (P. 32)

インベントリ オブジェクトが含まれていない場合は、フォルダを削除できます。ルート フォルダは削除できません。

n フォルダ内のデスクトップ プールの確認 (P. 33)

View Administrator で特定のフォルダ内のすべてのデスクトップ プールを表示できます。

n フォルダ内のデスクトップの確認 (P. 33)

View Administrator で特定のフォルダ内のすべてのデスクトップを表示できます。デスクトップはそのプールか
らフォルダを継承します。
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フォルダの追加

特定のデスクトップまたはプールの管理を別の管理者に委任する場合は、デスクトップまたはプールを分割するためのフォ

ルダを作成する必要があります。フォルダを作成しないと、すべてのデスクトップとプールがルート フォルダに格納され
ます。

ルート フォルダを含め、最大 100 個のフォルダを作成できます。

手順

1 View Administrator で、 [Inventory（インベントリ）]  -  [Pools（プール）]  を選択します。

2 コマンド バーにある  [Folder（フォルダ）]  ドロップダウン メニューから、 [New Folder（フォルダの新規作
成）]  を選択します。

3 フォルダの名前と説明を入力し、 [OK]  をクリックします。

説明はオプションです。

次に進む前に

1 つ以上のデスクトップ プールをフォルダに移動します。

別のフォルダへのデスクトップ プールの移動
フォルダを作成して、デスクトップ プールを分割したら、手動でデスクトップ プールを新しいフォルダに移動する必要
があります。デスクトップ プールの分割方法を変更する場合は、デスクトップ プールを別のフォルダに移動できます。

手順

1 View Administrator で、 [Inventory（インベントリ）]  -  [Pools（プール）]  を選択し、プールを選択します。

2 [Folder（フォルダ）]  ドロップダウン メニューから、 [Change Folder（フォルダの変更）]  を選択します。

3 フォルダを選択し、 [OK]  をクリックします。

選択したフォルダにプールが移動します。

フォルダの削除

インベントリ オブジェクトが含まれていない場合は、フォルダを削除できます。ルート フォルダは削除できません。

開始する前に

フォルダにインベントリ オブジェクトが含まれている場合は、オブジェクトを別のフォルダまたはルート フォルダに移
動します。「別のフォルダへのデスクトップ プールの移動 (P. 32)」を参照してください。

手順

1 View Administrator で、 [View Configuration（View 構成）]  -  [Administrators（管理者）]  を選択します。

2 [Folders（フォルダ）]  タブで、フォルダを選択し、 [Remove Folder（フォルダの削除）]  をクリックします。

3 [OK]  をクリックしてフォルダを削除します。
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フォルダ内のデスクトップ プールの確認
View Administrator で特定のフォルダ内のすべてのデスクトップ プールを表示できます。

手順

1 View Administrator で、 [Inventory（インベントリ）]  -  [Pools（プール）]  を選択します。

デフォルトでは、 [Pools（プール）]  ページにすべてのフォルダ内のプールが表示されます。

2 [Folder（フォルダ）]  ドロップダウン メニューからフォルダを選択します。

[Pools（プール）]  ページに選択したフォルダ内のプールが表示されます。

フォルダ内のデスクトップの確認

View Administrator で特定のフォルダ内のすべてのデスクトップを表示できます。デスクトップはそのプールからフォ
ルダを継承します。

手順

1 View Administrator で  [Inventory（インベントリ）]  -  [Desktops（デスクトップ）]  を選択します。

デフォルトでは、 [Desktops（デスクトップ）]  ページにすべてのフォルダ内のデスクトップが表示されます。

2 [Folder（フォルダ）]  ドロップダウン メニューからフォルダを選択します。

[Desktops（デスクトップ）]  ページに選択したフォルダ内のプールが表示されます。

カスタム ロールの管理
View Administrator を使用して、カスタム ロールを追加、変更、および削除できます。

n カスタム ロールの追加 (P. 33)

定義済みの管理者ロールがニーズを満たしていない場合、View Administrator で特定の権限を組み合わせて独自
のロールを作成できます。

n カスタム ロールの権限の変更 (P. 34)

カスタム ロール内の権限を変更できます。定義済みの管理者ロールを変更することはできません。

n カスタム ロールの削除 (P. 34)

権限に含まれていない場合は、カスタム ロールを削除できます。定義済みの管理者ロールを削除することはできま
せん。

カスタム ロールの追加
定義済みの管理者ロールがニーズを満たしていない場合、View Administrator で特定の権限を組み合わせて独自のロー
ルを作成できます。

開始する前に

カスタム ロールの作成に使用できる管理者権限について理解しておきます。「定義済みのロールと権限 (P. 34)」を参照
してください。

手順

1 View Administrator で、 [View Configuration（View 構成）]  -  [Administrators（管理者）]  を選択します。

2 [Roles（ロール）]  タブで  [Add Role（ロールの追加）]  をクリックします。

3 新しいロールの名前と説明を入力し、1 つ以上の権限を選択して、 [OK]  をクリックします。

左ペインに新しいロールが表示されます。
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カスタム ロールの権限の変更
カスタム ロール内の権限を変更できます。定義済みの管理者ロールを変更することはできません。

開始する前に

カスタム ロールの作成に使用できる管理者権限について理解しておきます。「定義済みのロールと権限 (P. 34)」を参照
してください。

手順

1 View Administrator で、 [View Configuration（View 構成）]  -  [Administrators（管理者）]  を選択します。

2 [Roles（ロール）]  タブでロールを選択します。

3 [Usage（使用状況）]  をクリックして、ロール内の権限を表示し、 [Edit（編集）]  をクリックします。

4 権限を選択または選択解除します。

5 [OK]  をクリックして変更を保存します。

カスタム ロールの削除
権限に含まれていない場合は、カスタム ロールを削除できます。定義済みの管理者ロールを削除することはできません。

開始する前に

ロールが権限に含まれる場合は、権限を削除します。「権限の削除 (P. 30)」を参照してください。

手順

1 View Administrator で、 [View Configuration（View 構成）]  -  [Administrators（管理者）]  を選択します。

2 [Roles（ロール）]  タブで、ロールを選択し、 [Remove Role（ロールの削除）]  をクリックします。

[Remove Role（ロールの削除）]  ボタンは、定義済みロールや、権限に含まれるカスタム ロールに対しては使用で
きません。

3 [OK]  をクリックしてロールを削除します。

定義済みのロールと権限

View Administrator には、管理者ユーザーおよびグループに割り当てることができる定義済みのロールがあります。選
択した権限を組み合わせて独自の管理者ロールを作成することもできます。

n 定義済みの管理者ロール (P. 35)

定義済みの管理者ロールは、一般的な管理タスクの実行に必要な個別の権限をすべて組み合わせたものです。定義

済みのロールを変更することはできません。

n グローバル権限 (P. 36)

グローバル権限は、グローバル設定の表示や変更などシステム全体の操作を制御します。グローバル権限のみを含

むロールはフォルダに適用できません。

n オブジェクト固有の権限 (P. 36)

オブジェクト固有権限は、特定のタイプのインベントリ オブジェクトの操作を制御します。オブジェクト固有の権
限を含むロールはフォルダに適用できます。

n 内部権限 (P. 37)

一部の定義済みの管理者ロールには、内部権限が含まれています。カスタム ロールを作成するときに内部権限を選
択することはできません。
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定義済みの管理者ロール

定義済みの管理者ロールは、一般的な管理タスクの実行に必要な個別の権限をすべて組み合わせたものです。定義済みの

ロールを変更することはできません。

表 2-6 describes the predefined roles and indicates whether a role can be applied to a folder.

表 2-6.  View Administrator の定義済みロール

ロール ユーザーが可能な操作 フォルダへの適用

Administrators（管理者） すべての管理者の操作を実行する（追加の管理者ユーザーおよびグループ

の作成を含む）。ルート フォルダに対する Administrators（管理者）ロー
ルを持つ管理者は、システムのすべてのインベントリ オブジェクトに対す
るフル アクセス権を持つことから、スーパー管理者と呼ばれます。
Administrators（管理者）ロールにはすべての権限が含まれるため、限ら
れたユーザーに割り当てるようにしてください。

最初に、View Connection Server ホスト上のローカル Administrators
グループのメンバーに、ルート フォルダに対するこのロールが付与されま
す。

重要   次のタスクを実行するためには、管理者がルート フォルダに対する
Administrators（管理者）ロールを備えている必要があります。
n フォルダを追加および削除する。

n View Administrator で ThinApp アプリケーションおよび構成設定
を管理する。

n View Transfer Server インスタンスと Transfer Server リポジトリを
表示および変更する。

n vdmadmin および vdmimport コマンドを使用する。

行う

Administrators (Read only)
（管理者（読み取り専用））

n グローバル設定とインベントリ オブジェクトを表示する（変更はでき
ない）。

n ThinApp アプリケーションおよび設定、View Transfer Server イン
スタンス、および Transfer Server リポジトリを表示する（変更はで
きない）。

n PowerShell コマンドやコマンド ライン ユーティリティ
（vdmexport など。vdmadmin と vdmimport は除く）を使用
する。

管理者がフォルダに対してこのロールを持つ場合、そのフォルダ内のイン

ベントリ オブジェクトのみを表示できます。

行う

Agent Registration
Administrators（Agent 登録管
理者）

物理システム、スタンドアロン仮想マシン、ターミナル サーバなどの非管
理対象デスクトップ ソースを登録する。

×

Global Configuration and
Policy Administrators（グロー
バル構成およびポリシー管理者）

管理者のロールと権限を除いたグローバルのポリシーおよび構成設定、

ThinApp アプリケーションおよび設定、View Transfer Server インスタ
ンス、Transfer Server リポジトリを表示および変更する。

×

Global Configuration and
Policy Administrators (Read
only)（グローバル構成およびポ
リシー管理者（読み取り専用））

管理者のロールと権限を除いたグローバルのポリシーおよび構成設定、

ThinApp アプリケーションおよび設定、View Transfer Server インスタ
ンス、Transfer Server リポジトリを表示する（変更はできない）。

×

Inventory Administrators（イ
ンベントリ管理者）

n すべてのデスクトップ、セッション、およびプール関連の操作を実行

する。

n 通常ディスクを管理する。

n リンク クローン プールを再同期、更新、再分散し、デフォルトのプー
ル イメージを変更する。

管理者がフォルダに対してこのロールを持つ場合、そのフォルダ内のイン

ベントリ オブジェクトに対してのみこれらの操作を実行できます。

行う

Inventory Administrators
(Read only)（インベントリ管理
者（読み取り専用））

インベントリ オブジェクトを表示する（変更はできない）。
管理者がフォルダに対してこのロールを持つ場合、そのフォルダ内のイン

ベントリ オブジェクトのみを表示できます。

行う
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グローバル権限

グローバル権限は、グローバル設定の表示や変更などシステム全体の操作を制御します。グローバル権限のみを含むロー

ルはフォルダに適用できません。

表 2-7 でグローバル権限について説明し、各権限を含む定義済みのロールを示します。

表 2-7.  グローバル権限

権限 ユーザーが可能な操作 定義済みロール

Console Interaction（コ
ンソール操作）

View Administrator にログインし、使用する。 Administrators（管理者）
Administrators (Read only)（管理者（読み取り専
用））

Inventory Administrators（インベントリ管理者）
Inventory Administrators (Read only)（インベント
リ管理者（読み取り専用））

Global Configuration and Policy Administrators
（グローバル構成およびポリシー管理者）

Global Configuration and Policy Administrators
(Read only)（グローバル構成およびポリシー管理者
（読み取り専用））

Direct Interaction（直接
操作）

PowerShell コマンドやコマンド ライン ユーティ
リティ（vdmadmin および vdmimport 以外）
を使用する。

vdmadmin および vdmimport コマンドを使用
する管理者には、ルート フォルダに対する
Administrators（管理者）ロールが必要です。

Administrators（管理者）
Administrators (Read only)（管理者（読み取り専
用））

Manage Global
Configuration and
Policies（グローバル構成
とポリシーの管理）

グローバル ポリシーおよび構成設定（管理者ロー
ルおよび権限を除く）を表示し、変更する。

Administrators（管理者）
Global Configuration and Policy Administrators
（グローバル構成およびポリシー管理者）

Manage Roles and
Permissions（ロールと権
限の管理）

管理者ロールおよび権限を作成、変更、削除する。 Administrators（管理者）

Register Agent（Agent
の登録）

物理システム、スタンドアロン仮想マシン、ターミ

ナル サーバなどの非管理対象デスクトップ ソース
に View Agent をインストールする。
View Agent のインストール時に、管理者ログイン
認証情報を指定し、View Connection Server イ
ンスタンスに非管理対象デスクトップ ソースを登
録する必要があります。

Administrators（管理者）
Agent Registration Administrators（Agent 登録
管理者）

オブジェクト固有の権限

オブジェクト固有権限は、特定のタイプのインベントリ オブジェクトの操作を制御します。オブジェクト固有の権限を含
むロールはフォルダに適用できます。

表 2-8 describes the object-specific privileges.定義済みのロール Administrators（管理者）および Inventory
Administrators（インベントリ管理者）にはこれらのすべての権限が含まれます。

表 2-8.  オブジェクト固有の権限

権限 ユーザーが可能な操作 オブジェクト

Enable Pool（プールの有効化） デスクトップ プールを有効または無効にする。 デスクトップ プール

Entitle Pool（プールへの資格付
与）

ユーザーの資格を追加または削除する。 デスクトップ プール
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表 2-8.  オブジェクト固有の権限 (続き)

権限 ユーザーが可能な操作 オブジェクト

Manage Composer Pool
Image（Composer プール イ
メージの管理）

リンク クローン プールを再同期、更新、再分散し、デフォル
トのプール イメージを変更する。

デスクトップ プール

デスクトップに対する Manage
Desktop（デスクトップの管理）

すべてのデスクトップおよびセッション関連の操作を実行する。 デスクトップ

デスクトップに対する Manage
Local Sessions（ローカル セッ
ションの管理）

ローカル デスクトップのレプリケーションをロールバックお
よび開始する。

デスクトップ

Manage Persistent Disks（通
常ディスクの管理）

View Composer の通常ディスクの操作を実行する（通常ディ
スクの接続、切断、インポートなど）。

通常ディスク

プールに対する Manage Pool
（プールの管理）

デスクトップ プールを追加、変更、削除し、デスクトップを
追加および削除する。

デスクトップ プール

デスクトップに対する Manage
Remote Sessions（リモート
セッションの管理）

リモート セッションを切断してログオフし、デスクトップ ユー
ザーにメッセージを送信する。

デスクトップ

デスクトップに対する Manage
Reboot Operation（再起動操
作の管理）

デスクトップをリセットする。 デスクトップ

内部権限

一部の定義済みの管理者ロールには、内部権限が含まれています。カスタム ロールを作成するときに内部権限を選択する
ことはできません。

表 2-9 に内部権限と、各権限を含む定義済みのロールを示します。

表 2-9.  内部権限

権限 説明 定義済みロール

Full (Read only)（フル
（読み取り専用））

すべての設定への読み取り専用アクセス権を付与し

ます。

Administrators (Read only)（管理者（読み取り専
用））

Manage Inventory
(Read only)（インベント
リの管理（読み取り専用））

インベントリ オブジェクトへの読み取り専用アク
セス権を付与します。

Inventory Administrators (Read only)（インベント
リ管理者（読み取り専用））

Manage Global
Configuration and
Policies (Read only)（グ
ローバル構成とポリシーの

管理（読み取り専用））

構成設定およびグローバル ポリシー（管理者とロー
ルを除く）への読み取り専用アクセス権を付与しま

す。

Global Configuration and Policy Administrators
(Read only)（グローバル構成およびポリシー管理者
（読み取り専用））

一般的なタスクに必要な権限

多くの一般的な管理者タスクには、調整された一連の権限が必要です。一部の操作では、操作対象のオブジェクトへのア

クセスに加えて、ルート フォルダでの権限が必要です。

プール管理のための権限

管理者が View Administrator でプールを管理するためには、特定の権限が必要です。

表 2-10 lists common pool management tasks and shows the privileges that are required to perform each task.
これらのタスクは View Administrator の  [Pools（プール）]  ページで実行します。
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表 2-10.  プール管理タスクと権限

タスク 必要な権限

プールを有効または無効にする Enable Pool（プールの有効化）

プールに対する資格をユーザーに付与する、または資格を取り消す Entitle Pool（プールへの資格付与）

プールを追加する プールに対する Manage Pool（プールの管理）
重要   リンク クローン プールを追加するときは、基本イメージを
Transfer Server リポジトリに公開するために、ルート フォルダに
対する Administrators（管理者）ロールが必要です。

プールを変更または削除する プールに対する Manage Pool（プールの管理）

プールにデスクトップを追加またはプールからデスクトップを削除

する

プールに対する Manage Pool（プールの管理）

デフォルトの View Composer イメージを更新、再構成、再分散、
または変更する

Manage Composer Pool Image（Composer プール イメージの
管理）

フォルダを変更する ソース フォルダとターゲット フォルダの両方に対する  [Manage
Pool（プールの管理）]

デスクトップ管理のための権限

管理者が View Administrator でデスクトップを管理するためには、特定の権限が必要です。

表 2-11 lists common desktop management tasks and shows the privileges that are required to perform each
task.これらのタスクは View Administrator の  [Desktops（デスクトップ）]  ページで実行します。

表 2-11.  デスクトップ管理タスクと権限

タスク 必要な権限

仮想マシンを削除する プールに対する Manage Pool（プールの管理）

仮想マシンをリセットする デスクトップに対する Manage Reboot Operation（再起動操作
の管理）

タスクをキャンセル、一時停止、または再開する Manage Composer Pool Image（Composer プール イメージの
管理）

ユーザー所有権を割り当てる、または削除する デスクトップに対する Manage Desktop（デスクトップの管理）

メンテナンス モードに切り替える、またはメンテナンス モードを終
了する

デスクトップに対する Manage Desktop（デスクトップの管理）

レプリケーションをロールバックまたは開始する デスクトップに対する Manage Local Sessions（ローカル セッ
ションの管理）

リモート セッションから切断またはログオフする デスクトップに対する Manage Remote Sessions（リモート セッ
ションの管理）

通常ディスク管理のための権限

管理者が View Administrator で通常ディスクを管理するためには、特定の権限が必要です。

表 2-12 lists common persistent disk management tasks and shows the privileges that are required to perform
each task.これらのタスクは View Administrator の  [Persistent Disks（通常ディスク）]  ページで実行します。

表 2-12.  通常ディスク管理タスクと権限

タスク 必要な権限

ディスクを切断する Manage Persistent Disks（通常ディスクの管理） およびプールに
対する Manage Pool（プールの管理）

ディスクの接続 Manage Persistent Disks（通常ディスクの管理） およびプールに
対する Manage Pool（プールの管理）
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表 2-12.  通常ディスク管理タスクと権限 (続き)

タスク 必要な権限

ディスクの編集 Manage Persistent Disks（通常ディスクの管理） およびプールに
対する Manage Pool（プールの管理）

フォルダを変更する Manage Persistent Disks（通常ディスクの管理）

デスクトップを再作成する Manage Persistent Disks（通常ディスクの管理） およびプールに
対する Manage Pool（プールの管理）

vCenter からインポートする Manage Persistent Disks（通常ディスクの管理） およびプールに
対する Manage Pool（プールの管理）

ディスクを削除する Manage Persistent Disks（通常ディスクの管理）

ユーザーと管理者の管理のための権限

管理者が View Administrator でユーザーと管理者を管理するためには、特定の権限が必要です。

表 2-13 lists common user and administrator management tasks and shows the privileges that are required to
perform each task.ユーザーの管理は View Administrator の  [Users and Groups（ユーザーとグループ）]  ページで
行います。管理者の管理は View Administrator の  [Global Administrators View（グローバル管理者ビュー）]  ページ
で行います。

表 2-13.  ユーザーと管理者の管理タスクと権限

タスク 必要な権限

一般的なユーザー情報を更新する Manage Global Configuration and Policies（グローバル構成と
ポリシーの管理）

デスクトップ ユーザーにメッセージを送信する デスクトップに対する Manage Remote Sessions（リモート セッ
ションの管理）

管理者ユーザーまたはグループを追加する Manage Roles and Permissions（ロールと権限の管理）

管理者の権限を追加、変更、または削除する Manage Roles and Permissions（ロールと権限の管理）

管理者ロールを追加、修正、または削除する Manage Roles and Permissions（ロールと権限の管理）

一般的な管理タスクと管理コマンドのための権限

管理者が一般的な管理タスクを実行したりコマンド ライン ユーティリティを実行したりするには、特定の権限が必要です。

表 2-14 shows the privileges that are required to perform general administration tasks and run command line
utilities.

表 2-14.  一般的な管理タスクと管理コマンドのための権限

タスク 必要な権限

フォルダを追加または削除する ルート フォルダに対する Administrators（管理者）ロールが必要。

View Administrator で ThinApp アプリケーションおよび設定を
管理する

ルート フォルダに対する Administrators（管理者）ロールが必要。

View Transfer Server インスタンスと Transfer Server リポジトリ
を表示および変更する

ルート フォルダに対する Administrators（管理者）ロールが必要。

物理システム、スタンドアロン仮想マシン、ターミナル サーバなど
の非管理対象デスクトップ ソースに View Agent をインストール
する

Register Agent（Agent の登録）

View Administrator で構成設定（管理者向けを除く）を表示また
は修正する

Manage Global Configuration and Policies（グローバル構成と
ポリシーの管理）
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表 2-14.  一般的な管理タスクと管理コマンドのための権限 (続き)

タスク 必要な権限

PowerShell コマンドや vdmadmin、vdmimport、
vdmexport 以外のコマンド ライン ユーティリティを使用する

Direct Interaction（直接操作）

vdmadmin および vdmimport コマンドを使用する ルート フォルダに対する Administrators（管理者）ロールが必要。

vdmexport コマンドを使用する ルート フォルダに対する Administrators（管理者）ロールまたは
Administrators (Read Only)（管理者（読み取り専用））ロールが
必要。

管理者ユーザーおよびグループに関するベスト プラクティス
View 環境のセキュリティと管理性を高めるために、管理者ユーザーおよびグループを管理するときのベスト プラクティ
スに従うようにしてください。

n Administrators（管理者）ロールにはすべての権限が含まれるため、1 人のユーザーまたは限られたユーザーに割り
当てます。

n ローカルの Windows ユーザーまたはグループを選択し、Administrators（管理者）ロールを付与します。

n 管理者用の新しいユーザー グループを作成します。余分なユーザーまたはグループが含まれる可能性があるため、
Windows のビルトイン グループまたはその他の既存グループを使用することは避けます。

n 目につきやすく推測が容易なため、管理者ユーザーおよびグループを作成するときは Administrator という名前の
使用を避けます。

n フォルダを作成して、機密情報を扱うデスクトップを分離します。それらのフォルダの管理を限られたユーザーに委

任します。

n グローバル ポリシーと View 構成設定を変更できる管理者を別途作成します。

VMware View の管理
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非管理対象デスクトップ ソースの準備 3
ユーザーは、vCenter Server によって管理されないマシンから配布される View デスクトップにアクセスできます。こ
れらの非管理対象デスクトップ ソースには、物理コンピュータ、ターミナル サーバ、VMware Server で実行される仮想
マシン、その他の仮想化プラットフォームが含まれます。View デスクトップ アクセスを提供するために、非管理対象デ
スクトップ ソースを準備する必要があります。

この章では次のトピックについて説明します。

n View デスクトップ展開用の非管理対象デスクトップ ソースの準備 (P. 41)

n 非管理対象デスクトップ ソースへの View Agent のインストール (P. 41)

View デスクトップ展開用の非管理対象デスクトップ ソースの準備
View デスクトップの展開のために非管理対象デスクトップ ソースを準備するタスクを実行する必要があります。

開始する前に

n 非管理対象デスクトップ ソースに対する管理者権限があることを確認します。

n View デスクトップ ユーザーが非管理対象デスクトップ ソースの Remote Desktop Users グループに追加されるよ
うにするには、制限付きの Remote Desktop Users グループを Active Directory に作成します。詳細については、
『VMware View インストール 』ドキュメントを参照してください。

手順

1 非管理対象デスクトップ ソースをパワーオンし、View Connection Server インスタンスにアクセスできることを
確認します。

2 非管理対象デスクトップ ソースを View デスクトップ用の Active Directory ドメインに参加させます。

3 非管理対象デスクトップ ソースへのリモート デスクトップ接続を許可するように Windows ファイアウォールを構
成します。

次に進む前に

非管理対象デスクトップ ソースに View Agent をインストールします。「非管理対象デスクトップ ソースへの View Agent
のインストール (P. 41)」を参照してください。

非管理対象デスクトップ ソースへの View Agent のインストール
すべての非管理対象デスクトップ ソースに View Agent をインストールする必要があります。View では、View Agent
がインストールされていないと非管理対象デスクトップ ソースを管理できません。

View Agent のサイレント インストールを実行すると、ウィザードのプロンプトに応答することなく 複数の Windows
物理コンピュータに View Agent をインストールできます。「View Agent のサイレント インストール (P. 51)」を参
照してください。
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開始する前に

n 非管理対象デスクトップ ソースに対する管理者権限があることを確認します。

n 非管理対象デスクトップ ソース用の View Agent カスタム セットアップ オプションについて理解しておきます。
「非管理対象デスクトップ ソース用の View Agent カスタム セットアップ オプション (P. 43)」を参照してくださ
い。

n View Agent インストール プログラムによってファイアウォール上で開かれる TCP ポートについて理解しておきま
す。詳細については、『VMware View アーキテクチャ プランニング』ドキュメントを参照してください。

n VMware 製品ページ（http://www.vmware.com/jp/products/）から View Agent インストーラ ファイルをダ
ウンロードします。

手順

1 View Agent インストール プログラムを起動するには、インストーラ ファイルをダブルクリックします。

インストーラのファイル名は、VMware-viewagent-4.6.0-<xxxxxx>.exe または VMware-viewagent-
x86_64-4.6.0-<xxxxxx>.exe です。ここで、<xxxxxx> はビルド番号です。

2 VMware のライセンス条件に同意します。

3 カスタム セットアップのオプションを選択します。

4 インストール先フォルダを受け入れるか、変更します。

5 [Server（サーバ）]  テキスト ボックスに、View Connection Server ホストのホスト名または IP アドレスを入力し
ます。

インストール時に、インストーラがこの View Connection Server インスタンスに非管理対象デスクトップ ソース
を登録します。登録後、指定した View Connection Server インスタンスおよび同じ View Connection Server グ
ループ内の他のインスタンスは非管理対象デスクトップ ソースと通信できます。

6 認証方式を選択して、View Connection Server インスタンスに非管理対象デスクトップ ソースを登録します。

オプション 操作

現在ログインしているユーザーとして認証す

る

[Username（ユーザー名）]  および  [Password（パスワード）]  テキスト ボックス
は無効であり、現在のユーザー名とパスワードを使用して View Connection Server
インスタンスにログインします。

管理者の認証情報を指定する [Username（ユーザー名）]  および  [Password（パスワード）]  テキスト ボックス
に、View Connection Server 管理者のユーザー名とパスワードを入力する必要があ
ります。

 

7 View Agent インストール プログラムの指示に従ってインストールを完了します。

8 USB リダイレクト オプションを選択した場合は、非管理対象デスクトップ ソースを再起動して USB サポートを有
効にします。

さらに、 [Found New Hardware（新しいハードウェアが見つかりました）]  ウィザードが起動する場合がありま
す。非管理対象デスクトップ ソースを再起動する前に、ウィザードの指示に従ってハードウェアを構成します。

VMware View Agent サービスが非管理対象デスクトップ ソースで開始されます。

Windows Media Player がインストールされていない場合は、View Agent インストール プログラムによってマルチメ
ディア リダイレクト（MMR）機能がインストールされません。View Agent のインストール後に Windows Media Player
をインストールした場合は、View Agent インストール プログラムを再度実行し、 [Repair（修復）]  オプションを選択
することによって MMR 機能をインストールできます。

次に進む前に

非管理対象デスクトップ ソースを使用して、View デスクトップを作成します。「手動デスクトップ プール (P. 98)」を
参照してください。
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非管理対象デスクトップ ソース用の View Agent カスタム セットアップ オプション
非管理対象デスクトップ ソースに View Agent をインストールするとき、カスタム セットアップ オプションを選択でき
ます。

表 3-1.  非管理対象デスクトップ ソース用の View Agent カスタム セットアップ オプション

オプション 説明

USB リダイレクト デスクトップにローカルに接続されている USB デバイスにユーザー
がアクセスできるようにします。

Windows 2000 は USB リダイレクトをサポートしていません。
注意   グループ ポリシー設定を使用して、特定のユーザーの USB
リダイレクトを無効にすることができます。

PCoIP Server ユーザーが PCoIP 表示プロトコルを使用して View デスクトップに
接続できるようにします。

注意   Windows Vista では、PCoIP Server コンポーネントをイン
ストールすると、Windows のグループ ポリシー  [Disable or
enable software Secure Attention Sequence（ソフトウェア
の Secure Attention Sequence を無効または有効にする）]  が有
効になり、 [Services and Ease of Access applications（サービ
スとコンピュータの簡易操作アプリケーション）]  に設定されます。
この設定を変更すると、シングル サインオンは正しく動作しません。

PCoIP スマートカード ユーザーが、PCoIP 表示プロトコルの使用時にスマート カードを使
用して認証できるようにします。
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仮想マシンの作成および準備 4
vCenter Server によって管理される仮想マシンを使用して、View デスクトップのプロビジョニングや展開を行うことが
できます。vCenter Server によって管理される仮想マシンを自動プールのテンプレート、リンク クローン プールの親、
または手動プール内のデスクトップ ソースとして使用できます。View デスクトップ アクセスを提供するには仮想マシン
を準備する必要があります。

この章では次のトピックについて説明します。

n View デスクトップの展開のための仮想マシンの作成 (P. 45)

n 仮想マシンへの View Agent のインストール (P. 49)

n View Agent のサイレント インストール (P. 51)

n View Agent のための複数の NIC を使用する仮想マシンの構成 (P. 56)

n Windows ゲスト OS のパフォーマンスの最適化 (P. 56)

n Windows 7 ゲスト OS のパフォーマンスの最適化 (P. 57)

n リンク クローン デスクトップ用の Windows 7 の最適化 (P. 58)

n View Composer のための仮想マシンの準備 (P. 64)

n 仮想マシン テンプレートの作成 (P. 70)

n カスタマイズ仕様の作成 (P. 70)

View デスクトップの展開のための仮想マシンの作成
最初の仮想マシンによって、View デスクトップの迅速な展開に使用する仮想ハードウェア プロファイルおよびオペレー
ティング システムが確立されます。

1 View デスクトップの展開のための仮想マシンの作成 (P. 46)

vSphere Client を使用して、View デスクトップのための仮想マシンを vCenter Server で作成します。

2 ゲスト OS のインストール (P. 47)

仮想マシンを作成したら、ゲスト OS をインストールする必要があります。

3 View デスクトップの展開のためのゲスト OS の準備 (P. 48)

View デスクトップの展開のためにゲスト OS を準備するタスクを実行する必要があります。
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View デスクトップの展開のための仮想マシンの作成
vSphere Client を使用して、View デスクトップのための仮想マシンを vCenter Server で作成します。

開始する前に

n ゲスト OS の ISO イメージ ファイルを ESX サーバ上のデータストアにアップロードします。

n 仮想マシンのカスタム構成パラメータについて理解しておきます。「仮想マシンのカスタム構成パラメータ (P. 46)」
を参照してください。

手順

1 vSphere Client で、vCenter Server システムにログインします。

2 [File（ファイル）]  -  [New（新規）]  -  [Virtual Machine（仮想マシン）]  を選択して、[新しい仮想マシン] ウィ
ザードを起動します。

3 [Custom（カスタム）]  を選択し、カスタム構成パラメータを構成します。

4 [Edit the virtual machine settings before completion（完了前に仮想マシンの設定を編集）]  を選択し、
[Continue（続行）]  をクリックしてハードウェア設定を構成します。

a CD/DVD ドライブを追加し、ISO イメージ ファイルを使用するようにメディアの種類を設定し、データストア
にアップロードしたゲスト OS の ISO イメージ ファイルを選択した後、 [Connect at power on（パワーオン
時に接続）]  を選択します。

b Windows XP ゲスト OS をインストールする場合は、フロッピー ドライブを追加し、 [Device Type（デバイ
スの種類）]  を  [Client Device（クライアント デバイス）]  に設定します。

c [Power-on Boot Delay（パワーオン ブート遅延）]  を 10,000 ミリ秒に設定します。

5 [Finish（完了）]  をクリックして仮想マシンを作成します。

次に進む前に

仮想マシンにゲスト OS をインストールします。

仮想マシンのカスタム構成パラメータ

View デスクトップの展開のための仮想マシンを作成するときは、仮想マシンのカスタム構成パラメータを基本状態の設
定として使用できます。

プール化されたデスクトップを展開するための View デスクトップ マネージャとして View Administrator を使用する場
合は、テンプレート ベースの View デスクトップを展開するときにこれらの設定を変更できます。

表 4-1.  カスタム構成パラメータ

パラメータ 説明および推奨事項

Name and Location（名前と場所） 仮想マシンの名前と場所。

仮想マシンをテンプレートとして使用する予定の場合は、総称的な

名前を割り当てます。場所には、データセンター インベントリ内の
任意のフォルダを使用できます。

Host/Cluster（ホスト/クラスタ） 仮想マシンを実行する ESX サーバまたはサーバ リソースのクラスタ。
仮想マシンをテンプレートとして使用する予定の場合、最初の仮想

マシンの場所では、テンプレートから今後作成される仮想マシンが

配置される場所を指定しなくても構いません。

Resource Pool（リソース プール） 物理 ESX サーバがリソース プールに分割される場合は、それらを
仮想マシンに割り当てることができます。

Datastore（データストア） 仮想マシンと関連付けられるファイルの場所。

Guest Operating System（ゲスト OS） 仮想マシンをインストールするオペレーティング システムの種類。
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表 4-1.  カスタム構成パラメータ (続き)

パラメータ 説明および推奨事項

CPUs（CPU） 仮想マシン内の仮想プロセッサの数。

ほとんどのゲスト OS には、1 つのプロセッサで十分です。

Memory（メモリ） 仮想マシンに割り当てるメモリの容量。

ほとんどの場合、512 MB で十分です。

Network（ネットワーク） 仮想マシン内の仮想ネットワーク アダプタ（NIC）の数。
通常、1 つの NIC で十分です。ネットワーク名は、仮想インフラス
トラクチャ間で一貫性を保つ必要があります。テンプレート内のネッ

トワーク名が正しくないと、インスタンスのカスタマイズ フェーズ
でエラーが発生する可能性があります。

複数の NIC を使用する仮想マシンに View Agent をインストール
するときは、View Agent が使用するサブネットを設定する必要が
あります。詳細については、「View Agent のための複数の NIC を
使用する仮想マシンの構成 (P. 56)」を参照してください。

SCSI Controller（SCSI コントローラ） 仮想マシンで使用する SCSI アダプタのタイプ。
Windows 7 および Windows XP ゲスト OS の場合は、LSI Logic
アダプタを指定する必要があります。LSI Logic アダプタはパフォー
マンスが向上しており、汎用 SCSI デバイスで高い性能を発揮します。
LSI Logic SAS は、ハードウェア バージョン 7 の仮想マシンでのみ
使用できます。

注意   Windows XP には、LSI Logic アダプタ用のドライバが含ま
れていません。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。

Select a Disk（ディスクの選択） 仮想マシンで使用するディスク。

各ユーザーに割り当てることを決定したローカル ストレージの容量
に基づいて新しい仮想ディスクを作成します。OS インストール、
パッチ、およびローカルにインストールされているアプリケーショ

ンに十分なストレージ領域を割り当てます。

必要なディスク領域を減らし、ローカル データの管理を軽減するた
めに、ユーザーの情報、プロファイル、およびドキュメントはロー

カル ディスクではなくネットワーク共有に保存してください。

ゲスト OS のインストール
仮想マシンを作成したら、ゲスト OS をインストールする必要があります。

開始する前に

n ゲスト OS の ISO イメージ ファイルが ESX サーバ上のデータストアに存在することを確認します。

n 仮想マシンの CD/DVD ドライブがゲスト OS の ISO イメージ ファイルを参照しており、CD/DVD ドライブがパワー
オン時に接続されるように構成されていることを確認します。

n Windows XP をインストールする場合で、仮想マシンに LSI Logic アダプタを選択した場合は、LSI20320-R コン
トローラのドライバを LSI Logic の Web サイトからダウンロードし、そのドライバを含むフロッピー イメージ
（.flp）ファイルを作成して、このファイルを ESX サーバ上のデータストアにアップロードします。

手順

1 vSphere Client で、仮想マシンが存在する vCenter Server システムにログインします。

2 仮想マシンを右クリックし、 [Power（パワー）]  を選択し、 [Power On（パワーオン）]  を選択して仮想マシンを
起動します。

CD/DVD ドライブを、ゲスト OS の ISO イメージを参照し、パワーオン時に接続されるように構成したため、ゲス
ト OS のインストール プロセスが自動的に開始されます。
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3 [Console（コンソール）]  タブをクリックし、オペレーティング システム ベンダによって提供されるインストール
手順を実行します。

4 Windows XP をインストールする場合で、仮想マシンに LSI Logic アダプタを選択した場合は、Windows セット
アップ プロセス中に LSI Logic ドライバをインストールします。

a F6 を押して、追加の SCSI ドライバを選択します。

b 「S」と入力して、追加のデバイスを指定します。

c vSphere Client ツールバーで、 [Connect Floppy（フロッピーの接続）]  をクリックして、LSI Logic ドライ
バ フロッピー イメージ（.flp）ファイルを選択します。

d Windows セットアップ画面に戻り、Enter を押して Windows セットアップ プロセスを続けます。

e Windows セットアップ プロセスが完了したら、仮想フロッピー ディスク ドライブの接続を解除します。

5 Windows 7 をインストールする場合、オンラインで Windows をアクティベーションします。

次に進む前に

View デスクトップの展開のためにゲスト OS を準備します。

View デスクトップの展開のためのゲスト OS の準備
View デスクトップの展開のためにゲスト OS を準備するタスクを実行する必要があります。

開始する前に

n 仮想マシンを作成し、ゲスト OS をインストールします。

n View デスクトップのための Active Directory ドメイン コントローラを構成します。詳細については、『VMware
View インストール 』ドキュメントを参照してください。

n View デスクトップ ユーザーが仮想マシンのローカルの Remote Desktop Users グループに追加されるようにする
には、制限付きの Remote Desktop Users グループを Active Directory に作成します。詳細については、『VMware
View インストール 』ドキュメントを参照してください。

n ゲスト OS に対する管理者権限があることを確認します。

手順

1 vSphere Client で、仮想マシンが存在する vCenter Server システムにログインします。

2 仮想マシンを右クリックし、 [Power（パワー）]  を選択し、 [Power On（パワーオン）]  を選択して仮想マシンを
起動します。

3 仮想マシンを右クリックし、 [Guest（ゲスト）]  を選択し、 [Install/Upgrade VMware Tools（VMware Tools の
インストール/アップグレード）]  を選択して最新バージョンの VMware Tools をインストールします。

4 VMware Tools の時刻同期機能を使用して、仮想マシンが ESX と同期されるようにします。

ESX は、外部の NTP ソース（たとえば、Active Directory と同じタイム ソース）と同期している必要があります。

VMware Tools のオンライン ヘルプに、ゲストとホストの間の時刻同期の構成に関する情報が提供されています。

5 サービス パックと更新プログラムをインストールします。

6 ウイルス対策ソフトウェアをインストールします。

7 MMR を使用する場合は Windows Media Player、スマート カード認証を使用する場合はスマート カード ドライ
ブなど、その他のアプリケーションおよびソフトウェアをインストールします。

重要   Microsoft .NET Framework をインストールする場合は、View Agent をインストールした後にインストール
する必要があります。
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8 View クライアントが PCoIP 表示プロトコルを使用して仮想マシンに接続する場合は、 [Turn off the display（ディ
スプレイの電源を切る）]  の電源オプションを  [Never（なし）]  に設定します。

この設定を無効にしない場合は、省電力モードが開始されたときに、ディスプレイが最後の状態でフリーズしたよう

に見えます。

9 ネットワーク環境でプロキシ サーバが使用されている場合は、ネットワーク プロキシの設定を構成します。

10 ネットワーク接続のプロパティを構成します。

a 固定 IP アドレスを割り当てるか、または DHCP サーバによって IP アドレスが割り当てられるように指定します。

View は、View デスクトップのリンク ローカル（169.254.x.x）アドレスをサポートしていません。

b 優先および代替 DNS サーバ アドレスを Active Directory サーバ アドレスに設定します。

11 仮想マシンを View デスクトップ用の Active Directory ドメインに参加させます。

View Composer のために使用する親仮想マシンを Active Directory ドメインに参加させる必要はありません。親
仮想マシンは、ローカルの WORKGROUP のメンバーにすることができます。

12 仮想マシンへのリモート デスクトップ接続を許可するように Windows ファイアウォールを構成します。

13 (オプション) ユーザー カスタマイズ スクリプトを構成します。

次に進む前に

View Agent をインストールします。「仮想マシンへの View Agent のインストール (P. 49)」を参照してください。

仮想マシンへの View Agent のインストール
View Connection Server が、vCenter Server によって管理される仮想マシンと通信できるようにするには、それらの
仮想マシンに View Agent をインストールする必要があります。自動デスクトップ プールのテンプレート、リンク クロー
ン デスクトップ プールの親、および手動デスクトップ プール内のデスクトップ ソースとして使用するすべての仮想マシ
ンに View Agent をインストールします。

View Agent のサイレント インストールを実行すると、ウィザードのプロンプトに応答することなく複数の Windows
仮想マシンに View Agent をインストールできます。「View Agent のサイレント インストール (P. 51)」を参照して
ください。

開始する前に

n View デスクトップの展開のためにゲスト OS を準備します。「View デスクトップの展開のためのゲスト OS の準
備 (P. 48)」を参照してください。

n VMware 製品ページ（http://www.vmware.com/jp/products/）から View Agent インストーラ ファイルをダ
ウンロードします。

n 仮想マシンに対する管理者権限があることを確認します。

n View Agent カスタム セットアップ オプションについて理解しておきます。「View Agent のカスタム セットアッ
プ オプション (P. 50)」を参照してください。

n View Agent インストール プログラムによってファイアウォール上で開かれる TCP ポートについて理解しておきま
す。詳細については、『VMware View アーキテクチャ プランニング』ドキュメントを参照してください。

n View Composer Agent のカスタム セットアップ オプションを選択する場合は、View Composer を使用するため
のライセンスを持っていることを確認します。
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手順

1 View Agent インストール プログラムを起動するには、インストーラ ファイルをダブルクリックします。

インストーラのファイル名は、VMware-viewagent-4.6.0-<xxxxxx>.exe または VMware-viewagent-
x86_64-4.6.0-<xxxxxx>.exe です。ここで、<xxxxxx> はビルド番号です。

2 VMware のライセンス条件に同意します。

3 カスタム セットアップのオプションを選択します。

リンク クローン デスクトップを展開するには、 [View Composer Agent]  オプションを選択します。

4 インストール先フォルダを受け入れるか、変更します。

5 View Agent インストール プログラムの指示に従ってインストールを完了します。

注意   ゲスト OS の準備中にリモート デスクトップ サポートを有効にしなかった場合は、View Agent インストー
ル プログラムから有効にするよう求められます。View Agent のインストール中にリモート デスクトップ サポート
を有効にしない場合は、インストールの完了後に手動で有効にする必要があります。

6 USB リダイレクト オプションを選択した場合は、仮想マシンを再起動して USB サポートを有効にします。

さらに、 [Found New Hardware（新しいハードウェアが見つかりました）]  ウィザードが起動する場合がありま
す。仮想マシンを再起動する前に、ウィザードの指示に従ってハードウェアを構成します。

VMware View Agent サービスは、仮想マシンで開始されます。

[View Composer Agent]  オプションを選択した場合、VMware View Composer Guest Agent Server サービスが仮
想マシンで開始されます。

Windows Media Player がインストールされていない場合は、View Agent インストール プログラムによってマルチメ
ディア リダイレクト（MMR）機能がインストールされません。View Agent のインストール後に Windows Media Player
をインストールした場合は、View Agent インストール プログラムを再度実行し、 [Repair（修復）]  オプションを選択
することによって MMR 機能をインストールできます。

次に進む前に

仮想マシンが複数の NIC を使用する場合は、View Agent が使用するサブネットを構成します。「View Agent のための
複数の NIC を使用する仮想マシンの構成 (P. 56)」を参照してください。

View Agent のカスタム セットアップ オプション
仮想マシンに View Agent をインストールするとき、カスタム セットアップ オプションを選択できます。

表 4-2.  View Agent のカスタム セットアップ オプション

オプション 説明

USB リダイレクト デスクトップにローカルに接続されている USB デバイスにユーザー
がアクセスできるようにします。

Windows 2000 は USB リダイレクトをサポートしていません。
注意   グループ ポリシー設定を使用して、特定のユーザーの USB
リダイレクトを無効にすることができます。

View Composer Agent View Agent をこの仮想マシンから展開されるリンク クローン デ
スクトップで実行できるようにします。

仮想印刷 ユーザーが Windows クライアント コンピュータで使用できる任意
のプリンタに印刷できるようにします。ユーザーは、デスクトップ

に追加のドライバをインストールする必要はありません。
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表 4-2.  View Agent のカスタム セットアップ オプション (続き)

オプション 説明

PCoIP Server ユーザーが PCoIP 表示プロトコルを使用して View デスクトップに
接続できるようにします。

PCoIP Server 機能をインストールすると、Windows 7 および
Windows Vista デスクトップではスリープ モードが無効になり、
Windows XP デスクトップではスタンバイ モードが無効になりま
す。ユーザーが  [Power Options（電源オプション）]  または  [Shut
Down（シャットダウン）]  メニューに移動すると、スリープ モー
ドまたはスタンバイ モードは非アクティブになっています。非アク
ティブのデフォルトの期間が過ぎても、デスクトップはスリープ

モードやスタンバイ モードになりません。デスクトップはアクティ
ブ モードのままです。
注意   Windows Vista に PCoIP Server 機能をインストールする
と、Windows のグループ ポリシー  [Disable or enable software
Secure Attention Sequence（ソフトウェアの Secure Attention
Sequence を無効または有効にする）]  が有効になり、 [Services
and Ease of Access applications（サービスとコンピュータの簡
単操作アプリケーション）]  に設定されます。この設定を変更する
と、シングル サインオンは正しく動作しません。

PCoIP スマートカード ユーザーが、PCoIP 表示プロトコルの使用時にスマート カードを使
用して認証できるようにします。

View Agent のサイレント インストール
Microsoft Windows Installer（MSI）のサイレント インストール機能を使用して、複数の Windows 仮想マシンまたは
物理コンピュータに View Agent をインストールできます。サイレント インストールではコマンド ラインを使用するの
で、ウィザードのプロンプトに応答する必要はありません。

サイレント インストールを使用すると、大企業で View コンポーネントを効率的に展開できます。

開始する前に

n View デスクトップの展開のためにゲスト OS を準備します。「View デスクトップの展開のためのゲスト OS の準
備 (P. 48)」を参照してください。

n VMware 製品ページ（http://www.vmware.com/jp/products/）から View Agent インストーラ ファイルをダ
ウンロードします。

インストーラのファイル名は、VMware-viewagent-4.6.0-<xxxxxx>.exe または VMware-viewagent-
x86_64-4.6.0-<xxxxxx>.exe です。ここで、<xxxxxx> はビルド番号です。

n 仮想マシンまたは物理 PC に対する管理者権限があることを確認します。

n View Agent カスタム セットアップ オプションについて理解しておきます。「View Agent のカスタム セットアッ
プ オプション (P. 50)」を参照してください。

n View Composer Agent のカスタム セットアップ オプションを選択する場合は、View Composer を使用するため
のライセンスを持っていることを確認します。

n MSI インストーラのコマンドライン オプションについて理解しておきます。「Microsoft Windows Installer のコマ
ンドライン オプション (P. 52)」を参照してください。

n View Agent で使用できるサイレント インストールのプロパティについて理解しておきます。「View Agent のサイ
レント インストールのプロパティ (P. 54)」を参照してください。

n View Agent インストール プログラムによってファイアウォール上で開かれる TCP ポートについて理解しておきま
す。詳細については、『VMware View アーキテクチャ プランニング』ドキュメントを参照してください。
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手順

1 仮想マシンまたは物理 PC で Windows コマンド プロンプトを開きます。

2 インストール コマンドを 1 行に入力します。

この例では、vCenter Server によって管理される仮想マシンに View Agent をインストールします。インストーラ
は、PCoIP、View Composer Agent、Virtual Printing、USB リダイレクトの各カスタム セットアップ オプショ
ンを構成します。

VMware-viewagent-4.6.0-<xxxxxx>.exe /s /v"/qn VDM_VC_MANAGED_AGENT=1
ADDLOCAL=Core,PCoIP,SVIAgent,ThinPrint,USB"

この例では、非管理対象コンピュータに View Agent をインストールし、指定した View Connection Server
（cs1.companydomain.com）にデスクトップを登録します。インストーラは、SSO、Virtual Printing、および
USB リダイレクトの各カスタム セットアップ オプションを構成します。

VMware-viewagent-4.6.0-<xxxxxx>.exe /s /v"/qn VDM_VC_MANAGED_AGENT=0
VDM_SERVER_NAME=cs1.companydomain.com VDM_SERVER_USERNAME=admin.companydomain.com
VDM_SERVER_PASSWORD=secret ADDLOCAL=Core,ThinPrint,USB"

VMware View Agent サービスは、仮想マシンで開始されます。

[View Composer Agent]  オプションを選択した場合、VMware View Composer Guest Agent Server サービスが仮
想マシンで開始されます。

Windows Media Player がインストールされていない場合は、View Agent インストール プログラムによってマルチメ
ディア リダイレクト（MMR）機能がインストールされません。View Agent のインストール後に Windows Media Player
をインストールした場合は、View Agent インストール プログラムを再度実行し、 [Repair（修復）]  オプションを選択
することによって MMR 機能をインストールできます。

次に進む前に

仮想マシンが複数の NIC を使用する場合は、View Agent が使用するサブネットを構成します。「View Agent のための
複数の NIC を使用する仮想マシンの構成 (P. 56)」を参照してください。

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

MSI の詳細については、Microsoft の Web サイトを参照してください。MSI コマンドライン オプションについては、
Microsoft Developer Network（MSDN）ライブラリの Web サイトを参照し、MSI コマンドライン オプションを検索
してください。 To see MSI command-line usage, you can open a command prompt on the View component
computer and type msiexec /?.

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

コマンド ラインで、インストーラのブートストラップ プログラムを制御するコマンドライン オプションを入力する必要
があります。

VMware View の管理

52  VMware, Inc.



表 4-3.  View コンポーネントのブートストラップ プログラムのコマンドライン オプション

オプション 説明

/s ブートストラップのスプラッシュ画面および抽出ダイアログを無効にします。これによって対話型のダイアロ

グが表示されなくなります。

例： VMware-viewconnectionserver-4.6.<x>-<xxxxxx>.exe /s

The /s option is required to run a silent installation.

/v"
<MSI_command_line_optio
ns>"

コマンド ラインに入力した二重引用符で囲まれた文字列を、MSI が解釈するオプションのセットとして渡す
ようにインストーラに指示します。コマンドライン入力項は二重引用符で囲む必要があります。 Place a
double quote after the /v and at the end of the command line.

例： VMware-viewagent-4.6.<x>-
<xxxxxx>.exe /s /v"<command_line_options>"
スペースを含む文字列を解釈するように MSI インストーラに指示するには、その文字列を 2 組の二重引用符
で囲みます。たとえば、スペースを含むインストール パス名で View コンポーネントをインストールすると
します。

例：VMware-viewconnectionserver-4.6.<x>-
<xxxxxx>.exe /s /v"<command_line_options> INSTALLDIR=""d:¥abc¥my
folder"""
この例では、MSI インストーラはインストール ディレクトリのパスをそのまま渡し、2 つのコマンドライン
オプションとしての文字列の解釈を試行しません。コマンド ライン全体を囲む二重引用符が末尾にあること
に注意してください。

The /v"<command_line_options>" option is required to run a silent installation.

You control the remainder of a silent installation by passing command-line options and MSI property values
to the MSI installer, msiexec.exe.MSI インストーラには、View コンポーネントのインストール コードが含まれてい
ます。このインストーラはコマンド ラインに入力された値およびオプションを使用して、View コンポーネントに固有の
インストールの選択内容およびセットアップ オプションを解釈します。

表 4-4.  MSI コマンドライン オプションと MSI プロパティ

MSI のオプションまたはプロパ
ティ 説明

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

VMware-viewagent-4.6.<x>-<xxxxxx>.exe /s /v"/qn"

Alternatively, you can use the /qb option to display the wizard pages in a noninteractive,
automated installation.インストールの進行中にウィザードのページが表示されますが、それらに応
答することはできません。

The /qn or /qb option is required to run a silent installation.

INSTALLDIR View コンポーネントの代替インストール パスを指定します。

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

MSI のオプションまたはプロパ
ティ 説明

ADDLOCAL インストールするコンポーネント固有の機能を決定します。対話型インストールでは、選択できるカ

スタム セットアップ オプションが View インストーラによって表示されます。 The MSI property,
ADDLOCAL, lets you specify these setup options on the command line.

使用可能なカスタム セットアップ オプションをすべてインストールするには、「ADDLOCAL=ALL」
と入力します。

例： VMware-viewagent-4.6.<x>-<xxxxxx>.exe /s /v"/qn ADDLOCAL=ALL"

If you do not use the MSI property, ADDLOCAL, the default setup options are installed.
個別のセットアップ オプションを指定するには、カンマで区切ったセットアップ オプション名のリス
トを入力します。オプション名の間にスペースを入力しないでください。 Use the format
<ADDLOCAL>=<value,value,value...>.
たとえば、次のように View Agent を View Composer Agent および PCoIP 機能とともにゲスト
OS にインストールすることができます。

VMware-viewagent-4.6.<x>-<xxxxxx>.exe /s /v"/qn
ADDLOCAL=Core,SVIAgent,PCoIP"

注意   The Core feature is required in View Agent.
この MSI プロパティはオプションです。

/l*v <log_file> 詳細出力を含むログ記録情報を、指定されたログ ファイルに書き込みます。

例：/l*v ""%TEMP%¥vmmsi.log""
この例では、対話型インストール中に生成されるログと同様の詳細なログ ファイルが生成されます。
このオプションを使用して、インストールに独自に適用されるカスタム機能を記録できます。記録さ

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

The /l*v option is optional.

View Agent のサイレント インストールのプロパティ
コマンド ラインからセキュリティ サーバをサイレント インストールするときに、特定のプロパティを含めることができ
ます。<PROPERTY>=<value> 形式を使用して、Microsoft Windows Installer（MSI）がプロパティと値を解釈できる
ようにする必要があります。

表 4-5 に、コマンドラインで使用できる View Agent サイレント インストールのプロパティを示します。

表 4-5.  View Agent をサイレント インストールするときの MSI プロパティ

MSI プロパティ 説明 デフォルト値

INSTALLDIR View Agent ソフトウェアがインストールされるパスおよびフォルダ。

例：INSTALLDIR=""D:¥abc¥my folder""
パスを 2 つの二重引用符のセットで囲むと、MSI インストーラはパス内のス
ペースを無視します。

この MSI プロパティはオプションです。

%ProgramFiles%
¥VMware¥VMware
View¥Agent

RDPCHOICE デスクトップでリモート デスクトップ プロトコル（RDP）を有効にするかど
うかを決定します。

値 1 を指定すると、RDP が有効になります。値 0 を指定すると、RDP 設定
は無効のままです。

この MSI プロパティはオプションです。

1

VDM_VC_MANAGED_AGENT View Agent がインストールされる仮想マシンを vCenter Server が管理す
るかどうかを決定します。

値 1 を指定すると、デスクトップは vCenter Server の管理対象仮想マシン
として構成されます。

値 0 を指定すると、デスクトップは vCenter Server の非管理対象として構
成されます。

この MSI プロパティは必須です。

None（なし）
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表 4-5.  View Agent をサイレント インストールするときの MSI プロパティ (続き)

MSI プロパティ 説明 デフォルト値

VDM_SERVER_NAME View Agent インストーラが非管理対象デスクトップを登録する View
Connection Server コンピュータのホスト名または IP アドレス。このプロ
パティは、非管理対象デスクトップにのみ適用されます。

例：VDM_SERVER_NAME=10.123.01.01
非管理対象デスクトップでは、この MSI プロパティは必須です。
vCenter Server の管理対象の仮想マシン デスクトップには、この MSI プロ
パティを使用しないでください。

None（なし）

VDM_SERVER_USERNAME View Connection Server コンピュータの管理者のユーザー名。この MSI
プロパティは、非管理対象デスクトップにのみ適用されます。

例：VDM_SERVER_USERNAME=admin.companydomain.com
非管理対象デスクトップでは、この MSI プロパティは必須です。
vCenter Server の管理対象の仮想マシン デスクトップには、この MSI プロ
パティを使用しないでください。

None（なし）

VDM_SERVER_PASSWORD View Connection Server 管理者ユーザー パスワード。

例：VDM_SERVER_PASSWORD=secret
非管理対象デスクトップでは、この MSI プロパティは必須です。
vCenter Server の管理対象の仮想マシン デスクトップには、この MSI プロ
パティを使用しないでください。

None（なし）

サイレント インストール コマンドでは、MSI プロパティ ADDLOCAL= を使用して、View Agent インストーラが構成す
るカスタム機能を指定できます。各サイレント インストール機能は、対話型インストールで選択できるカスタム セット
アップ オプションに対応します。

表 4-6 に、コマンド ラインに入力できる View Agent 機能と対応するカスタム セットアップ オプションを示します。

表 4-6.  View Agent サイレント インストール機能と対話型のカスタム セットアップ オプション

サイレント インストール機能 対話型インストールでのカスタム セットアップ オプション

Core。

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

ADDLOCAL=ALL を指定すると、Core を含め、すべての機能がイ
ンストールされます。

なし。

対話型インストールでは、コアの View Agent 機能はデフォルトで
インストールされます。

SVIAgent View Composer Agent

ThinPrint 仮想印刷

ThinPrintPCoIP PCoIP による仮想印刷

PCoIP PCoIP プロトコル

USB USB リダイレクト

カスタム セットアップ オプションの詳細については、「View Agent のカスタム セットアップ オプション (P. 50)」を参
照してください。
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View Agent のための複数の NIC を使用する仮想マシンの構成
複数の NIC を使用する仮想マシンに View Agent をインストールするときは、View Agent が使用するサブネットを設
定する必要があります。サブネットによって、クライアント プロトコル接続のために View Agent が View Connection
Server インスタンスに提供するネットワーク アドレスが決まります。

手順

u View Agent がインストールされている仮想マシンで、コマンド プロンプトを開き、regedit.exe と入力します。
次に、サブネットを構成するためのレジストリ エントリを作成します。

例：

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

この例で、<n.n.n.n> は TCP/IP サブネットで、<m> はサブネット マスクのビット数です。

Windows ゲスト OS のパフォーマンスの最適化
View デスクトップの展開のためにゲスト OS のパフォーマンスを最適化する特定の手順を実行できます。この手順はす
べての Windows オペレーティング システムに適用されます。これらの手順はすべてオプションです。

開始する前に

View デスクトップの展開のためにゲスト OS を準備します。

手順

n COM1、COM2、LPT などの未使用のポートを無効にします。

n 表示のプロパティを調整します。

a ベーシック テーマを選択します。

b 背景を単色に設定します。

c スクリーン セーバーを  [None（なし）]  にします。

d ハードウェアのアクセラレーションを有効にしていることを確認します。

n 高パフォーマンスの電源オプションを選択し、スリープ タイマーを指定しません。

n インデックス サービス コンポーネントを無効にします。

注意   インデックスを付けると、ファイルがカタログ化されて検索の速度が向上します。頻繁に検索を行うユーザー
に対しては、この機能を無効にしないでください。

n システムの復元ポイントを削除するか、または最小限に抑えます。

n C:¥ のシステム保護をオフにします。

n 不要なすべてのサービスを無効にします。

n サウンド設定を  [No Sounds（サウンドなし）]  に設定します。

n 視覚効果を  [Adjust for best performance（パフォーマンスを優先する）]  に設定します。

n Windows Media Player を開き、デフォルトの設定を使用します。

n 自動コンピュータ保守をオフにします。

n パフォーマンス設定を最高のパフォーマンスに調整します。

n Delete any hidden uninstall folders in C:\Windows, such $NtUninstallKB893756$.

n すべてのイベント ログを削除します。
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n ディスク クリーンアップを実行して一時ファイルを削除し、ごみ箱を空にして、必要でなくなったシステム ファイ
ルおよびその他の項目を削除します。

n ディスク デフラグを実行し、断片化されたデータを再配置します。

次に進む前に

Windows 7 ゲスト OS では、追加の最適化タスクを実行します。「Windows 7 ゲスト OS のパフォーマンスの最適
化 (P. 57)」を参照してください。

Windows 7 ゲスト OS のパフォーマンスの最適化
View デスクトップの展開のために Windows 7 ゲスト OS のパフォーマンスを最適化する追加の手順を実行できます。
これらの手順はすべてオプションです。

開始する前に

すべての Windows オペレーティング システムに適用されるゲスト OS の最適化手順を実行します。「Windows ゲス
ト OS のパフォーマンスの最適化 (P. 56)」を参照してください。

手順

1 Tablet PC コンポーネントの機能が必要でなければアンインストールします。

2 IPv6 が必要でなければ無効にします。

3 システム構成ユーティリティ（msconfig.exe）を起動し、ブートおよびスタートアップ設定を構成します。

a [Boot（ブート）]  タブで、 [No GUI boot（GUI ブートなし）]  および  [Base video（基本ビデオ）]  を選択
します。

b [Startup（スタートアップ）]  タブで、Adobe Acrobat および Reader を無効にします。

4 ファイル システム ユーティリティ（fsutil）コマンドを使用して、ファイルの最終アクセス時間を追跡する設定
を無効にします。

例：fsutil behavior set disablelastaccess 1

5 レジストリ エディタ（regedit.exe）を起動し、 [HKEY_LOCAL_MACHINE¥SYSTEM¥CurrentControlSet
¥services¥Disk]  の TimeOutValue REG_DWORD を 0x000000be(190) に変更します。

6 ゲスト OS をシャットダウンし、仮想マシンをパワーオフします。

7 仮想マシン ビデオ カード RAM 設定を 128 MB に変更します。

8 仮想マシンをパワーオンします。

次に進む前に

Windows 7 の特定のサービスおよびタスクを無効にすることによって、View Composer リンク クローン デスクトッ
プの拡大を抑える詳細については、「リンク クローン デスクトップ用の Windows 7 の最適化 (P. 58)」を参照してく
ださい。さらに、特定のサービスおよびタスクを無効にすることによって、フル仮想マシンのパフォーマンス上の利点も

得られる可能性があります。
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リンク クローン デスクトップ用の Windows 7 の最適化
Windows 7 の特定のサービスおよびタスクを無効にすることによって、View Composer リンク クローン デスクトッ
プの拡大を抑えることができます。さらに、特定のサービスおよびタスクを無効にすることによって、フル仮想マシンの

パフォーマンス上の利点も得られる可能性があります。

Windows 7 のサービスおよびタスクを無効にした場合の利点
Windows 7 は、リンク クローン デスクトップがアイドル状態の場合でも View Composer リンク クローンの拡大を招
く可能性のあるサービスおよびタスクをスケジュール設定します。リンク クローン OS ディスクが徐々に拡大すること
で、最初にリンク クローン デスクトップを作成したときに達成したストレージの節約が台なしになることがあります。
これらの Windows 7 のサービスを無効にすることによって、リンク クローンの拡大を抑えることができます。

Windows 7 では新しいサービスが導入されており、またデフォルトで実行される古いサービス（ディスクの最適化など）
もスケジュール設定されます。これらのサービスは、無効にしない限り、バックグラウンドで実行されます。

また、OS ディスクの拡大に影響を与えるサービスによって、Windows 7 仮想マシン上の IOPS（1 秒あたりの入出力操
作）も生成されます。これらのサービスを無効にすると、IOPS を削減し、フル仮想マシンやリンク クローン上のパフォー
マンスを向上させることができます。

また、特定のサービスを無効にすると、Windows XP および Windows Vista オペレーティング システムにもメリット
があります。

Windows 7 を最適化するためのこれらのベスト プラクティスは、ほとんどのユーザー環境に適用されます。ただし、各
サービスを無効にした場合の効果は、実際のユーザー、アプリケーション、およびデスクトップについて評価する必要が

あります。特定のサービスをアクティブなままにしておくことが必要な場合もあります。

たとえば、リンク クローン デスクトップを更新したり再構成したりする場合は、Windows Update サービスを無効にす
ると効果的です。更新操作によって OS ディスクが最後のスナップショットに復元され、最後のスナップショットが作成
された時点以降のすべての Windows 自動更新が削除されます。再構成操作によって、現在の Windows 更新が含まれて
いる可能性のある新しいスナップショットから OS ディスクが再作成されるため、Windows 自動更新が冗長になります。

更新や再構成を定期的に行わない場合は、Windows Update サービスをアクティブなままにしておくことができます。

リンク クローンの拡大を招く Windows 7 のサービスおよびタスクの概要
Windows 7 の特定のサービスおよびタスクは、リンク クローン デスクトップがアイドル状態の場合でも、数時間ごとに
徐々にリンク クローン OS ディスクの拡大を招く可能性があります。これらのサービスおよびタスクを無効にすると、OS
ディスクの拡大を抑制できます。

また、OS ディスクの拡大に影響を与えるサービスによって、Windows 7 仮想マシン上の IOPS も生成されます。フル仮
想マシンやリンク クローンで、これらのサービスを無効にした場合の利点を評価することができます。

表 4-7 に示す Windows 7 のサービスを無効にする前に、「Windows ゲスト OS のパフォーマンスの最適化 (P. 56)」お
よび 「Windows 7 ゲスト OS のパフォーマンスの最適化 (P. 57)」の最適化の手順を実行したことを確認してください。
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表 4-7.  OS がアイドル状態のとき Windows 7 のサービスおよびタスクが OS ディスクの拡大と IOPS に与える影響

サービスまたはタスク 説明

デフォルトの頻度また

は起動

リンク クローン OS
ディスクへの影響 IOPS への影響

このサービスまたはタ

スクの無効化

Windows のハイバ
ネーション

コンピュータがパワー

オフされる前に、開か

れているドキュメント

やプログラムをファイ

ルに格納することに

よって省電力状態を提

供します。このファイ

ルは、コンピュータが

再起動されたときにメ

モリに再びロードさ

れ、ハイバネーション

が起動された時点の状

態を復元します。

デフォルトの電源プラ

ン設定では、ハイバ

ネーションは無効に

なっています。

高。

デフォルトでは、ハイ

バネーション ファイ
ル hiberfil.sys
のサイズは、仮想マシ

ンに搭載されている

RAM と同じです。こ
の機能は、すべてのゲ

スト OS に影響を与え
ます。

高。

ハイバネーションが起

動されると、システム

は、搭載されている

RAM のサイズで
hiberfil.sys
ファイルを書き込みま

す。

行う

仮想環境では、ハイバ

ネーションに利点はあ

りません。

手順については、「親仮

想マシンでの

Windows のハイバ
ネーションの無効

化 (P. 67)」を参照し
てください。

Windows でスケ
ジュール設定された

ディスクの最適化

ディスクの最適化は、

バックグラウンド処理

としてスケジュール設

定されます。

1 週間に 1 回 高。

ディスクの最適化操作

が繰り返されると、リ

ンク クローン OS ディ
スクのサイズが数 GB
増える場合があり、リ

ンク クローン上のディ
スク アクセスの効率
化にはほとんど役立ち

ません。

高 行う

Windows Update
サービス

Windows やその他の
プログラムの更新を検

出、ダウンロード、お

よびインストールしま

す。

自動スタートアップ 中～高。

更新チェックが頻繁に

実行されるため、リン

ク クローンの OS ディ
スクへの書き込みが頻

繁に発生します。影響

は、ダウンロードされ

る更新によって異なり

ます。

中～高 View Composer の再
構成を使用して

Windows 更新をイン
ストールしたり、View
Composer の更新を使
用して OS ディスクを
元のスナップショット

に戻したりする場合は

行う。

Windows 診断ポリ
シー サービス

Windows コンポーネ
ントの問題を検出、ト

ラブルシューティン

グ、および解決しま

す。このサービスを停

止すると、診断が機能

しなくなります。

自動スタートアップ 中～高。

このサービスは、必要

に応じて起動されま

す。書き込みの頻度

は、要求によって異な

ります。

低～中 デスクトップ上で診断

ツールが機能する必要

がない場合は行う。

プリフェッチ/スーパー
フェッチ

実行するアプリケー

ションがより迅速に起

動されるように、アプ

リケーションに関する

特定の情報を格納しま

す。

この機能は Windows
XP で導入されました。

無効にしない限り、常

に有効。

中

レイアウトおよびデー

タベース情報や、必要

に応じて生成される個

別のプリフェッチ ファ
イルに対する定期的な

更新が発生します。

中 この機能を無効にした

後のアプリケーション

の起動時間が許容でき

る場合は行う。

Windows レジストリ
のバックアップ

（RegIdleBackup）

システムがアイドル状

態のときに、

Windows レジストリ
を自動的にバックアッ

プします。

10 日ごと、午前 12：
00

中。

このタスクが実行され

るごとに、レジストリ

のバックアップ ファ
イルが生成されます。

中。 行う。

Windows レジストリ
のバックアップは必要

ありません。レジスト

リ データを復元するに
は、View Composer
の更新操作を使用でき

ます。
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表 4-7.  OS がアイドル状態のとき Windows 7 のサービスおよびタスクが OS ディスクの拡大と IOPS に与える影響 (続き)

サービスまたはタスク 説明

デフォルトの頻度また

は起動

リンク クローン OS
ディスクへの影響 IOPS への影響

このサービスまたはタ

スクの無効化

システムの復元 Windows システムを
以前の正常な状態に戻

します。

Windows の起動時
と、それ以降 1 日に 1
回。

低～中。

システムが必要と判断

した場合に、システム

の復元ポイントをキャ

プチャします。リン

ク クローンがアイド
ル状態のときは、オー

バーヘッドは小さいで

す。

大きな影響はありませ

ん。

行う

影響は小さいものの、

View Composer の更
新を使用して OS ディ
スクを元のスナップ

ショットに戻す場合、

このタスクは冗長です。

Windows Defender スパイウェア対策機能

を提供します。

Windows の起動時。
1 日に 1 回、クイッ
ク スキャンを実行し
ます。各スキャンの前

に、更新をチェックし

ます。

中～高。

定義の更新、スケ

ジュール設定されたス

キャン、および必要に

応じて起動されるス

キャンを実行します。

中～高。 他のスパイウェア対策

ソフトウェアがインス

トールされている場合

は行う。

Microsoft Feeds
Synchronization タス
ク

（msfeedssync.e
xe）

Windows Internet
Explorer 7 および 8
Web ブラウザ内の
RSS フィードを定期的
に更新します。このタ

スクは、RSS フィード
の自動同期が有効に

なっている RSS
フィードを更新しま

す。このプロセスが

Windows タスク マ
ネージャに表示される

のは、Internet
Explorer 7 または 8
が実行されている場合

だけです。

1 日に 1 回。 中。

通常ディスクが構成さ

れていない場合は、

OS ディスクの拡大に
影響を与えます。通常

ディスクが構成されて

いる場合は、影響が通

常ディスクに移りま

す。

中 ユーザーがデスクトッ

プ上での RSS フィード
の自動更新を必要とし

ない場合は行う。

Windows 7 親仮想マシンでのスケジュール設定されたディスクの最適化の無効化
リンク クローンを作成する前に、Windows 7 親仮想マシンで、スケジュール設定されたディスクの最適化を無効にする
必要があります。デフォルトでは、Windows 7 はディスクの最適化を毎週スケジュール設定します。ディスクの最適化
操作が繰り返されると、リンク クローン OS ディスクのサイズが大幅に増え、リンク クローン上のディスク アクセスが
効率化されません。

親仮想マシンからリンク クローン プールを作成すると、リンク クローンはレプリカのディスクを共有します。レプリカ
のディスクは読み取り専用であるため、以降のディスクの最適化操作の影響を受けません。代わりに、ディスクの最適化

によって各クローンの OS ディスクが拡張されます。

ベスト プラクティスとして、スナップショットを作成してプールを作成する前に、親仮想マシンのディスクの最適化を 1
回行うことをお勧めします。リンク クローンは、レプリカの最適化された読み取り専用ディスクを共有するため、ディス
クの最適化はメリットがあります。

開始する前に

n リンク クローンに展開しようとしているアプリケーションが仮想マシンにインストールされていることを確認します。

n View Agent が View Composer Agent とともに仮想マシンにインストールされていることを確認します。

手順

1 vSphere Client で、親仮想マシンを選択し、 [Open Console（コンソールを開く）]  を選択します。

2 Windows 7 ゲスト OS に管理者としてログインします。
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3 [Start（スタート）]  をクリックし、 [Search programs and files（プログラムとファイルの検索）]  ボックスに
「デフラグ」と入力します。

4 [Programs（プログラム）]  ペインで、 [Disk Defragmenter（ディスク デフラグ ツール）]  をクリックします。

5 [Disk Defragmenter（ディスク デフラグ ツール）]  ダイアログ ボックスで、 [Defragment disk（ディスクの最
適化）]  をクリックします。

ディスク デフラグ ツールによって、最適化されたファイルが仮想マシンのハード ディスク上に統合されます。

6 [Disk Defragmenter（ディスク デフラグ ツール）]  ダイアログ ボックスで、 [Configure schedule（スケジュー
ルの構成）]  をクリックします。

7 [Run on a schedule (recommended)（スケジュールに従って実行する (推奨)）]  の選択を解除し、 [OK]  をクリッ
クします。

この親仮想マシンから作成されたリンク クローン仮想マシンに対してディスクの最適化操作は実行されません。

Windows 7 仮想マシンでの Windows Update サービスの無効化
Windows Update サービスを無効にすると、更新がダウンロードされてインストールされるときに作成されるファイル
の数や、発生する書き込みの数を削減できます。この操作によって、リンク クローンの拡大を抑え、リンク クローンや
フル仮想マシンの IOPS を削減することができます。

リンク クローン デスクトップを更新したり再構成したりする場合は、Windows Update サービスを無効にしてくださ
い。更新操作によって OS ディスクが元のスナップショットに復元され、Windows 自動更新が削除されます。再構成操
作によって、Windows 更新が含まれている可能性のある新しいスナップショットから OS ディスクが再作成され、
Windows 自動更新が冗長になります。

リンク クローンに Windows 更新をインストールするために再構成を使用しない場合は、Windows Update サービスを
無効にしないでください。

開始する前に

最新の Windows 更新がダウンロードされ、仮想マシンにインストールされていることを確認します。

手順

1 vSphere Client で、親仮想マシンを選択し、 [Open Console（コンソールを開く）]  を選択します。

2 Windows 7 ゲスト OS に管理者としてログインします。

3 [Start（スタート）]  -  [Control Panel（コントロール パネル）]  -  [System and Security（システムとセキュリ
ティ）]  -  [Turn automatic updating on or off（自動更新の有効化または無効化）]  をクリックします。

4 [Important updates（重要な更新プログラム）]  メニューで、 [Never check for updates（更新プログラムを確
認しない）]  を選択します。

5 [Give me recommended updates the same way I receive important updates（推奨される更新プログラムに
ついても重要な更新プログラムと同様に通知する）]  の選択を解除します。

6 [Allow all users to install updates on this computer（すべてのユーザーにこのコンピューターへの更新プログラ
ムのインストールを許可する）]  の選択を解除し、 [OK]  をクリックします。

Windows 7 仮想マシンでの診断ポリシー サービスの無効化
Windows 診断ポリシー サービスを無効にすると、システム書き込みの数を最小限にし、リンク クローン デスクトップ
の拡大を抑えることができます。

ユーザーがデスクトップに診断ツールを必要としている場合は、Windows 診断ポリシー サービスを無効にしないでくだ
さい。
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手順

1 vSphere Client で、親仮想マシンを選択し、 [Open Console（コンソールを開く）]  を選択します。

2 Windows 7 ゲスト OS に管理者としてログインします。

3 [Start（スタート）]  -  [Control Panel（コントロール パネル）]  -  [System and Security（システムとセキュリ
ティ）]  -  [Administrative Tools（管理ツール）]  をクリックします。

4 [Services（サービス）]  を選択し、 [Open（開く）]  をクリックします。

5 [Diagnostic Policy Service]  をダブルクリックします。

6 [Diagnostic Policy Service Properties (Local Computer)（（ローカル コンピューター）Diagnostic Policy Service
のプロパティ）]  ダイアログで、 [Stop（停止）]  をクリックします。

7 [Startup type（スタートアップの種類）]  メニューで、 [Disabled（無効）]  を選択します。

8 [OK]  をクリックします。

Windows 7 仮想マシンでのプリフェッチとスーパーフェッチの機能の無効化
Windows のプリフェッチとスーパーフェッチの機能を無効にすることによって、プリフェッチ ファイルの生成と、プリ
フェッチやスーパーフェッチの動作に関連したオーバーヘッドを回避できます。この操作によって、リンク クローン デ
スクトップの拡大を抑え、フル仮想マシンやリンク クローン上の IOPS を最小限にすることができます。

プリフェッチとスーパーフェッチの機能を無効にするには、仮想マシンで Windows レジストリ キーを編集し、プリフェッ
チ サービスを無効にする必要があります。

開始する前に

Windows 7 での Windows レジストリ エディタの使用方法については、Microsoft TechNet Web サイトを参照してく
ださい。

手順

1 ローカル Windows 7 仮想マシンで Windows レジストリ エディタを起動します。

2 [PrefetchParameters]  という名前のレジストリ キーに移動します。

このレジストリ キーのパスは、HKEY_LOCAL_MACHINE¥SYSTEM¥CurrentControlSet¥Control¥Session
Manager¥Memory Management¥PrefetchParameters です。

3 [EnablePrefetcher]  と  [EnableSuperfetch]  の値を 0 に設定します。

4 [Start（スタート）]  -  [Control Panel（コントロール パネル）]  -  [System and Security（システムとセキュリ
ティ）]  -  [Administrative Tools（管理ツール）]  をクリックします。

5 [Services（サービス）]  を選択し、 [Open（開く）]  をクリックします。

6 [Superfetch]  サービスをダブルクリックします。

7 [Superfetch Properties (Local Computer)（（ローカル コンピューター）Superfetch のプロパティ）]  ダイアロ
グで、 [Stop（停止）]  をクリックします。

8 [Startup type（スタートアップの種類）]  メニューで、 [Disabled（無効）]  を選択します。

9 [OK]  をクリックします。
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Windows 7 仮想マシンでの Windows レジストリのバックアップの無効化
Windows レジストリのバックアップ機能（RegIdleBackup）を無効にすると、システム書き込みの数を最小限にし、
リンク クローン デスクトップの拡大を抑えることができます。

手順

1 vSphere Client で、親仮想マシンを選択し、 [Open Console（コンソールを開く）]  を選択します。

2 Windows 7 ゲスト OS に管理者としてログインします。

3 [Start（スタート）]  -  [Control Panel（コントロール パネル）]  -  [System and Security（システムとセキュリ
ティ）]  -  [Administrative Tools（管理ツール）]  をクリックします。

4 [Task Scheduler（タスク スケジューラ）]  を選択し、 [Open（開く）]  をクリックします。

5 左ペインで、 [Task Scheduler Library（タスク スケジューラ ライブラリ）] 、 [Microsoft] 、 [Windows]  を展開
します。

6 [Registry]  をダブルクリックし、 [RegIdleBackup]  を選択します。

7 [Actions（操作）]  ペインで、 [Disable（無効化）]  をクリックします。

Windows 7 仮想マシンでのシステムの復元の無効化
View Composer の更新を使用して、リンク クローン OS ディスクを元のスナップショットに復元する場合は、Windows
のシステムの復元機能を使用する必要はありません。

オペレーティング システムがアイドル状態の場合は、システムの復元が OS ディスクの拡大に明らかな影響を与えること
はありません。ただし、オペレーティング システムが使用中の場合、システムの復元はシステムの使用に基づいて復元ポ
イントを生成します。これが、OS ディスクの拡大に大きな影響を与える可能性があります。

Windows のシステムの復元機能は、View Composer の更新と同じです。

ベスト プラクティスとして、Windows のシステムの復元を無効にして、リンク クローンの不必要な拡大を回避すること
をお勧めします。

更新を使用しない場合は、View 環境でシステムの復元をアクティブなままにしておくことが最善かどうかを評価してく
ださい。

手順

1 vSphere Client で、親仮想マシンを選択し、 [Open Console（コンソールを開く）]  を選択します。

2 Windows 7 ゲスト OS に管理者としてログインします。

3 [Start（スタート）]  -  [Control Panel（コントロール パネル）]  -  [System and Security（システムとセキュリ
ティ）]  -  [Administrative Tools（管理ツール）]  をクリックします。

4 [Task Scheduler（タスク スケジューラ）]  を選択し、 [Open（開く）]  をクリックします。

5 左ペインで、 [Task Scheduler Library（タスク スケジューラ ライブラリ）] 、 [Microsoft] 、 [Windows]  を展開
します。

6 [SystemRestore]  をダブルクリックし、 [SR]  を選択します。

7 [Actions（操作）]  ペインで、 [Disable（無効化）]  をクリックします。
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Windows 7 仮想マシンでの Windows Defender の無効化
Microsoft Windows Defender は、リンク クローン OS ディスクの拡大を招き、リンク クローンやフル仮想マシンの
IOPS を増加させる可能性があります。仮想マシンに他のスパイウェア対策ソフトウェアをインストールする場合は、
Windows Defender を無効にしてください。

Windows Defender が仮想マシンにインストールされている唯一のスパイウェア対策ソフトウェアである場合は、環境
内のデスクトップで Windows Defender をアクティブなままにすることもできます。

手順

1 vSphere Client で、親仮想マシンを選択し、 [Open Console（コンソールを開く）]  を選択します。

2 Windows 7 ゲスト OS に管理者としてログインします。

3 [Start（スタート）]  をクリックし、 [Search programs and files（プログラムとファイルの検索）]  ボックスに
「Windows Defender」と入力します。

4 [Tools（ツール）]  -  [Options（オプション）]  -  [Administrators（管理者）]  をクリックします。

5 [Use this program（このプログラムを使用する）]  の選択を解除し、 [Save（保存）]  をクリックします。

Windows 7 仮想マシンでの Microsoft Feeds Synchronization の無効化
Windows Internet Explorer 7 または 8 は、Microsoft Feeds Synchronization タスクを使用して、ユーザーの Web
ブラウザ内の RSS フィードを更新します。このタスクは、リンク クローンの拡大を招く可能性があります。ユーザーが
ブラウザ内の RSS フィードの自動更新を必要としない場合は、このタスクを無効にしてください。

通常ディスクが構成されていない場合、Microsoft Feeds Synchronization は OS ディスクの拡大を招く可能性がありま
す。通常ディスクが構成されている場合は、影響が通常ディスクに移ります。この場合も、通常ディスクの拡大を抑制す

るために Microsoft Feeds Synchronization を無効にする必要があります。

手順

1 vSphere Client で、親仮想マシンを選択し、 [Open Console（コンソールを開く）]  を選択します。

2 Windows 7 ゲスト OS に管理者としてログインします。

3 [Start（スタート）]  -  [Control Panel（コントロール パネル）]  -  [Network and Internet（ネットワークとイン
ターネット）]  -  [Internet Options（インターネット オプション）]  をクリックします。

4 [Content（コンテンツ）]  タブをクリックします。

5 [Feeds and Web Slices（フィードと Web スライス）]  で、 [Settings（設定）]  をクリックします。

6 [Automatically check feeds and Web Slices for updates（フィードおよび Web スライスの更新の確認を自動的
に行う）]  の選択を解除し、 [OK]  をクリックします。

7 [Internet Properties（インターネットのプロパティ）]  ダイアログで、 [OK]  をクリックします。

View Composer のための仮想マシンの準備
リンク クローン デスクトップを展開するには、View Composer サービスの要件を満たす親仮想マシンを準備する必要
があります。

n 親仮想マシンの準備 (P. 65)

View Composer サービスには、リンク クローン デスクトップの作成および管理のための基本イメージの生成元
になる親仮想マシンが必要です。
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n リンク クローン デスクトップでの Windows 7 および Windows Vista のアクティベーション (P. 66)

リンク クローン デスクトップで View Composer によって Windows 7 および Windows Vista オペレーティン
グ システムの適切なアクティベーションが行われるようにするには、親仮想マシンで Microsoft ボリューム アク
ティベーションを使用する必要があります。ボリューム アクティベーション テクノロジーにはボリューム ライセ
ンス キーが必要です。

n 親仮想マシンでの Windows のハイバネーションの無効化 (P. 67)

Windows のハイバネーション オプションによって、親仮想マシンから作成されたリンク クローン OS ディスクの
サイズを増やす可能性のある大きなシステム ファイルが作成されます。ハイバネーション オプションを無効にする
と、リンク クローンのサイズが削減されます。

n ローカル ストレージを使用するための親仮想マシンの構成 (P. 68)

View Composer 用の親仮想マシンを準備するとき、仮想マシン スワップ ファイルをローカル データストアに格
納するように親仮想マシンとリンク クローン デスクトップを構成できます。オプションのこの方法を使用すると、
ローカル ストレージを活用できます。

n 親仮想マシンのページング ファイル サイズの記録 (P. 69)

リンク クローン プールを作成するとき、リンク クローンのゲスト OS のページング ファイルと一時ファイルを別
のディスクにリダイレクトすることができます。このディスクは、ゲスト OS 内のページング ファイルより大きく
なるように構成する必要があります。

n QuickPrep カスタマイズ スクリプトのタイムアウト制限の引き上げ (P. 69)

View Composer は、20 秒を経過した QuickPrep 同期後スクリプトまたはパワーオフ スクリプトを終了します。
親仮想マシンで Windows レジストリの値 ExecScriptTimeout を変更すると、これらのスクリプトのタイムア
ウト制限を引き上げることができます。

親仮想マシンの準備

View Composer サービスには、リンク クローン デスクトップの作成および管理のための基本イメージの生成元になる
親仮想マシンが必要です。

開始する前に

n View デスクトップの展開のために使用する仮想マシンを準備したことを確認します。「View デスクトップの展開の
ための仮想マシンの作成 (P. 45)」を参照してください。

親仮想マシンを、リンク クローン デスクトップを配置する Active Directory ドメインに参加させる必要はありませ
ん。親仮想マシンは、ローカルの WORKGROUP のメンバーにすることができます。

重要   別のディスクへの破棄可能データのリダイレクトや Sysprep によるリンク クローン デスクトップのカスタマ
イズなど、View Manager 4.5 以降でサポートされる機能を使用するには、View Agent 4.5 以降がインストールさ
れている親仮想マシンからデスクトップを展開する必要があります。

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

n 親仮想マシンで Windows XP を実行しており、Active Directory が Windows Server 2008 上で実行されている
場合は、Windows XP 仮想マシンに関する更新パッチを適用します。
http://support.microsoft.com/kb/944043/en-us にある Microsoft サポートの記事 944043 を参照してください。

Windows XP 用の Windows Server 2008 読み取り専用ドメイン コントローラ（RODC）互換性パックをインス
トールしないと、この親仮想マシンから展開されるリンク クローンはドメインへの参加に失敗します。

n 親仮想マシンに View Agent をインストールするとき、 [View Composer Agent]  オプションを選択します。「仮
想マシンへの View Agent のインストール (P. 49)」を参照してください。

大規模な環境で View Agent を更新するには、標準的な Windows 更新メカニズム（Altiris、SMS、LanDesk、
BMC などのシステム管理ソフトウェア）を使用できます。再構成操作を使用して View Agent を更新することもで
きます。
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n Windows 7 または Windows Vista を実行しているデスクトップを展開するには、ボリューム ライセンス キーを構
成し、親仮想マシンのオペレーティング システムをボリューム アクティベーションによってアクティベーションし
ます。「リンク  クローン  デスクトップでの  Windows 7 および  Windows Vista のアクティベーション  (P. 66 )」を
参照してください。

n 親仮想マシンで Windows 7 を実行している場合は、オペレーティング システムを最適化するためのベスト プラク
ティスに従っていることを確認します。「リンク クローン デスクトップ用の Windows 7 の最適化 (P. 58)」を参照
してください。

手順

n 親仮想マシンの DHCP リースを削除して、リースされた IP アドレスがプール内のリンク クローンにコピーされない
ようにします。

a 親仮想マシンで、コマンド プロンプトを開きます。

b ipconfig /release コマンドを入力します。

n システム ディスクにボリュームが 1 つだけ含まれていることを確認します。

複数のボリュームを含む親仮想マシンからリンク クローンを展開することはできません。View Composer サービ
スは、複数のディスク パーティションをサポートしていません。複数の仮想ディスクはサポートされています。

n 親仮想マシンから作成されたリンク クローン OS ディスクのサイズを減らすには、ハイバネーション オプションを
無効にします。

親仮想マシンからリンク クローン プールを展開できます。親仮想マシン ハードウェアが v7 の場合は、リンク クローン
プールを作成するときに以下のルールに従います。

n リンク クローン プールは、ESX/ESXi 4.<x> ホストまたはクラスタ上で展開します。リンク クローン プールは、
ESX/ESXi 3.5 ホスト、または ESX/ESXi 4.<x> ホストと ESX/ESXi 3.5 ホストが混在するクラスタには配置できませ
ん。

n vSphere モードでリンク クローン プールを作成します。

次に進む前に

vSphere Client を使用して、パワーオフ状態の親仮想マシンのスナップショットを作成します。このスナップショット
は、親仮想マシンに関連付けられた最初のリンク クローン デスクトップ セットのための基本状態の構成として使用され
ます。

重要   スナップショットを作成する前に、ゲスト OS の  [Shut Down（シャットダウン）]  コマンドを使用して、親仮想
マシンを完全にシャットダウンします。

リンク クローン デスクトップでの Windows 7 および Windows Vista のアクティベーション
リンク クローン デスクトップで View Composer によって Windows 7 および Windows Vista オペレーティング シス
テムの適切なアクティベーションが行われるようにするには、親仮想マシンで Microsoft ボリューム アクティベーション
を使用する必要があります。ボリューム アクティベーション テクノロジーにはボリューム ライセンス キーが必要です。

ボリューム アクティベーションによって Windows 7 または Windows Vista をアクティベーションするには、キー マ
ネージメント サービス（KMS）を使用します。これには KMS ライセンス キーが必要です。Microsoft 販売代理店に問い
合わせて、ボリューム ライセンス キーを取得し、ボリューム アクティベーションを構成してください。

注意   View Composer は、マルチプル アクティベーション キー（MAK）ライセンスをサポートしていません。

View Composer でリンク クローン デスクトップを作成する前に、ボリューム アクティベーションを使用して、親仮想
マシンでオペレーティング システムをアクティベーションする必要があります。

注意   ボリューム ライセンスを持つ Windows XP ではアクティベーションは必要ありません。
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リンク クローン デスクトップが作成されると、リンク クローンが再構成されるたびに、View Composer Agent は親仮
想マシンの KMS サーバを使用して、リンク クローンでオペレーティング システムをアクティベーションします。

View Composer QuickPrep ツールは、次の手順を使用してアクティベーションを実装します。

1 リンク クローン仮想マシンで既存のライセンス ステータスを削除するスクリプトを起動します。

2 ゲスト OS を再起動します。

3 KMS ライセンスを使用してクローンでオペレーティング システムをアクティベーションするスクリプトを起動します。

リンク クローン上で QuickPrep が実行されるたびに、アクティベーションが行われます。

KMS ライセンスの場合、View Composer は、親仮想マシンをアクティベーションするように構成された KMS サーバを
使用します。KMS サーバは、アクティベーション済みのリンク クローンを新しく発行されたライセンスを持つコンピュー
タとして扱います。

親仮想マシンでの Windows のハイバネーションの無効化
Windows のハイバネーション オプションによって、親仮想マシンから作成されたリンク クローン OS ディスクのサイズ
を増やす可能性のある大きなシステム ファイルが作成されます。ハイバネーション オプションを無効にすると、リンク
クローンのサイズが削減されます。

Windows のハイバネーション オプションによって、非表示のシステム ファイル Hiberfil.sys が作成されます。
Windows は、ハイブリッド スリープの設定が有効になったときに、このファイルを使用してシステム メモリのコピーを
ハード ディスクに格納します。リンク クローン プールを作成すると、このファイルが各リンク クローンの OS ディスク
上に作成されます。

Windows 7 仮想マシンでは、このファイルが 10GB になることがあります。

注意   ハイバネーションを使用不可にすると、ハイブリッド スリープの設定は機能しません。ハイブリッド スリープの設
定が有効になっていて、停電が発生した場合は、データが失われる可能性があります。

開始する前に

Windows のハイバネーション機能について理解しておきます。Microsoft のサポート Web サイトを参照してください。
Windows 7 または Windows Vista でのハイバネーションの無効化については、Microsoft のサポート Web サイトを参
照し、Windows を実行しているコンピュータでハイバネーションを無効にしてから再び有効にする方法を検索してくだ
さい。

手順

1 vSphere Client で、親仮想マシンを選択し、 [Open Console（コンソールを開く）]  を選択します。

2 Windows ゲスト OS に管理者としてログインします。
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3 ハイバネーション オプションを無効にします。

オペレーティング システム 操作

Windows 7 または Windows Vista a [Start（スタート）]  をクリックし、 [Start Search（検索の開始）]  ボックスに
「cmd」と入力します。

b 検索結果のリストで、 [Command Prompt（コマンド プロンプト）]  を右ク
リックし、 [Run as Administrator（管理者として実行）]  をクリックします。

c [User Account Control（ユーザー アカウント制御）]  プロンプトで、
[Continue（続行）]  をクリックします。

d コマンド プロンプトで、「powercfg.exe /hibernate off」と入力
し、Enter キーを押します。

e 「exit」と入力し、Enter キーを押します。

Windows XP a [Start（スタート）]  -  [Run（ファイル名を指定して実行）]  をクリックします。
b 「cmd」と入力し、 [OK]  をクリックします。

c コマンド プロンプトで、「powercfg.exe /hibernate off」と入力
し、Enter キーを押します。

d 「exit」と入力し、Enter キーを押します。
 

4 ゲスト OS からログアウトします。

親仮想マシンからリンク クローン デスクトップを作成した場合は、リンク クローン OS ディスク上に Hiberfil.sys
ファイルは作成されません。

ローカル ストレージを使用するための親仮想マシンの構成
View Composer 用の親仮想マシンを準備するとき、仮想マシン スワップ ファイルをローカル データストアに格納する
ように親仮想マシンとリンク クローン デスクトップを構成できます。オプションのこの方法を使用すると、ローカル ス
トレージを活用できます。

この手順では、ゲスト OS のページング ファイルおよび一時ファイルではなく、仮想マシン スワップ ファイルのローカ
ル ストレージを構成します。リンク クローン プールを作成するとき、ゲスト OS のページング ファイルと一時ファイル
を別のディスクにリダイレクトすることもできます。詳細については、「リンク クローン デスクトップ プールの作成用
ワークシート (P. 78)」を参照してください。

開始する前に

View Composer サービスの要件を満たすように親仮想マシンを準備します。詳細については、「親仮想マシンの準
備 (P. 65)」を参照してください。

手順

1 リンク クローン プールを展開する ESX/ESXi ホストまたはクラスタでスワップファイル データストアを構成します。

2 vCenter Server で親仮想マシンを作成するときは、仮想マシン スワップ ファイルをローカル ESX/ESXi ホストまた
はクラスタ上のスワップファイル データストアに格納します。

a vSphere Client で、親仮想マシンを選択します。

b [Edit Settings（設定の編集）]  をクリックし、 [Options（オプション）]  タブをクリックします。

c [Swapfile location（スワップファイル場所）]  をクリックし、 [Store in the host's swapfile datastore（ホ
ストのスワップファイル データストアに格納）]  をクリックします。

詳細な手順については、VMware vSphere のドキュメントを参照してください。

この親仮想マシンからプールを展開する場合、リンク クローン デスクトップはローカル ESX ホストのスワップファイル
データストアを使用します。
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親仮想マシンのページング ファイル サイズの記録
リンク クローン プールを作成するとき、リンク クローンのゲスト OS のページング ファイルと一時ファイルを別のディ
スクにリダイレクトすることができます。このディスクは、ゲスト OS 内のページング ファイルより大きくなるように構
成する必要があります。

ゲスト OS のページング ファイルおよび一時ファイル用に別のディスクを構成すると、View Manager はこれらの破棄
可能ファイルをリンク クローンがパワーオフされたときに削除します。この機能により、リンク クローンの拡大を抑え
ることができます。ただし、この機能は、破棄可能ファイル ディスクをゲスト OS のページング ファイルを保持するのに
十分な大きさに構成した場合にのみ機能します。

破棄可能ファイル ディスクを構成する前に、親仮想マシンの最大ページング ファイル サイズを知っておく必要がありま
す。リンク クローンのページング ファイル サイズは作成元の親仮想マシンと同じです。

注意   この機能は、仮想マシン スワップ ファイルのローカル ストレージの構成とは同じではありません。「ローカル ス
トレージを使用するための親仮想マシンの構成 (P. 68)」を参照してください。

手順

1 vSphere Client で、親仮想マシンを右クリックし、 [Open Console（コンソールを開く）]  をクリックします。

2 [Start（スタート）]  -  [Settings（設定）]  -  [Control Panel（コントロール パネル）]  -  [System（システム）]
を選択します。

3 [Advanced（詳細設定）]  タブをクリックします。

4 [Performance（パフォーマンス）]  ペインで、 [Settings（設定）]  をクリックします。

5 [Advanced（詳細設定）]  タブをクリックします。

6 [Virtual memory（仮想メモリ）]  ペインで、 [Change（変更）]  をクリックします。

[Virtual Memory（仮想メモリ）]  ページが表示されます。

7 ページング ファイル サイズを、仮想マシンに割り当てられたメモリのサイズより大きい値に設定します。

重要    [Maximum size (MB)（最大サイズ（MB））]  の設定が仮想マシンのメモリ サイズより小さい場合は、大き
い値を入力し、新しい値を保存します。

8 [Paging file size for selected drive（選択したドライブのページング ファイル サイズ）]  ペインで構成されてい
る  [Maximum size (MB)（最大サイズ（MB））]  の設定を記録します。

次に進む前に

この親仮想マシンからリンク クローン プールを構成するときに、ページング ファイル サイズよりも大きい破棄可能ファ
イル ディスクを構成します。

QuickPrep カスタマイズ スクリプトのタイムアウト制限の引き上げ
View Composer は、20 秒を経過した QuickPrep 同期後スクリプトまたはパワーオフ スクリプトを終了します。親仮
想マシンで Windows レジストリの値 ExecScriptTimeout を変更すると、これらのスクリプトのタイムアウト制限を
引き上げることができます。

引き上げられたタイムアウト制限は、親仮想マシンから作成されるリンク クローンに伝達されます。QuickPrep カスタ
マイズ スクリプトは、指定した時間、リンク クローンで実行できます。

または、カスタム スクリプトを使用して、長時間タスクを実行する別のスクリプトまたはプロセスを起動できます。

注意   ほとんどの QuickPrep カスタマイズ スクリプトは、20 秒の制限内で実行を終了できます。制限を引き上げる前
に、スクリプトをテストしてください。

第 4 章 仮想マシンの作成および準備

VMware, Inc.  69



開始する前に

n [View Composer Agent]  オプションを使用して親仮想マシンに View Agent をインストールします。

n 親仮想マシンがリンク クローン プールの作成のために準備されていることを確認します。「親仮想マシンの準
備 (P. 65)」を参照してください。

手順

1 親仮想マシンで、Windows レジストリ エディタを起動します。

a [Start（スタート）]  -  [Command Prompt（コマンド プロンプト）]  を選択します。

b コマンド プロンプトで、 [regedit] と入力します。

2 Windows レジストリで、vmware-viewcomposer-ga レジストリ キーを探します。

HKEY_LOCAL_MACHINE¥SYSTEM¥CurrentControlSet¥services¥vmware-viewcomposer-ga

3 [Edit（編集）]  をクリックし、レジストリ値を修正します。

値の名前： ExecScriptTimeout
値の種類： REG_DWORD
値の単位： ミリ秒

デフォルト値は 2000 ミリ秒です。

タイムアウト値が引き上げられます。この値を反映するために、Windows を再起動する必要はありません。

次に進む前に

親仮想マシンのスナップショットを作成し、リンク クローン プールを作成します。

仮想マシン テンプレートの作成
フル仮想マシンを含む自動プールを作成する前に、仮想マシン テンプレートを作成する必要があります。

仮想マシン テンプレートとは、新しい仮想マシンの作成およびプロビジョニングに使用できる仮想マシンのマスタ コピー
です。通常、テンプレートには、インストールされたゲスト OS と一連のアプリケーションが含まれています。

仮想マシン テンプレートは vSphere Client で作成します。以前に構成した仮想マシンから仮想マシン テンプレートを作
成することも、以前に構成した仮想マシンを仮想マシン テンプレートに変換することもできます。

vSphere Client を使用した仮想マシン テンプレートの作成については、『vSphere 基本システム管理』を参照してくだ
さい。自動プールの作成については、「フル仮想マシンを含む自動プール (P. 74)」を参照してください。

注意   リンク クローン プールは仮想マシン テンプレートから作成しないでください。

カスタマイズ仕様の作成

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

カスタマイズ仕様により、View Administrator で View デスクトップを作成するときにカスタマイズすることができま
す。vSphere Client の カスタマイズ仕様ウィザードを使用して、新しいカスタマイズ仕様を作成します。カスタマイズ
仕様ウィザードを使用して、既存のカスタム sysprep.ini ファイルをインポートすることもできます。

カスタマイズ仕様ウィザードの使用については、『vSphere Virtual Machine Administration』ドキュメントを参照して
ください。
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View Administrator でカスタマイズ仕様を使う場合は、その前に仕様が正確であることを確認してください。vSphere
Client で、カスタマイズ仕様を使ってテンプレートから仮想マシンを展開してカスタマイズします。View デスクトップ
を作成する前に、その仮想マシンを完全にテストします（DHCP や認証を含む）。

注意   Windows XP を使用するデスクトップ プールにカスタマイズ仕様を適用するには、vCenter Server マシンに
Microsoft Sysprep ツールをインストールする必要があります。

Windows 7 または Vista を使用するデスクトップ プールでは、vCenter Server に Sysprep ツールをインストールする
必要はありません。Sysprep ツールは、これらのオペレーティング システムに組み込まれています。

Sysprep カスタマイズ仕様を使用して Windows 7 デスクトップをドメインに参加させる場合は、Active Directory ド
メインの完全修飾ドメイン名（FQDN）を使用する必要があります。Active Directory ドメインの NetBIOS 名を使用す
ることはできません。
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デスクトップ プールの作成 5
View Manager で、クライアントに View デスクトップ アクセスを提供するデスクトップのプールを作成します。View
Manager は、デスクトップ ソースからプールを展開します。デスクトップ ソースとは、vCenter Server によって管理
される仮想マシン、別の仮想化プラットフォームで実行される仮想マシン、物理コンピュータ、ターミナル サーバ、また
はブレード PC です。

複数の種類のデスクトップ プールを作成できます。単一のデスクトップ ソースを使用する手動プールを展開して、各デ
スクトップをプロビジョニングすることもできます。

n フル仮想マシンを含む自動プール (P. 74)

自動デスクトップ プールを作成するために、View Manager はプールに適用された設定に基づいてデスクトップ
を動的にプロビジョニングします。View Manager は、プールのデスクトップ ソースとして仮想マシン テンプレー
トを使用し、vCenter Server に各デスクトップのための新しい仮想マシンを作成します。

n リンク クローン デスクトップ プール (P. 78)

リンク クローン デスクトップ プールを作成するために、View Composer は、親仮想マシンのスナップショット
からリンク クローン仮想マシンを生成します。View Manager は、プールに適用された設定に基づいてリンク ク
ローン デスクトップを動的にプロビジョニングします。

n 手動デスクトップ プール (P. 98)

手動デスクトップ プールを作成するために、View Manager は既存のデスクトップ ソースからデスクトップをプ
ロビジョニングします。プール内の各デスクトップに対して、クライアントに View アクセスを提供するための別
個のデスクトップ ソースを選択します。

n Microsoft Terminal Services プール (P. 102)

Microsoft Terminal Server を使用して、View クライアントへのデスクトップとして Terminal Services セッショ
ンを提供することができます。View Manager は、Terminal Services セッションを、他の View デスクトップを
管理する場合と同じように管理します。

n デスクトップ プールのプロビジョニング (P. 104)

デスクトップ プールを作成するときに、プールの管理方法およびユーザーのデスクトップ操作方法を決定する構成
オプションを選択します。

n デスクトップ プールの電源ポリシーの設定 (P. 113)

デスクトップ プールの仮想マシンを vCenter Server で管理している場合、その仮想マシンの電源ポリシーを構成
できます。
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フル仮想マシンを含む自動プール

自動デスクトップ プールを作成するために、View Manager はプールに適用された設定に基づいてデスクトップを動的
にプロビジョニングします。View Manager は、プールのデスクトップ ソースとして仮想マシン テンプレートを使用し、
vCenter Server に各デスクトップのための新しい仮想マシンを作成します。

フル仮想マシンを含む自動プールの作成用ワークシート

自動デスクトップ プールを作成するときに、View Administrator の [Add Pool（プールの追加）] ウィザードで特定の
オプションを構成するよう求められます。このワークシートを使用して、プールを作成する前に構成オプションを準備し

ます。

このワークシートを印刷し、[Add Pool（プールの追加）] ウィザードを実行するときに指定する値を記入することがで
きます。

リンク クローン プールの作成については、「リンク クローン デスクトップ プール (P. 78)」を参照してください。

表 5-1.  ワークシート：フル仮想マシンを含む自動プールを作成するための構成オプション

オプション 説明 値をここに記入

User assignment（ユーザー割り当
て）

ユーザー割り当てのタイプを選択します。

n 専用割り当てプールでは、各ユーザーがデスクトッ

プに割り当てられます。ユーザーは、ログインする

たびに同じデスクトップを受け取ります。

n 流動割り当てプールでは、ユーザーは、ログインす

るたびに異なるデスクトップを受け取ります。

詳細については、「デスクトップ プールでのユーザー割
り当て (P. 104)」を参照してください。

Enable automatic assignment（自
動割り当てを有効にする）

専用割り当てプールでは、デスクトップはユーザーが最

初にプールにログインするときに割り当てられます。デ

スクトップをユーザーに明示的に割り当てることもでき

ます。

自動割り当てを有効にしない場合は、デスクトップを各

ユーザーに明示的に割り当てる必要があります。

vCenter Server プール内の仮想マシンを管理する vCenter Server を選
択します。

Pool ID（プール ID） View Administrator でプールを識別する一意の名前。
環境内で複数の vCenter Server を実行している場合は、
別の vCenter Server で同じプール ID を使用していな
いことを確認します。

View Connection Server 構成は、スタンドアロンの
View Connection Server インスタンスまたは View
LDAP 構成を共有する複製されたインスタンスのグルー
プの場合があります。

Display name（表示名） View Client を使ってログインするときにユーザーに表
示されるプール名。表示名を指定しない場合は、プール

ID がユーザーに表示されます。

View Folder（View フォルダ） プールを配置する View フォルダを選択するか、プール
をデフォルトのルート フォルダに残します。
View フォルダを使用する場合は、プールの管理を特定
のロールを持つ管理者に委任できます。詳細については、

「フォルダを使用した管理の委任 (P. 26)」を参照してく
ださい。

注意   View フォルダは、デスクトップ仮想マシンを格
納する vCenter Server フォルダとは異なります。
vCenter Server フォルダは、他の vCenter Server 設
定とともにウィザード内で後で選択します。
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表 5-1.  ワークシート：フル仮想マシンを含む自動プールを作成するための構成オプション (続き)

オプション 説明 値をここに記入

Delete desktop after logoff（ログ
オフ後デスクトップを削除する）

流動ユーザー割り当てを選択する場合は、ユーザーがロ

グオフした後にデスクトップを削除するかどうかを選択

します。

注意   このオプションは、 [Pool Settings（プールの設
定）]  ページで設定します。

Pool Settings（プールの設定） デスクトップの状態、仮想マシンが使用中でないときの

電源ステータス、表示プロトコル、Adobe Flash 品質
などを決定する設定。

説明については、「デスクトップとプールの設

定 (P. 111)」を参照してください。
自動プールに適用される設定のリストについては、「フ

ル仮想マシンを含む自動プールのデスクトップ設

定 (P. 77)」を参照してください。
電源ポリシーおよび自動プールの詳細については、「デ

スクトップ プールの電源ポリシーの設定 (P. 113)」を参
照してください。

Virtual machine naming（仮想マシ
ンの名前付け）

デスクトップ名のリストを手動で指定してデスクトップ

をプロビジョニングするか、それとも名前付けパターン

とデスクトップの総数を指定してデスクトップをプロビ

ジョニングするかを選択します。

詳細については、「デスクトップの手動での名前付けま

たは名前付けパターンの指定 (P. 105)」を参照してくだ
さい。

List of desktop names（デスクトッ
プ名のリスト）

名前を手動で指定する場合は、デスクトップ名を列挙し

たテキスト ファイルと、必要に応じて関連するユーザー
名を準備します。

Naming pattern（名前付けパター
ン）

この名前付け方法を使用する場合は、パターンを指定し

ます。

View Manager は、パターンをすべてのデスクトップ
名のプレフィックスとして使用し、各デスクトップを識

別するための一意の番号を付加します。

詳細については、「自動デスクトップ プールでの名前付
けパターンの使用 (P. 107)」を参照してください。

Maximum number of desktops
（デスクトップの最大数）

名前付けパターンを使用する場合は、プール内のデスク

トップの総数を指定します。

プールを最初に作成するときに、プロビジョニングする

デスクトップの最小数を指定することもできます。

Number of spare (powered on)
desktops（スペアの（パワーオン状
態の）デスクトップの数）

名前を手動で指定する場合、または名前付けパターンを

使用する場合は、View Manager が新しいユーザーの
ために可用性とパワーオン状態を維持しておくデスクトッ

プの数を指定します。詳細については、「デスクトップ

の手動での名前付けまたは名前付けパターンの指

定 (P. 105)」を参照してください。
名前を手動で指定する場合、このオプションの名称は  [#
Unassigned desktops kept powered on（パワーオ
ン状態を維持する未割り当てのデスクトップの数）]  です。

Minimum number of desktops
（デスクトップの最小数）

名前付けパターンを使用し、必要に応じてデスクトップ

をプロビジョニングする場合は、プール内のデスクトッ

プの最小数を指定します。

必要に応じてデスクトップをプロビジョニングする場合、

View Manager はユーザーがプールに初めて接続した
ときにデスクトップを作成します。

View Manager は、プールが作成されたときに最小数
のデスクトップを作成します。
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表 5-1.  ワークシート：フル仮想マシンを含む自動プールを作成するための構成オプション (続き)

オプション 説明 値をここに記入

Template（テンプレート） View Manager がプールを作成するために使用する仮
想マシン テンプレートを選択します。

vCenter Server folder（vCenter
Server フォルダ）

デスクトップ プールが配置される vCenter Server 内の
フォルダを選択します。

Host or cluster（ホストまたはクラス
タ）

デスクトップ仮想マシンが実行される ESX ホストまたは
クラスタを選択します。

Resource pool（リソース プール） デスクトップ プールが配置される vCenter Server リ
ソース プールを選択します。

Datastores（データストア） デスクトップ プールを格納するデータストアを 1 つ以上
選択します。

クラスタの場合は、共有またはローカル データストアを
使用できます。

Guest customization（ゲストのカ
スタマイズ）

カスタマイズ仕様（SYSPREP）をリストから選択しま
す。この仕様により、View Manager はライセンス、
ドメインへの関連付け、DHCP 設定、およびその他のプ
ロパティをデスクトップで構成できます。

また、View Manager がデスクトップを作成した後、
手動でデスクトップをカスタマイズできます。

フル仮想マシンを含む自動プールの作成

選択した仮想マシン テンプレートに基づいて自動デスクトップ プールを作成できます。View Manager は、デスクトッ
プを動的に展開して、vCenter Server に各デスクトップ用の新しい仮想マシンを作成します。

リンク クローン プールの作成については、「リンク クローン デスクトップ プール (P. 78)」を参照してください。

開始する前に

n View Manager がデスクトップを作成するために使用する仮想マシン テンプレートを準備します。テンプレートで
View Agent がインストールされている必要があります。第 4 章「仮想マシンの作成および準備 (P. 45)」を参照し
てください。

n カスタマイズ仕様を使う予定がある場合は、仕様が正確であることを確認してください。vSphere Client で、カス
タマイズ仕様を使ってテンプレートから仮想マシンを展開してカスタマイズします。結果として得られた仮想マシン

を完全にテストします（DHCP や認証を含む）。

n デスクトップ仮想マシンに使用されている ESX 仮想スイッチに十分な数のポートがあることを確認します。大規模
なデスクトップ プールを作成する場合、デフォルト値では不十分なことがあります。ESX ホスト上の仮想スイッチ
ポートの数は、デスクトップ仮想マシンの数に、仮想マシン当たりの仮想 NIC の数をかけた数以上である必要があ
ります。

n プールを作成するために指定する必要がある構成情報を収集します。「フル仮想マシンを含む自動プールの作成用ワー

クシート (P. 74)」を参照してください。

n 電源設定、表示プロトコル、Adobe Flash 品質、およびその他の設定を構成する方法を決定します。「デスクトップ
とプールの設定 (P. 111)」を参照してください。

手順

1 View Administrator で、 [Inventory（インベントリ）]  -  [Pools（プール）]  をクリックします。

2 [Add（追加）]  をクリックします。

3 [Automated Pool（自動プール）]  を選択します。
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4 [vCenter Server] ページで、 [Full virtual machines（フル仮想マシン）]  を選択します。

5 ウィザードの指示に従って、プールを作成します。

ワークシートで収集した構成情報を使用します。ナビゲーション パネルのページ名をクリックすると、完了したウィ
ザード ページに直接戻ることができます。

View Administrator で、 [Inventory（インベントリ）]  -  [Desktops（デスクトップ）]  をクリックすると、プールに
追加されるデスクトップを表示できます。

次に進む前に

プールにアクセスするための資格をユーザーに付与します。「デスクトップ プールへの資格の追加 (P. 119)」を参照して
ください。

フル仮想マシンを含む自動プールのデスクトップ設定

フル仮想マシンを含む自動プールを構成するときに、デスクトップとプールの設定を指定する必要があります。専用ユー

ザー割り当てを使用するプールと流動ユーザー割り当てを使用するプールには、異なる設定が適用されます。

表 5-2 に、専用ユーザー割り当てを使用する自動プールおよび流動ユーザー割り当てを使用する自動プールに適用される
設定を示します。

各デスクトップ設定の説明については、「デスクトップとプールの設定 (P. 111)」を参照してください。

表 5-2.  フル仮想マシンを含む自動プールの設定

設定 自動プール、専用割り当て 自動プール、流動割り当て

State（状態） 行う 行う

Connection Server restrictions
（Connection Server の制限）

行う 行う

Remote desktop power policy（リモー
ト デスクトップの電源ポリシー）

行う 行う

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

行う 行う

Allow users to reset their desktops（ユー
ザーによるデスクトップのリセットを許可す

る）

行う 行う

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

行う

Delete desktop after logoff（ログオフ後
デスクトップを削除する）

行う

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

行う 行う

Allow users to choose protocol（ユー
ザーがプロトコルを選択できるようにする）

行う 行う

Max number of monitors（モニタの最大
数）

行う 行う

Max resolution of any one monitor（特
定のモニタの最大解像度）

行う 行う

Adobe Flash quality（Adobe Flash の品
質）

行う 行う

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

行う 行う
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リンク クローン デスクトップ プール
リンク クローン デスクトップ プールを作成するために、View Composer は、親仮想マシンのスナップショットからリ
ンク クローン仮想マシンを生成します。View Manager は、プールに適用された設定に基づいてリンク クローン デスク
トップを動的にプロビジョニングします。

リンク クローン デスクトップは基本のシステム ディスク イメージを共有するため、使用するストレージはフル仮想マシ
ンよりも少なくなります。

リンク クローン デスクトップ プールの作成用ワークシート
リンク クローン デスクトップ プールを作成するときに、View Administrator の [Add Pool（プールの追加）] ウィザー
ドで特定のオプションを構成するよう求められます。このワークシートを使用して、プールを作成する前に構成オプショ

ンを準備します。

このワークシートを印刷し、[Add Pool（プールの追加）] ウィザードを実行するときに指定する値を記入することがで
きます。

リンク クローン プールを作成する前に、vCenter Server を使用して、プールのために準備する親仮想マシンのスナップ
ショットを作成する必要があります。スナップショットを作成する前に親仮想マシンをシャットダウンする必要がありま

す。View Composer は、クローンを作成するための基本イメージとしてスナップショットを使用します。

注意   仮想マシン テンプレートからリンク クローン プールを作成することはできません。

表 5-3.  ワークシート：リンク クローン デスクトップ プールを作成するための構成オプション

オプション 説明 値をここに記入

User assignment（ユーザー割り当
て）

ユーザー割り当てのタイプを選択します。

n 専用割り当てプールでは、各ユーザーがデスクトッ

プに割り当てられます。ユーザーは、ログインする

たびに同じデスクトップを受け取ります。

n 流動割り当てプールでは、ユーザーは、ログインす

るたびに異なるデスクトップを受け取ります。

詳細については、「デスクトップ プールでのユーザー割
り当て (P. 104)」を参照してください。

Enable automatic assignment（自
動割り当てを有効にする）

専用割り当てプールでは、デスクトップはユーザーが最

初にプールにログインするときに割り当てられます。デ

スクトップをユーザーに明示的に割り当てることもでき

ます。

自動割り当てを有効にしない場合は、デスクトップを各

ユーザーに明示的に割り当てる必要があります。

vCenter Server プール内の仮想マシンを管理する vCenter Server を選
択します。

Pool ID（プール ID） View Administrator でプールを識別する一意の名前。
環境内で複数の View Connection Server 構成を実行
している場合は、別の View Connection Server 構成
で同じプール ID を使用していないことを確認します。
View Connection Server 構成は、スタンドアロンの
View Connection Server インスタンスまたは View
LDAP 構成を共有する複製されたインスタンスのグルー
プの場合があります。

Display name（表示名） View Client を使ってログインするときにユーザーに表
示されるプール名。表示名を指定しない場合は、プール

ID がユーザーに表示されます。
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表 5-3.  ワークシート：リンク クローン デスクトップ プールを作成するための構成オプション (続き)

オプション 説明 値をここに記入

View Folder（View フォルダ） プールを配置する View フォルダを選択するか、プール
をデフォルトのルート フォルダに残します。
View フォルダを使用する場合は、プールの管理を特定
のロールを持つ管理者に委任できます。詳細については、

「フォルダを使用した管理の委任 (P. 26)」を参照してく
ださい。

注意   View フォルダは、デスクトップ仮想マシンを格
納する vCenter Server フォルダとは異なります。
vCenter Server フォルダは、他の vCenter Server 設
定とともにウィザード内で後で選択します。

Delete or refresh desktop on
logoff（ログオフ時にデスクトップを
削除または更新）

流動ユーザー割り当てを選択する場合は、ユーザーがロ

グオフした後にデスクトップを更新するか、デスクトッ

プを削除するか、または何もしないかを選択します。

注意   このオプションは、 [Pool Settings（プールの設
定）]  ページで設定します。

Pool Settings（プールの設定） デスクトップの状態、仮想マシンが使用中でないときの

電源ステータス、表示プロトコル、Adobe Flash 品質
などを決定する設定。

説明については、「デスクトップとプールの設

定 (P. 111)」を参照してください。
リンク クローン プールに適用される設定のリストにつ
いては、「リンク クローン デスクトップ プールのデス
クトップ設定 (P. 85)」を参照してください。
電源ポリシーおよび自動プールの詳細については、「デ

スクトップ プールの電源ポリシーの設定 (P. 113)」を参
照してください。

Redirect Windows profile to
persistent disks（Windows プロ
ファイルを通常ディスクにリダイレク

ト）

専用ユーザー割り当てを選択する場合は、Windows
ユーザー プロファイル データを別個の View Composer
通常ディスクに格納するか、OS データと同じディスク
に格納するかを選択します。

別個の通常ディスクを使用すると、ユーザー データおよ
び設定を保持できます。View Composer の更新、再構
成、および再分散操作は、通常ディスクに影響を与えま

せん。通常ディスクをリンク クローンから接続解除し、
別のデスクトップに接続することができます。

Windows プロファイルを OS ディスクに格納する場合、
ユーザー データおよび設定は、更新、再構成、および再
分散操作時に削除されます。

Disk size and drive letter for
persistent disk（通常ディスクのディ
スク サイズおよびドライブ文字）

別個の View Composer 通常ディスクにユーザー プロ
ファイル データを格納する場合は、ディスク サイズ（メ
ガバイト単位）とドライブ文字を指定します。

注意   親仮想マシンにすでに存在するドライブ文字、ま
たはネットワーク マウントされたドライブに使用されて
いるドライブ文字と競合するドライブ文字は選択しない

でください。
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表 5-3.  ワークシート：リンク クローン デスクトップ プールを作成するための構成オプション (続き)

オプション 説明 値をここに記入

Disposable File Redirection（破棄
可能ファイルのリダイレクト）

ゲスト OS のページング ファイルと一時ファイルを別の
読み取り専用ディスクにリダイレクトするかどうかを選

択します。リダイレクトする場合は、ディスク サイズを
メガバイト単位で指定します。

この構成を使用すると、リンク クローンがパワーオフさ
れたときに View Manager は破棄可能ファイルを削除
します。ユーザーがデスクトップを操作するたびに、リ

ンク クローンのサイズが増える可能性があります。破棄
可能ファイルのリダイレクトにより、リンク クローンの
拡大を抑えることで、ストレージ領域を節約できます。

ディスク サイズは、ゲスト OS のページ ファイル サイ
ズよりも大きくしてください。ページ ファイル サイズ
の決定については、「親仮想マシンのページング ファイ
ル サイズの記録 (P. 69)」を参照してください。
破棄可能ファイル ディスクのサイズを構成する場合は、
フォーマットされたディスク パーティションの実際のサ
イズが、View Administrator で指定した値よりわずか
に小さいことを考慮してください。

破棄可能ファイルのリダイレクトは vSphere モードで
のみサポートされます。

Virtual machine naming（仮想マシ
ンの名前付け）

デスクトップ名のリストを手動で指定してデスクトップ

をプロビジョニングするか、それとも名前付けパターン

とデスクトップの総数を指定してデスクトップをプロビ

ジョニングするかを選択します。

詳細については、「デスクトップの手動での名前付けま

たは名前付けパターンの指定 (P. 105)」を参照してくだ
さい。

List of desktop names（デスクトッ
プ名のリスト）

名前を手動で指定する場合は、デスクトップ名を列挙し

たテキスト ファイルと、必要に応じて関連するユーザー
名を準備します。

Naming pattern（名前付けパター
ン）

この名前付け方法を使用する場合は、パターンを指定し

ます。

View Manager は、パターンをすべてのデスクトップ
名のプレフィックスとして使用し、各デスクトップを識

別するための一意の番号を付加します。

詳細については、「自動デスクトップ プールでの名前付
けパターンの使用 (P. 107)」を参照してください。

Maximum number of desktops
（デスクトップの最大数）

名前付けパターンを使用する場合は、プール内のデスク

トップの総数を指定します。

プールを最初に作成するときに、プロビジョニングする

デスクトップの最小数を指定することもできます。

Number of spare (powered on)
desktops（スペアの（パワーオン状
態の）デスクトップの数）

名前を手動で指定する場合、または名前付けパターンを

使用する場合は、View Manager が新しいユーザーの
ために可用性とパワーオン状態を維持しておくデスクトッ

プの数を指定します。詳細については、「デスクトップ

の手動での名前付けまたは名前付けパターンの指

定 (P. 105)」を参照してください。
名前を手動で指定する場合、このオプションの名称は  [#
Unassigned desktops kept powered on（パワーオ
ン状態を維持する未割り当てのデスクトップの数）]  です。
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表 5-3.  ワークシート：リンク クローン デスクトップ プールを作成するための構成オプション (続き)

オプション 説明 値をここに記入

Minimum number of desktops
（デスクトップの最小数）

名前付けパターンを使用し、必要に応じてデスクトップ

をプロビジョニングする場合は、プール内のデスクトッ

プの最小数を指定します。

必要に応じてデスクトップをプロビジョニングする場合、

View Manager はユーザーがプールに初めて接続した
ときにデスクトップを作成します。

View Manager は、プールが作成されたときに最小数
のデスクトップを作成します。

Parent virtual machine（親仮想マシ
ン）

プールの親仮想マシンを選択します。

別のディスクへの破棄可能データのリダイレクトや

Sysprep によるリンク クローンのカスタマイズなど、
View Manager 4.5 以降でサポートされている機能を使
用するには、View Agent 4.5 以降がインストールされ
ている親仮想マシンを選択する必要があります。

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

Default image (snapshot)（デフォ
ルト イメージ（スナップショット））

プールの基本イメージとして使用する親仮想マシンのス

ナップショットを選択します。

このデフォルト イメージからそれ以上リンク クローン
が作成されることがない場合以外は、vCenter Server
からこのスナップショットおよび親仮想マシンを削除し

ないでください。View Manager では、プール ポリシー
に従ってプール内に新しいリンク クローンをプロビジョ
ニングするために、親仮想マシンおよびスナップショッ

トが必要です。

基本イメージを Transfer Server リポ
ジトリに公開します。

プールを使用してローカル デスクトップをプロビジョニ
ングする場合は、このオプションを選択します。ローカ

ル デスクトップがプロビジョニングされるときに、View
Transfer Server は、基本イメージを Transfer Server
リポジトリからクライアントにダウンロードします。

プールの作成後に基本イメージを公開することもできま

す。

vCenter Server folder（vCenter
Server フォルダ）

デスクトップ プールが配置される vCenter Server 内の
フォルダを選択します。

Host or cluster（ホストまたはクラス
タ）

デスクトップ仮想マシンが実行される ESX ホストまたは
クラスタを選択します。

vSphere モードを設定しない場合は、ESX/ESXi 4 ホス
トと ESX/ESXi 3 ホストが混在するクラスタに、リンク
クローン プールを展開できます。

Use vSphere mode for View
Composer（View Composer に
vSphere モードを使用）

ESX4 ホストのみを含むクラスタを選択した場合は、
vSphere モードでプールを作成できます。
重要   いくつかの View Composer 機能は、vSphere
モードでのみ使用できます。

詳細については、「View Composer での vSphere モー
ドの使用 (P. 85)」を参照してください。

Resource pool（リソース プール） デスクトップ プールが配置される vCenter Server リ
ソース プールを選択します。
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表 5-3.  ワークシート：リンク クローン デスクトップ プールを作成するための構成オプション (続き)

オプション 説明 値をここに記入

Select Datastores（データストアの
選択）

デスクトップ プールを格納するデータストアを 1 つ以上
選択します。

[Add Pool（プールの追加）] ウィザードの  [Select
Datastores（データストアの選択）]  ページにある表
は、プールのストレージ要件を見積もるための大まかな

ガイドラインを提供します。これらのガイドラインは、

リンク クローン ディスクを格納するための十分な大き
さがあるデータストアを特定するのに役立ちます。詳細

については、「リンク クローン デスクトップ プールの
ストレージのサイズ設定 (P. 90)」を参照してください。
n ユーザー データと OS データを別々のディスクに格

納する場合は、通常ディスクと OS ディスクを別々
のデータストアに格納できます。

n レプリカ（マスタ）仮想マシンを高パフォーマンス

のデータストアに格納し、リンク クローンを別の
データストアに格納できます。

この機能は vSphere モードでのみサポートされま
す。

詳細については、「別のデータストアへの View
Composer レプリカおよびリンク クローンの格
納 (P. 96)」を参照してください。

クラスタの場合は、共有データストアを使用できます。

vSphere モードでは、共有またはローカル データスト
アを使用できます。

リンク クローン用に作成されるディスクの詳細について
は、「リンク クローン デスクトップのデータ ディス
ク (P. 97)」を参照してください。

Storage Overcommit（ストレージ
オーバーコミット）

View Manager が各データストアでリンク クローン デ
スクトップを作成する際のストレージのオーバーコミッ

ト レベルを決定します。
レベルを高くすると、データストアに割り当てられるリ

ンク クローンの数が増加し、個々のクローンの増大に予
約される領域は小さくなります。ストレージ オーバーコ
ミットのレベルを高くすると、データストアの物理スト

レージ上限を超える合計論理サイズを持つリンク クロー
ンを作成できます。詳細については、「リンク クロー
ン デスクトップのストレージのオーバーコミット レベ
ルの設定 (P. 94)」を参照してください。

Active Directory domain（Active
Directory ドメイン）

Active Directory ドメインおよびユーザー名を選択しま
す。

View Composer では、リンク クローン プールを作成
するために特定のユーザー権限が必要となります。ドメ

インおよびユーザー アカウントは、リンク クローン デ
スクトップをカスタマイズするために QuickPrep また
は Sysprep によって使用されます。詳細については、
「View Composer のユーザー アカウントの作
成 (P. 14)」を参照してください。
このユーザーは、vCenter Server のための View
Composer 設定を構成するときに指定します。詳細に
ついては、「vCenter Server 用に View Composer の
設定を構成する (P. 15)」を参照してください。 View
Composer 設定を構成する場合は、複数のドメインと
ユーザーを指定できます。[Add Pool（プールの追
加）] ウィザードを使用してプールを作成する場合、リ
ストから 1 つのドメインとユーザーを選択する必要があ
ります。
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表 5-3.  ワークシート：リンク クローン デスクトップ プールを作成するための構成オプション (続き)

オプション 説明 値をここに記入

Active Directory container
（Active Directory コンテナ）

Active Directory コンテナの相対識別名を指定します。
例：CN=Computers

[Add Pool（プールの追加）] ウィザードを実行すると
き、Active Directory ツリー内のコンテナを参照できま
す。

Use QuickPrep or a customization
specification (Sysprep)
（QuickPrep またはカスタマイズ仕様
（Sysprep）を使用）

View Manager がライセンス、ドメインへの関連付け、
DHCP 設定、およびその他のプロパティをデスクトップ
で構成できるようにするために、QuickPrep を使用する
か、カスタマイズ仕様（Sysprep）を選択するかを選択
します。

Sysprep は、vSphere モードで、かつ vSphere 4.1 ソ
フトウェアでのみサポートされています。vSphere 4.0
または VMware Infrastructure 3.5 ソフトウェア上で、
Sysprep を使用してリンク クローン デスクトップをカ
スタマイズすることはできません。

QuickPrep または Sysprep を使用してプールを作成す
ると、後でそのプール内のデスクトップを作成または再

構成するときに他のカスタマイズ方法に切り替えること

はできません。

詳細については、「リンク クローン デスクトップをカス
タマイズするための QuickPrep または Sysprep の選
択 (P. 87)」を参照してください。

Power-off script（パワーオフ スクリ
プト）

QuickPrep は、リンク クローン デスクトップがパワー
オフされる前にデスクトップ上でカスタマイズ スクリプ
トを実行できます。

親仮想マシン上のスクリプトのパスを指定します。

Post synchronization script（同期
後スクリプト）

QuickPrep は、リンク クローン デスクトップが作成、
再構成、および再分散された後にそのデスクトップ上で

カスタマイズ スクリプトを実行できます。
親仮想マシン上のスクリプトのパスを指定します。

リンク クローン デスクトップ プールの作成
選択した親仮想マシンに基づいて自動リンク クローン デスクトップ プールを作成できます。View Composer サービス
は、vCenter Server に各デスクトップ用の新しいリンク クローン仮想マシンを動的に作成します。

フル仮想マシンを含む自動プールの作成については、「フル仮想マシンを含む自動プール (P. 74)」を参照してください。

開始する前に

n View Composer サービスが vCenter Server にインストールされていて、View Composer データベースが構成さ
れていることを確認します。『VMware View インストール 』ドキュメントを参照してください。

n vCenter Server の View Composer 設定が View Administrator で構成されていることを確認します。「vCenter
Server 用に View Composer の設定を構成する (P. 15)」を参照してください。

n デスクトップ仮想マシンに使用されている ESX 仮想スイッチに十分な数のポートがあることを確認します。大規模
なデスクトップ プールを作成する場合、デフォルト値では不十分なことがあります。ESX ホスト上の仮想スイッチ
ポートの数は、デスクトップ仮想マシンの数に、仮想マシン当たりの仮想 NIC の数をかけた数以上である必要があ
ります。

n 親仮想マシンを準備したことを確認します。親仮想マシンで View Agent がインストールされている必要がありま
す。第 4 章「仮想マシンの作成および準備 (P. 45)」を参照してください。

第 5 章 デスクトップ プールの作成

VMware, Inc.  83



n vCenter Server で親仮想マシンのスナップショットを作成します。スナップショットを作成する前に親仮想マシン
をシャットダウンする必要があります。View Composer は、クローンを作成するための基本イメージとしてスナッ
プショットを使用します。

注意   仮想マシン テンプレートからリンク クローン プールを作成することはできません。

n プールを作成するために指定する必要がある構成情報を収集します。「リンク クローン デスクトップ プールの作成
用ワークシート (P. 78)」を参照してください。

n 電源設定、表示プロトコル、Adobe Flash 品質、およびその他の設定を構成する方法を決定します。「デスクトップ
とプールの設定 (P. 111)」を参照してください。

重要   リンク クローン プールが作成されている間、vCenter Server で親仮想マシンを変更しないでください。たとえば、
親仮想マシンをテンプレートに変換しないでください。View Composer サービスでは、プールの作成中、親仮想マシン
が静的な未変更の状態のままであることが必要です。

手順

1 View Administrator で、 [Inventory（インベントリ）]  -  [Pools（プール）]  をクリックします。

2 [Add（追加）]  をクリックします。

3 [Automated Pool（自動プール）]  を選択します。

4 [vCenter Server] ページで、 [View Composer linked clones（View Composer リンク クローン）]  を選択しま
す。

5 ウィザードの指示に従って、プールを作成します。

ワークシートで収集した構成情報を使用します。ナビゲーション パネルのページ名をクリックすると、完了したウィ
ザード ページに直接戻ることができます。

[vCenter Settings（vCenter 設定）]  ページで、 [Browse（参照）]  をクリックし、vCenter Server の設定を順
番に選択する必要があります。vCenter Server の設定を省略することはできません。

a Default image（デフォルト イメージ）

b Virtual machine folder（仮想マシン フォルダ）

c Host or cluster（ホストまたはクラスタ）

d Resource pool（リソース プール）

e Datastores（データストア）

View Administrator で、 [Inventory（インベントリ）]  -  [Desktops（デスクトップ）]  をクリックすると、プールに
追加されるデスクトップを表示できます。

リンク クローンは、プロビジョニング中に 1 回以上再起動される場合があります。

View Composer は、リンク クローンのプロビジョニング用のマスタ イメージとして機能するレプリカ仮想マシンも作
成します。領域の使用を少なくするために、レプリカはシン ディスクとして作成されます。すべてのデスクトップが再構
成または削除され、レプリカにクローンが 1 つもリンクされていない場合、レプリカ仮想マシンは vCenter Server から
削除されます。

別のデータストアにレプリカを格納しない場合は、View Composer によって、リンク クローンが作成される各データス
トアにレプリカが作成されます。

別のデータストアにレプリカを格納する場合は、リンク クローンが複数のデータストア上で作成されている場合でもプー
ル全体に対して 1 つのレプリカが作成されます。

次に進む前に

プールにアクセスするための資格をユーザーに付与します。「デスクトップ プールへの資格の追加 (P. 119)」を参照して
ください。
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リンク クローン デスクトップ プールのデスクトップ設定
View Composer によって作成されたリンク クローン デスクトップを含む自動プールを構成するときに、デスクトップ
とプールの設定を指定する必要があります。専用ユーザー割り当てを使用するプールと流動ユーザー割り当てを使用する

プールには、異なる設定が適用されます。

表 5-4 に、専用ユーザー割り当てを使用するリンク クローン プールおよび流動ユーザー割り当てを使用するリンク クロー
ン プールに適用される設定を示します。

各デスクトップ設定の説明については、「デスクトップとプールの設定 (P. 111)」を参照してください。

表 5-4.  自動リンク クローン デスクトップ プールの設定

設定 リンク クローン プール、専用割り当て リンク クローン プール、流動割り当て

State（状態） 行う 行う

Connection Server restrictions
（Connection Server の制限）

行う 行う

Remote desktop power policy（リモー
ト デスクトップの電源ポリシー）

行う 行う

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

行う 行う

Allow users to reset their desktops（ユー
ザーによるデスクトップのリセットを許可す

る）

行う 行う

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

行う

Delete or refresh desktop on logoff（ロ
グオフ時にデスクトップを削除または更新）

行う

Refresh OS disk after logoff（ログオフ後
に OS ディスクを更新）

行う

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

行う 行う

Allow users to choose protocol（ユー
ザーがプロトコルを選択できるようにする）

行う 行う

Max number of monitors（モニタの最大
数）

行う 行う

Max resolution of any one monitor（特
定のモニタの最大解像度）

行う 行う

Adobe Flash quality（Adobe Flash の品
質）

行う 行う

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

行う 行う

View Composer での vSphere モードの使用
vSphere モードでは、View Composer は以前のリリースよりも迅速にリンク クローン デスクトップをプロビジョニン
グできます。いくつかの View Composer 機能は、vSphere モードでのみ使用できます。

以下の View Composer と vSphere の機能を利用するには、ESX/ESXi 4 以降を実行するホスト上にリンク クローン仮
想マシンを作成し、かつリンク クローン プールを vSphere モードで構成する必要があります。

n ローカル データストアへのリンク クローン仮想マシンの格納

n 別の読み取り専用ディスクへの破棄可能データのリダイレクト
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n 別のデータストアへのレプリカおよびリンク クローンの格納

n ハードウェア バージョン 7 を使用する親仮想マシンのスナップショットからのプールの作成

n リンク クローン仮想マシンに対する Sysprep カスタマイズ仕様の使用

さらに、リンク クローンに対して Sysprep がサポートされるのは vSphere 4.1 ソフトウェア上だけです。vSphere
4.0 または VMware Infrastructure 3.5 ソフトウェア上では Sysprep を使用できません。

vSphere モードは、ESX/ESXi 4 以降で動作する新しい API を使用します。この API では、View Composer が実行する
必要がある API 呼び出しの数が少なくなっているため、プロビジョニングが迅速に行われます。ESX/ESXi 4 は、ホスト
マシンで新しいハードウェア機能を活用できます。

vSphere モードでリンク クローン プールを作成または編集した後、古い API に戻すことはできません。

リンク クローン プールを作成するとき、ESX/ESXi バージョンによって vSphere モードが使用可能かどうかが決まります。

n vSphere モードは ESX/ESXi 4 ホストのみを含むクラスタを選択した場合に有効にすることができます。クラスタ
で ESX/ESXi 3.5 ホストを使用する場合は、vSphere モードを有効にしないでください。クラスタに ESX/ESXi 3.5
ホストが含まれている場合、vSphere モードで作成されるリンク クローン プールをプロビジョニング、更新、また
は再構成することはできません。

リンク クローン プールを作成するときに  [Use vSphere mode for View Composer（View Composer に vSphere
モードを使用）]  チェック ボックスを選択して、この機能を有効にします。

n 単一の ESX/ESXi 4 ホストを選択した場合は、vSphere モードを使用する必要があります。 [Use vSphere mode
for View Composer（View Composer に vSphere モードを使用）]  チェック ボックスを選択解除することはで
きません。

n ESX/ESXi 3.5 ホストまたは ESX/ESXi 3.5 ホストを含むクラスタを選択した場合は、vSphere モードを使用できま
せん。

View Composer でのリンク クローンの SID およびサードパーティ アプリケーションのサ
ポート

View Composer が、リンク クローン仮想マシンのローカル コンピュータ セキュリティ識別子（SID）を生成および保
持できる場合がます。サードパーティ アプリケーションが GUID を生成する方法によっては、View Composer はその
アプリケーションのグローバル一意識別子（GUID）を保持できます。

View Composer 操作が SID およびアプリケーション GUID にどのように影響するかを理解するには、リンク クローン
デスクトップがどのように作成されてプロビジョニングされるかを理解する必要があります。

1 View Composer は、次の処理を行うことによってリンク クローンを作成します。
a 親仮想マシンのスナップショットを複製することによってレプリカを作成します。

b そのレプリカを親ディスクとして参照するリンク クローンを作成します。

2 View Composer および View Manager は、プールの作成時に選択したカスタマイズ ツールに従って、QuickPrep
または Sysprep カスタマイズ仕様によってリンク クローンをカスタマイズします。
n Sysprep を使用する場合は、クローンごとに一意の SID が生成されます。

n QuickPrep を使用する場合、新しい SID は生成されません。親仮想マシンの SID がプール内のすべてのプロビ
ジョニングされたリンク クローン デスクトップで複製されます。

n 一部のアプリケーションは、カスタマイズ時に GUID を生成します。

3 View Manager は、リンク クローンのスナップショットを作成します。

スナップショットには、Sysprep で生成された一意の SID または QuickPrep で生成された共通 SID が含まれます。

4 View Manager は、プールの作成時に選択した設定に従ってデスクトップをパワーオンします。

一部のアプリケーションは、デスクトップが初めてパワーオンされたときに GUID を生成します。

QuickPrep によるカスタマイズと Sysprep によるカスタマイズの比較については、「リンク クローン デスクトップをカ
スタマイズするための QuickPrep または Sysprep の選択 (P. 87)」を参照してください。
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リンク クローンを更新すると、View Composer はスナップショットを使用してクローンを初期状態に戻します。SID は
保持されます。

リンク クローンを再構成するときに QuickPrep を使用した場合は、再構成操作で同じ親仮想マシンを選択していれば、
親仮想マシンの SID がそのリンク クローン上に保持されます。再構成で別の親仮想マシンを選択した場合は、新しい親
の SID がクローンで複製されます。

Sysprep を使用する場合は、クローンで新しい SID が常に生成されます。詳細については、「Sysprep でカスタマイズし
たリンク クローンの再構成 (P. 90)」を参照してください。

表 5-5 に、View Composer の操作がリンク クローンの SID およびサードパーティ アプリケーションの GUID に与える
影響を示します。

表 5-5.  View Composer の操作、リンク クローン SID、およびアプリケーション GUID

SID または GUID のサポート クローン作成 更新 再構成

Sysprep：リンク クローンの一
意の SID

Sysprep カスタマイズでは、リ
ンク クローンに対して一意の
SID が生成されます。

一意の SID は保持されます。 一意の SID は保持されません。

QuickPrep：リンク クローンの
共通 SID

QuickPrep カスタマイズでは、
プール内のすべてのクローンに

対して共通 SID が生成されます。

共通 SID は保持されます。 共通 SID は保持されます。

サードパーティ アプリケーショ
ンの GUID

アプリケーションごとに動作が

異なります。

注意   GUID の保持については、
Sysprep と QuickPrep で結果
に違いはありません。

アプリケーションが初期スナッ

プショットが作成される前に

GUID を生成する場合、GUID
は保持されます。

アプリケーションが初期スナッ

プショットが作成された後で

GUID を生成する場合、GUID
は保持されません。

アプリケーションが View
Composer の通常ディスクとし
て指定されたドライブに GUID
を書き込む場合を除き、再構成操

作ではアプリケーション GUID
は保持されません。

リンク クローン デスクトップをカスタマイズするための QuickPrep または Sysprep の選択
QuickPrep および Microsoft Sysprep は、リンク クローン デスクトップをカスタマイズするためのさまざまな方法を提
供します。QuickPrep は、View Composer と効率的に連携するように設計されています。Microsoft Sysprep は、標
準のカスタマイズ ツールを提供します。

リンク クローン デスクトップを作成するときは、仮想マシンがネットワーク上の一意のコンピュータとして機能できる
ように各仮想マシンを変更する必要があります。View Manager と View Composer により、リンク クローン デスク
トップを個人用に設定するための 2 つの方法が提供されます。

表 5-6では、QuickPrep と、Microsoft Sysprep で作成されたカスタマイズ仕様を比較しています。

Sysprep は、プールが vSphere モードで、かつ vSphere 4.1 ソフトウェア上で作成された場合にのみサポートされま
す。vSphere 4.0 または VMware Infrastructure 3.5 ソフトウェア上で、Sysprep を使用してリンク クローン デスク
トップをカスタマイズすることはできません。

表 5-6.  QuickPrep と Microsoft Sysprep の比較

QuickPrep カスタマイズ仕様（Sysprep）

View Composer と連携するように設計されています。
詳細については、「QuickPrep でのリンク クローン デスクトップ
のカスタマイズ (P. 88)」を参照してください。

標準の Microsoft Sysprep ツールを使って作成できます。

プール内のすべてのリンク クローンに対して同じローカル コンピュー
タ セキュリティ識別子（SID）を使用します。

プール内の各リンク クローンに対して一意のローカル コンピュー
タ SID を生成します。

リンク クローンのパワーオフ前、およびリンク クローンの作成、更
新、または再構成後に、追加のカスタマイズ スクリプトを実行でき
ます。

ユーザーが初めてログインしたときに追加スクリプトを実行できます。
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表 5-6.  QuickPrep と Microsoft Sysprep の比較 (続き)

QuickPrep カスタマイズ仕様（Sysprep）

リンク クローン コンピュータを Active Directory ドメインに参加
させます。

リンク クローン コンピュータを Active Directory ドメインに参加
させます。

Sysprep カスタマイズ仕様に含まれるドメインと管理者の情報は使
用されません。仮想マシンは、プールの作成時に View
Administrator で入力するゲストのカスタマイズ情報を使ってドメ
インに結合されます。

各リンク クローンで、一意の ID を Active Directory ドメイン ア
カウントに追加します。

各リンク クローンで、一意の ID を Active Directory ドメイン ア
カウントに追加します。

リンク クローンの更新後に新しい SID を生成しません。共通 SID
が保持されます。

各リンク クローンがカスタマイズされたときに新しい SID を生成し
ます。更新操作中は一意の SID を保持しますが、再構成または再分
散操作中は保持しません。

リンク クローンの再構成後に新しい SID を生成しません。共通 SID
が保持されます。

リンク クローンの再構成後に再度実行し、仮想マシンの新しい SID
を生成します。

詳細については、「Sysprep でカスタマイズしたリンク クローンの
再構成 (P. 90)」を参照してください。

Sysprep より迅速に動作します。 QuickPrep よりも時間がかかることがあります。

QuickPrep または Sysprep でリンク クローン プールをカスタマイズした後、そのプール内のデスクトップを作成または
再構成するときに別のカスタマイズ方法に切り替えることはできません。

QuickPrep でのリンク クローン デスクトップのカスタマイズ

QuickPrep システム ツールを使用して、親仮想マシンから作成されたリンク クローン デスクトップを個人用に設定でき
ます。View Composer は、リンク クローン デスクトップが作成または再構成されるときに QuickPrep を実行します。

QuickPrep は、複数の方法でリンク クローン デスクトップをカスタマイズします。

n コンピュータに、リンク クローン プールを作成するときに指定した名前を付けます。

n Active Directory 内にコンピュータ アカウントを作成し、そのコンピュータを適切なドメインに参加させます。

n View Composer の通常ディスクをマウントします。Windows ユーザー プロファイルはこのディスクにリダイレ
クトされます。

n 一時ファイルとページング ファイルを別のディスクにリダイレクトします。

これらの手順では、リンク クローンを 1 回以上再起動しなければならない場合があります。

QuickPrep は KMS ボリューム ライセンス キーを使用して、Windows 7 および Windows Vista リンク クローン デス
クトップをアクティベーションします。詳細については、「リンク クローン デスクトップでの Windows 7 および Windows
Vista のアクティベーション (P. 66)」を参照してください。

リンク クローンをさらにカスタマイズする独自のスクリプトを作成できます。QuickPrep は、あらかじめ定義されたタ
イミングで 2 種類のスクリプトを実行できます。

n リンク クローンが作成または再構成された後

n リンク クローンがパワーオフされる直前

QuickPrep のカスタマイズ スクリプトの使用に関するガイドラインおよびルールについては、「QuickPrep カスタマイ
ズ スクリプトの実行 (P. 89)」を参照してください。

注意   View Composer では、リンク クローン デスクトップを Active Directory ドメインに参加させるために、ドメイ
ンのユーザー認証情報が必要です。詳細については、「View Composer のユーザー アカウントの作成 (P. 14)」を参照し
てください。
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QuickPrep カスタマイズ スクリプトの実行

QuickPrep ツールでは、プール内のリンク クローン デスクトップをカスタマイズするためのスクリプトを作成できます。2
つの事前に定義されたタイミングにカスタマイズ スクリプトを実行するように QuickPrep を構成できます。

QuickPrep スクリプトが実行される時期

同期後スクリプトは、リンク クローンが作成、再構成、または再分散され、そのクローンのステータスが  [Ready（作動
可能）]  になった後に実行されます。パワーオフ スクリプトは、リンク クローンがパワーオフされる前に実行されます。
これらのスクリプトは、リンク クローンのゲスト OS で実行されます。

QuickPrep でのスクリプトの実行方法

QuickPrep プロセスは、Windows の CreateProcess API 呼び出しを使用してスクリプトを実行します。スクリプト
は、CreateProcess API で作成できる任意のプロセスを呼び出すことができます。たとえば、cmd、vbscript、exe、
およびバッチ ファイル プロセスは、この API で動作します。

特に QuickPrep は、スクリプトに指定されたパスを 2 番目のパラメータとして CreateProcess API に渡し、最初のパ
ラメータを NULL に設定します。

たとえば、スクリプト パスが C:¥myscript.cmd である場合、このパスは次のように View Composer ログ ファイル
内の関数では 2 番目のパラメータとして表示されます。CreateProcess(NULL,c:¥myscript.cmd,...)

QuickPrep スクリプトへのパスの指定

リンク クローン デスクトップ プールを作成する場合や、プールのゲストのカスタマイズ設定を編集する場合は、QuickPrep
カスタマイズ スクリプトにパスを指定します。スクリプトは、親仮想マシンに配置する必要があります。ネットワーク共
有の UNC パスは使用できません。

スクリプトの実行にインタープリタが必要なスクリプト言語を使用する場合は、スクリプト パスをインタープリタのバイ
ナリで始める必要があります。

たとえば、QuickPrep カスタマイズ スクリプトとして C:¥script¥myvb.vbs を指定した場合、View Composer
Agent はスクリプトを実行できません。次のように、インタープリタのバイナリ パスで始まるパスを指定する必要があ
ります。

C:¥windows¥system32¥cscript.exe c:¥script¥myvb.vbs

QuickPrep スクリプトのタイムアウト制限

View Composer は、20 秒を経過した同期後スクリプトまたはパワーオフ スクリプトを終了します。スクリプトが 20
秒より長くかかる場合は、タイムアウトの上限を引き上げることができます。詳細については、「QuickPrep カスタマイ
ズ スクリプトのタイムアウト制限の引き上げ (P. 69)」を参照してください。

または、スクリプトを使用して、長時間タスクを実行する別のスクリプトまたはプロセスを起動できます。

QuickPrep スクリプトのアカウント

QuickPrep は、View Composer Agent サービスの実行が構成されたアカウントでスクリプトを実行します。デフォル
トでは、このアカウントは SYSTEM です。

このデフォルトのアカウントを変更するには、Windows サービス（services.msc）のダイアログを使用し、VMware
View Composer Guest Agent Server サービスのログオン プロパティを変更します。内部のサービス名は vmware-
viewcomposer-ga です。

QuickPrep スクリプトのログ

View Composer ログには、QuickPrep スクリプトの実行に関する情報が含まれています。このログには、実行の開始
と終了や、出力またはエラー メッセージが記録されます。このログは、次の Windows の temp ディレクトリ内にあり
ます。

C:¥Windows¥Temp¥vmware-viewcomposer-ga-new.log
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Sysprep でカスタマイズしたリンク クローンの再構成

Sysprep でカスタマイズしたリンク クローン デスクトップを再構成すると、View Manager は、OS ディスクが再構成
された後で Sysprep カスタマイズ仕様を再び実行します。この操作により、リンク クローン仮想マシンの新しい SID が
生成されます。

新しい SID が生成されると、再構成されたリンク クローンはネットワーク上で新しいコンピュータとして機能します。シ
ステム管理ツールなどのソフトウェア プログラムは、管理対象のコンピュータを識別するために SID を使用します。これ
らのプログラムが、リンク クローン仮想マシンを識別または検索できない場合があります。

また、サードパーティ ソフトウェアがシステム ディスクにインストールされている場合、カスタマイズ仕様によって、
再構成後にそのソフトウェアの GUID が再生成されることがあります。

再構成により、リンク クローンが元の状態（カスタマイズ仕様が初めて実行される前の状態）に戻ります。この状態のリ
ンク クローンには、ローカル コンピュータの SID またはシステム ドライブにインストールされているサードパーティ ソ
フトウェアの GUID がありません。View Manager は、リンク クローンが再構成された後で Sysprep カスタマイズ仕様
を実行する必要があります。

リンク クローン デスクトップ プールのストレージのサイズ設定
View Manager には、リンク クローン デスクトップ プールに必要なストレージの量を特定するのに役立つ大まかなガイ
ドラインが用意されています。[Add Pool（プールの追加）] ウィザードの表には、プールを作成する時点、およびリン
ク クローンが徐々に拡大する過程での、リンク クローン ディスクのストレージ要件の一般的な見積もりが示されます。

ストレージのサイズ設定の表には、OS ディスク、View Composer 通常ディスク、およびレプリカを格納するために選
択するデータストア上の空き領域も表示されます。実際の空き領域をリンク クローン ディスクに対する見積もりの要件
と比較することによって、どのデータストアを使用するかを決定できます。

View Manager が使用する式は、ストレージ使用の一般的な見積もりを計算するだけです。リンク クローンの実際のス
トレージの拡大は、次のような多くの要因に依存します。

n 親仮想マシンに割り当てられたメモリの量

n 更新操作の頻度

n ゲスト OS のページング ファイルのサイズ

n ページングと一時ファイルを別のディスクにリダイレクトするかどうか

n 個別の View Composer 通常ディスクを構成するかどうか

n リンク クローン デスクトップ上のワークロード（主に、ユーザーがゲスト OS で実行するアプリケーションの種類
によって決まります）

注意   数百または数千のリンク クローンが含まれている展開では、特定のデータストアのセットが特定の ESX クラスタ専
用に使用されるようにリンク クローン プールを構成してください。プールをすべてのデータストアにわたってランダム
に構成することは避けてください。ほとんどまたはすべての ESX ホストが、ほとんどまたはすべての LUN にアクセスし
なければならなくなります。

特定の LUN 上のリンク クローン OS ディスクに書き込もうとする ESX ホストが多すぎると、競合の問題が発生して、パ
フォーマンスが低下し、拡張性が妨げられることがあります。大規模な展開でのデータストアの計画の詳細については、

『VMware View アーキテクチャ プランニング 』ドキュメントを参照してください。
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リンク クローン プールのサイズ設定ガイドライン

リンク クローン デスクトップ プールを作成または編集すると、 [Select Datastores（データストアの選択）]  ページに、
ストレージのサイズ設定ガイドラインを示す表が表示されます。この表は、リンク クローン ディスクにどのデータスト
アを選択するかを決定するのに役立ちます。

リンク クローン ディスクのサイズ設定の表

表 5-7 に、親仮想マシンに 1GB のメモリと 10GB のレプリカがある場合に、10 台の仮想マシンのプールに対して表示さ
れる、ストレージのサイズ設定に対する推奨値の例を示します。この例では、OS ディスクと View Composer 通常ディ
スク用に異なるデータストアが選択されています。

表 5-7.  リンク クローン ディスクのサイズ設定の表の例

Data Type（データの種
類）

Selected Free Space
(GB)（選択された空き領
域（GB））

Min Recommended
(GB)（推奨される最小領
域（GB））

50% Utilization (GB)
（50% の使用率（GB））

Max Recommended
(GB)（推奨される最大領
域（GB））

OS ディスク 184.23 40.00 80.00 130.00

通常ディスク 28.56 4.00 10.00 20.00

[Selected Free Space（選択された空き領域）]  列は、OS ディスクなどのディスクの種類のために選択したすべてのデー
タストア上の使用可能な合計領域を示します。

[Min Recommended（推奨される最小領域）]  列は、プールに対して推奨されるストレージの最小の容量を示します。

[50% Utilization（50% の使用率）]  列は、リンク クローン ディスクが親仮想マシンの 50% に拡大したときの推奨され
るストレージを示します。

[Max Recommended（推奨される最大領域）]  列は、リンク クローン ディスクが親仮想マシン全体のサイズに近づい
たときの推奨されるストレージを示します。

OS ディスクと通常ディスクを同じデータストアに格納する場合、View Manager は、両方のディスクの種類のストレー
ジ要件を計算します。 [Data Type（データの種類）]  には、特定のディスクの種類ではなく  [Linked clones（リンク ク
ローン）]  と表示されます。

View Composer レプリカを別のデータストアに格納する場合、この表にはレプリカのストレージに対する推奨値も示さ
れ、OS ディスクに対する推奨値が調整されます。

サイズ設定ガイドライン

この表は、一般的なガイドラインを示します。ストレージの計算では、リンク クローン プール内の実際のストレージの
拡大に影響を与える可能性のある追加の要因を考慮する必要があります。

OS ディスクの場合、サイズ設定の見積もりは、プールの更新や再構成の頻度によって異なります。

リンク クローン プールを 1 日に 1 回～ 1 週間に 1 回の間で更新する場合は、 [Selected Free Space（選択された空き
領域）]  が  [Min Recommended（推奨される最小領域）]  から  [50% Utilization（50% の使用率）]  の見積もりまで
の間のストレージ使用に対応できることを確認します。

プールの更新や再構成をめったに行わない場合は、リンク クローン ディスクが拡大し続けます。 [Selected Free Space
（選択された空き領域）]  が  [50% Utilization（50% の使用率）]  から  [Max Recommended（推奨される最大領
域）]  の見積もりまでの間のストレージ使用に対応できることを確認します。

通常ディスクの場合、サイズ設定の見積もりは、ユーザーがデスクトップ上に生成する Windows プロファイル データの
量によって異なります。更新操作や再構成操作は、通常ディスクには影響を与えません。

View Manager でのサイズ設定に対する最小の推奨値の計算方法

OS ディスクに対する最小の推奨値を得るために、View Manager は、各クローンが最初に作成されて起動されるとき
に、そのクローンのメモリ サイズの 2 倍が消費されると見積もります。クローンに対してメモリが予約されていない場合
は、クローンがパワーオンされるとすぐに、そのクローンの ESX スワップ ファイルが作成されます。また、ゲスト OS
のページング ファイルのサイズも、クローンの OS ディスクの拡大に影響を与えます。
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OS ディスクに対する最小の推奨値では、View Manager は各データストア上の 2 つのレプリカの領域も含めます。View
Composer は、プールが作成されるときにレプリカを 1 つ作成します。そのプールが初めて再構成されると、View
Composer はデータストア上に 2 番目のレプリカを作成し、リンク クローンを新しいレプリカに関連付けた後、他のク
ローンが元のスナップショットを使用していない場合は最初のレプリカを削除します。再構成操作中、データストアには

2 つのレプリカを格納するための容量が必要です。

デフォルトでは、レプリカは vSphere シン プロビジョニングを使用しますが、ガイドラインをシンプルにするために、
View Manager は親仮想マシンと同じ領域を使用する 2 つのレプリカを計算に含めます。

通常ディスクに対する最小の推奨値を得るために、View Manager は、[Add Pool（プールの追加）] ウィザードの  [View
Composer Disks（View Composer ディスク）]  ページで指定されたディスク サイズの 20% を計算します。

注意   通常ディスクの計算は、静的なしきい値（GB 単位）に基づいています。たとえば、1024MB ～ 2047MB の任意の
値の通常ディスク サイズを指定した場合、View Manager は、この通常ディスク サイズを 1GB として計算します。
2048MB のディスク サイズを指定した場合、View Manager は、このディスク サイズを 2GB として計算します。

レプリカを別のデータストアに格納するための推奨値を得るために、View Manager は、データストア上の 2 つのレプ
リカのための領域を考慮します。最小と最大の使用量に対して同じ値が計算されます。

詳細については、「リンク クローン プールのサイズ設定の式 (P. 92)」を参照してください。

サイズ設定ガイドラインとストレージ オーバーコミット

ユーザーがストレージ要件を見積もり、データストアを選択して、プールを展開した後、View Manager は各データスト
ア上の空き領域と既存のクローンに基づいて、それぞれのデータストア上のリンク クローン仮想マシンをプロビジョニン
グします。

[Add Pool（プールの追加）] ウィザードの  [Select Datastores（データストアの選択）]  ページで選択されたストレー
ジ オーバーコミット オプションに基づいて、View Manager は新しいクローンのプロビジョニングを停止し、既存のク
ローンのために空き領域を予約します。この動作によって、データストア上の各デスクトップに対してバッファを拡大で

きるようになります。

ストレージ オーバーコミット レベルを高く設定した場合は、見積もりのストレージ要件が、 [Selected Free Space（選
択された空き領域）]  列に示されている容量を超える可能性があります。ストレージ オーバーコミット レベルは、View
Manager がデータストア上に実際に作成する仮想マシンの数に影響を与えます。

詳細については、「リンク クローン デスクトップのストレージのオーバーコミット レベルの設定 (P. 94)」を参照して
ください。

リンク クローン プールのサイズ設定の式

ストレージのサイズ設定の式は、OS ディスク、View Composer 通常ディスク、およびレプリカのために選択するデー
タストア上の空き領域に対するリンク クローン ディスクのサイズを見積もるのに役立ちます。

ストレージのサイズ設定の式

表 5-8 shows the formulas that calculate the estimated sizes of linked-clone disks when you create a pool and
as the linked-clone desktops grow over time.これらの式には、クローンとともにデータストアに格納されるレプリ
カ ディスクのための領域が含まれています。

既存のプールを編集するか、またはレプリカを別のデータストアに格納する場合、View Manager は別のサイズ設定の式
を使用します。「リンク クローンを作成するためのサイズ設定の式（プールを編集する場合、またはレプリカを別のデー
タストアに格納する場合） (P. 93)」を参照してください。
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表 5-8.  選択されたデータストア上のリンク クローン ディスクのためのストレージのサイズ設定の式

Data Type（データの種
類）

Selected Free Space
(GB)（選択された空き領
域（GB））

Min Recommended
(GB)（推奨される最小領
域（GB））

50% Utilization (GB)
（50% の使用率（GB））

Max Recommended
(GB)（推奨される最大領
域（GB））

OS ディスク 選択されたデータストア

上の空き領域

VM の数 * (2 * VM のメ
モリ) + (2 * レプリカ
ディスク)

VM の数 * (レプリカ ディ
スクの 50% + VM のメ
モリ) + (2 * レプリカ
ディスク)

VM の数 * (レプリカ ディ
スクの 100% + VM のメ
モリ) + (2 * レプリカ ディ
スク)

通常ディスク 選択されたデータストア

上の空き領域

VM の数 * 通常ディスク
の 20%

VM の数 * 通常ディスク
の 50%

VM の数 * 通常ディスク
の 100%

ストレージのサイズ設定の見積もりの例

この例では、親仮想マシンに 1GB のメモリが構成されています。親仮想マシンのディスク サイズは 10GB です。1 つの
リンク クローン プールは 10 のデスクトップで作成されています。通常ディスクのサイズは 2048MB として構成されて
います。

OS ディスクは、現在 184.23GB の使用可能な領域があるデータストア上に構成されています。通常ディスクは、28.56GB
の使用可能な領域がある別のデータストア上に構成されています。

表 5-9 shows how the sizing formulas calculate estimated storage requirements for the sample linked-clone
pool.

表 5-9.  選択されたデータストア上に展開されているリンク クローン ディスクのサイズ設定の見積もりの例

Data Type（データの種
類）

Selected Free Space
(GB)（選択された空き領
域（GB））

Min Recommended
(GB)（推奨される最小領
域（GB））

50% Utilization (GB)
（50% の使用率（GB））

Max Recommended
(GB)（推奨される最大領
域（GB））

OS ディスク 184.23 10 * (2*1GB) +
(2*10GB) =
40.00

10 * (10GB の 50% +
1GB) + (2*10GB) =
80.00

10 * (10GB の 100% +
1GB) + (2*10GB) =
130.00

通常ディスク 28.56 10 * (2GB の 20%) =
4.00

10 * (2GB の 50%) =
10.00

10 * (2GB の 100%) =
20.00

リンク クローンを作成するためのサイズ設定の式（プールを編集する場合、またはレプリカを別
のデータストアに格納する場合）

既存のリンク クローン プールを編集するか、またはレプリカを別のデータストアに格納する場合、View Manager は、
プールを初めて作成する場合とは異なるサイズ設定の式で計算します。

既存のプールを編集し、そのプールのデータストアを選択した場合、View Composer は選択されたデータストア上に新
しいクローンを作成します。これらの新しいクローンは既存のスナップショットに関連付けられ、既存のレプリカ ディス
クを使用します。新しいレプリカは作成されません。

レプリカを別のデータストアに格納した場合は、他の選択したデータストアがリンク クローン ディスク専用に使用され
ます。

これらの場合、View Manager は、リンク クローン ディスクに対するストレージの推奨値を計算するときにレプリカの
ための領域を含めません。

表 5-10 shows the formulas that calculate the estimated sizes of linked-clone disks when you edit a pool or
store replicas on a separate datastore.
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表 5-10.  リンク クローン ディスクのためのストレージのサイズ設定の式（プールを編集する場合、またはレプリカを別
のデータストアに格納する場合）

Data Type（データの種
類）

Selected Free Space
(GB)（選択された空き領
域（GB））

Min Recommended
(GB)（推奨される最小領
域（GB））

50% Utilization (GB)
（50% の使用率（GB））

Max Recommended
(GB)（推奨される最大領
域（GB））

OS ディスク 選択されたデータストア

上の空き領域

VM の数 * (2 * VM のメ
モリ)

VM の数 * (レプリカ ディ
スクの 50% + VM のメ
モリ)

VM の数 * (レプリカ ディ
スクの 100% + VM のメ
モリ)

通常ディスク 選択されたデータストア

上の空き領域

VM の数 * 通常ディスク
の 20%

VM の数 * 通常ディスク
の 50%

VM の数 * 通常ディスク
の 100%

ストレージのサイズ設定の見積もりの例（プールを編集する場合、またはレプリカを別のデータストアに格納する場合）

この例では、親仮想マシンに 1GB のメモリが構成されています。親仮想マシンのディスク サイズは 10GB です。1 つの
リンク クローン プールは 10 のデスクトップで作成されています。通常ディスクのサイズは 2048MB として構成されて
います。

OS ディスクは、現在 184.23GB の使用可能な領域があるデータストア上に構成されています。通常ディスクは、28.56GB
の使用可能な領域がある別のデータストア上に構成されています。

表 5-11 shows how the sizing formulas calculate estimated storage requirements for the sample linked-clone
pool.

表 5-11.  リンク クローン ディスクのサイズ設定の見積もりの例（プールを編集する場合、またはレプリカを別のデータ
ストアに格納する場合）

Data Type（データの種
類）

Selected Free Space
(GB)（選択された空き領
域（GB））

Min Recommended
(GB)（推奨される最小領
域（GB））

50% Utilization (GB)
（50% の使用率（GB））

Max Recommended
(GB)（推奨される最大領
域（GB））

OS ディスク 184.23 10 * (2*1GB) =
20.00

10 * (10GB の 50% +
1GB) =
60.00

10 * (10GB の 100% +
1GB) =
110.00

通常ディスク 28.56 10 * (2GB の 20%) =
4.00

10 * (2GB の 50%) =
10.00

10 * (2GB の 100%) =
20.00

リンク クローン デスクトップのストレージのオーバーコミット レベルの設定
ストレージ オーバーコミット機能を使用して、View Manager がデータストアにどのようにリンク クローン デスクトッ
プを作成するかを制御できます。この機能により、データストアの物理ストレージ上限を超える合計論理サイズになるリ

ンク クローンを作成できます。

この機能は、リンク クローン プールでのみ機能します。

ストレージのオーバーコミット レベルは、各クローンがフル仮想マシンであった場合に使用するデータストアの物理サイ
ズより大きくストレージの量を見積もります。詳細については、「リンク クローン デスクトップのストレージのオーバー
コミット (P. 95)」を参照してください。
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手順

1 View Administrator で、 [Inventory（インベントリ）]  -  [Pools（プール）]  をクリックします。

2 新しいデスクトップ プールを作成するとき、または既存のプールを編集するときは、 [Select Datastores（データ
ストアの選択）]  ページに移動します。

オプション 操作

New desktop pool（新しいデスクトップ
プール）

a [Add（追加）]  をクリックします。
b [Select Datastores（データストアの選択）]  ページが表示されるまで、[Add

Pool（プールの追加）] ウィザードの処理を続行します。

Existing desktop pool（既存のデスクトッ
プ プール）

a リンク クローン プールを選択し、 [Edit（編集）]  をクリックします。
b [vCenter Settings（vCenter 設定）]  タブをクリックします。

 

3 [Select Datastores（データストアの選択）]  ページで、ストレージのオーバーコミット レベルを選択します。

オプション 説明

None（なし） ストレージはオーバーコミットされません。

Conservative（低） データストアのサイズの 4 倍。これはデフォルトのレベルです。

Moderate（中） データストアのサイズの 7 倍。

Aggressive（高） データストアのサイズの 15 倍。
 

4 [Done（完了）]  をクリックします。

5 [Finish（完了）]  をクリックします。

リンク クローン デスクトップのストレージのオーバーコミット

ストレージ オーバーコミット機能を使用すると、フル仮想マシン デスクトップで可能な数より多くのリンク クローン デ
スクトップをデータストア上に配置することによって、ストレージ コストを削減できます。リンク クローンは、データ
ストアの物理容量の数倍の論理ストレージ領域を使用できます。

この機能ではストレージ レベルを選択することで、データストアの容量をオーバーコミットできるようにしたり、View
Manager が作成するリンク クローン数の制限を設定したりできます。プロビジョニングが控え目すぎるためにストレー
ジを無駄にすることや、リンク クローンがディスク領域を使い果たしてデスクトップ アプリケーションに問題が発生す
るような事態になるのを避けることができます。

たとえば、各仮想マシンが 10 GB の場合、100 GB のデータストアに作成できるフル仮想マシンは最大でも 10 個です。10 GB
の親仮想マシンからリンク クローンを作成した場合、各クローンのサイズはその何分の 1 かになります。

オーバーコミット レベルを低く設定した場合、View Manager はクローンがデータストアの物理サイズの 4 倍を使用で
きるようにし、各クローンは親仮想マシンのサイズであるかのように見積もられます。100 GB のデータストアで、親が
10 GB の場合、View Manager は約 40 個のリンク クローンをプロビジョニングします。View Manager は、データス
トアに空き領域がある場合でもそれ以上クローンをプロビジョニングしません。この制限により、既存のクローン用のバッ

ファの拡大を管理します。

表 5-12 shows the storage overcommit levels you can set.

表 5-12.  ストレージのオーバーコミット レベル

オプション ストレージのオーバーコミット レベル

None（なし） ストレージはオーバーコミットされません。

Conservative（低） データストアのサイズの 4 倍。これはデフォルトのレベルです。

Moderate（中） データストアのサイズの 7 倍。

Aggressive（高） データストアのサイズの 15 倍。
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ストレージのオーバーコミット レベルはストレージ容量を決定するための大まかな目安になります。最適なレベルを決定
するため、実際の環境でリンク クローンの増加を監視してください。

OS ディスクが可能な最大サイズまで増加することがない場合は、高いレベルを設定します。オーバーコミット レベルを
高くする場合は注意が必要です。リンク クローンがディスク領域を使い果たすことがないようにするには、デスクトッ
プ プールを定期的に更新または再分散し、リンク クローンの OS データをその元のサイズに縮小します。

たとえば、ログオフ後にデスクトップが削除または更新されるように設定されている流動割り当てデスクトップ プールの
場合は、オーバーコミット レベルを高く設定することは有効です。

各データストアのさまざまなレベルのスループットに対応するため、データストアのタイプによって、ストレージのオー

バーコミット レベルを変えることができます。たとえば、NAS データストアと SAN データストアを別の設定にすること
ができます。

別のデータストアへの View Composer レプリカおよびリンク クローンの格納
View Composer レプリカおよびリンク クローンを、パフォーマンス特性の異なる別のデータストアに配置できます。こ
の柔軟な構成により、一度に多くのリンク クローンをプロビジョニングしたりウイルス対策スキャンを実行したりするな
どの集中的な操作を迅速に行うことができます。

たとえば、レプリカ仮想マシンをソリッド ステート ディスク対応のデータストアに格納できます。ソリッド ステート
ディスクは、ストレージ容量が少なく、読み取りのパフォーマンスが高く、通常、1 秒あたり 20,000 I/O（IOPS）をサ
ポートします。View Composer は、各 ESX クラスタで各 View Composer 基本イメージ スナップショットのレプリカ
を 1 つだけ作成するため、レプリカはあまりストレージ領域を必要としません。ソリッド ステート ディスクを使うと、
多数のリンク クローンでタスクが同時に実行される場合に、ESX がレプリカの OS ディスクを読み取る速度を向上させる
ことができます。

リンク クローンは従来の回転メディア対応のデータストアに格納できます。これらのディスクは、パフォーマンスが低
く、通常、200 IOPS をサポートします。安価で大容量のため、大規模なプールに多数のリンク クローンを格納する場合
に適しています。ESX は、リンク クローンで集中的な同時読み取り操作を実行する必要はありません。

レプリカとリンク クローンをこの方法で構成すると、一度に多くのリンク クローンが作成されるときに発生する I/O ス
トームの影響を軽減できます。たとえば、ログオフ時にデスクトップを削除するポリシーを使用して流動割り当てプール

を展開した場合、ユーザーが同時に作業を開始すると、View Manager はユーザー用の新しいデスクトップを同時にプロ
ビジョニングする必要があります。

重要   この機能は、高パフォーマンスのディスク ソリューションを提供するベンダが使用する特定のストレージ構成向け
に設計されています。ストレージ ハードウェアが高い読み取りパフォーマンスをサポートしていない場合は、レプリカを
別のデータストアに保存しないでください。

レプリカとリンク クローンを別のデータストアのプールに格納する場合は、特定の要件に従う必要があります。

n 1 つのプールに指定できる別のレプリカ データストアは 1 つだけです。

n レプリカ データストアを共有する場合は、クラスタ内のすべての ESX ホストからアクセスできる必要があります。

n リンク クローン データストアを共有する場合は、レプリカ データストアも共有する必要があります。レプリカを
ローカル データストアに配置できるのは、すべてのリンク クローンを同じ ESX ホストのローカル データストアで構
成する場合のみです。

この機能は vSphere モードでのみサポートされます。リンク クローンは ESX 4 以降を実行している ホストまたはクラス
タに展開する必要があります。

別のデータストアまたは共有データストアにレプリカを格納する際の可用性に関する考慮事項

View Composer レプリカを別のデータストアまたはリンク クローン仮想マシンと同じデータストアに格納することがで
きます。これらの構成は、さまざまな形でプールの可用性に影響を与えます。

レプリカをリンク クローンと同じデータストアに格納すると、可用性を向上させるために、View Composer は各データ
ストアに個別のレプリカを作成します。データストアが使用できなくなった場合、そのデータストアのリンク クローンの
みが影響を受けます。他のデータストアのリンク クローンは引き続き動作します。

VMware View の管理

96  VMware, Inc.



レプリカを別のデータストアに格納すると、プール内のすべてのリンク クローンがそのデータストアのレプリカに関連付
けられます。データストアが使用できなくなった場合、プール全体が使用できなくなります。

リンク クローン デスクトップの可用性を高めるために、レプリカを格納するデータストアに対して高可用性ソリューショ
ンを構成することができます。

リンク クローン デスクトップのデータ ディスク
View Composer は、リンク クローン デスクトップのコンポーネントを格納するために複数のデータ ディスクを作成し
ます。

OS ディスク

View Composer は、リンク クローンごとに OS ディスクを作成します。このディスクには、基本イメージへのリンクを
維持し、一意のデスクトップとして機能するためにクローンが必要とするシステム データが格納されます。

QuickPrep 構成データ ディスク

View Composer は、OS ディスクとともに 2 つ目のディスクを作成します。2 つ目のディスクには、更新および再構成
操作時に保持する必要がある QuickPrep 構成データおよびその他の OS 関連データが格納されます。このディスクは小
容量で、通常、約 20MB です。このディスクは、デスクトップをカスタマイズするために QuickPrep と Sysprep のど
ちらを使用した場合でも作成されます。

ユーザー プロファイルを格納するために別個の View Composer 通常ディスクを構成した場合は、各リンク クローンに
OS ディスク、2 つ目のデスクトップ ディスク、View Composer 通常ディスクの 3 つのディスクが関連付けられます。

2 つ目のデスクトップ ディスクは、OS ディスクと同じデータストアに格納されます。このディスクを構成することはで
きません。

View Composer 通常ディスク

専用割り当てプールでは、Windows ユーザー プロファイル データを格納するために別個の View Composer 通常ディ
スクを構成できます。このディスクはオプションです。

別個の通常ディスクを使用すると、ユーザー データおよび設定を保持できます。View Composer の更新、再構成、およ
び再分散操作は、通常ディスクに影響を与えません。通常ディスクをリンク クローンから切断し、別のリンク クローン
に接続することができます。

別個の通常ディスクを構成しない場合、Windows プロファイルは OS ディスクに格納されます。ユーザー データおよび
設定は、更新、再構成、および再分散操作時に削除されます。

通常ディスクは OS ディスクと同じデータストアまたは別のデータストアに格納できます。

破棄可能データ ディスク

リンク クローン プールを作成するときに、ユーザー セッション中に生成されるゲスト OS のページング ファイルと一時
ファイルを格納するために別の読み取り専用ディスクを構成することができます。ディスク サイズはメガバイト単位で指
定する必要があります。

このディスクはオプションです。

リンク クローンがパワーオフされると、View Manager は破棄可能ファイルを削除します。ユーザーがデスクトップを
操作するたびに、リンク クローンのサイズが増える可能性があります。破棄可能ファイルを使用すると、リンク クロー
ンの拡大を抑えることで、ストレージ領域を節約できます。

破棄可能データ ディスクは、OS ディスクと同じデータストアに格納します。
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手動デスクトップ プール
手動デスクトップ プールを作成するために、View Manager は既存のデスクトップ ソースからデスクトップをプロビジョ
ニングします。プール内の各デスクトップに対して、クライアントに View アクセスを提供するための別個のデスクトッ
プ ソースを選択します。

View Manager は、手動プールで複数種類のデスクトップ ソースを使用できます。

n vCenter Server で管理される仮想マシン

n VMware Server または別の仮想化プラットフォームで実行される仮想マシン

n 物理コンピュータ

n HP ブレード PC

手動デスクトップ プールの作成用ワークシート
手動デスクトップ プールを作成するときに、View Administrator の [Add Pool（プールの追加）] ウィザードで特定の
オプションを構成するよう求められます。このワークシートを使用して、プールを作成する前に構成オプションを準備し

ます。

このワークシートを印刷し、[Add Pool（プールの追加）] ウィザードを実行するときに指定する値を記入することがで
きます。

注意   手動プールで、View デスクトップ アクセスを提供するための各デスクトップ ソースを準備する必要があります。
各デスクトップ ソースで View Agent がインストールされ、実行されている必要があります。

表 5-13.  ワークシート：手動デスクトップ プールを作成するための構成オプション

オプション 説明 値をここに記入

User assignment（ユーザー割り当
て）

ユーザー割り当てのタイプを選択します。

n 専用割り当てプールでは、各ユーザーがデスクトッ

プに割り当てられます。ユーザーは、ログインする

たびに同じデスクトップを受け取ります。

n 流動割り当てプールでは、ユーザーは、ログインす

るたびに異なるデスクトップを受け取ります。

詳細については、「デスクトップ プールでのユーザー割
り当て (P. 104)」を参照してください。

Desktop Sources（デスクトップ
ソース）

プール内の View デスクトップとして使用する仮想マシ
ンまたは物理コンピュータ。

1 どの種類のデスクトップ ソースを使用するかを決定
します。vCenter Server によって管理される仮想
マシンまたは非管理対象の仮想マシン、物理コン

ピュータ、およびブレード PC のいずれかを使用で
きます。

2 プールに含める、vCenter Server 仮想マシンまた
は非管理対象の仮想マシン、物理コンピュータ、お

よびブレード PC のリストを準備します。
非管理対象の仮想マシン、物理コンピュータ、またはブ

レード PC であるデスクトップ ソースで PCoIP を使用
するには、Teradici ハードウェアを使用する必要があり
ます。

vCenter Server デスクトップを管理する vCenter Server。
このオプションは、デスクトップ ソースが vCenter
Server によって管理される仮想マシンである場合にのみ
表示されます。
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表 5-13.  ワークシート：手動デスクトップ プールを作成するための構成オプション (続き)

オプション 説明 値をここに記入

Pool ID（プール ID） ユーザーのログイン時に表示され、View Administrator
でプールを識別するプール名。

環境内で複数の vCenter Server を実行している場合は、
別の vCenter Server で同じプール ID を使用していな
いことを確認します。

Pool Settings（プールの設定） デスクトップの状態、仮想マシンが使用中でないときの

電源ステータス、表示プロトコル、Adobe Flash 品質
などを決定する設定。

詳細については、「デスクトップとプールの設

定 (P. 111)」を参照してください。
手動プールに適用される設定のリストについては、「手

動プールのデスクトップ設定 (P. 101)」を参照してくだ
さい。

手動デスクトップ プールの作成
既存の仮想マシン、物理コンピュータ、および HP ブレード PC からデスクトップをプロビジョニングする手動デスクトッ
プ プールを作成できます。プール内の View デスクトップを構成するデスクトップ ソースを選択する必要があります。

vCenter Server によって管理されるデスクトップが含まれている手動プールの場合は、ユーザーがスペア デスクトップ
に接続できるように、View Manager は必ず 1 つのスペア デスクトップがパワーオンされているようにします。このス
ペア デスクトップは、どの電源ポリシーが有効でもパワーオンされます。

開始する前に

n View デスクトップ アクセスを提供するためのデスクトップ ソースを準備します。手動プールでは、各デスクトッ
プ ソースを個別に準備する必要があります。各デスクトップ ソースで View Agent がインストールされ、実行され
ている必要があります。

vCenter Server で管理される仮想マシンの準備については、第 4 章「仮想マシンの作成および準備 (P. 45)」を参照
してください。

非管理対象の仮想マシン、物理コンピュータ、またはブレード PC の準備については、第 3 章「非管理対象デスク
トップ ソースの準備 (P. 41)」を参照してください。

n プールを作成するために指定する必要がある構成情報を収集します。「手動デスクトップ プールの作成用ワークシー
ト (P. 98)」を参照してください。

n 電源設定、表示プロトコル、Adobe Flash 品質、およびその他の設定を構成する方法を決定します。「デスクトップ
とプールの設定 (P. 111)」を参照してください。

手順

1 View Administrator で、 [Inventory（インベントリ）]  -  [Pools（プール）]  をクリックします。

2 [Add（追加）]  をクリックします。

3 [Manual Pool（手動プール）]  を選択します。

4 ウィザードの指示に従って、プールを作成します。

ワークシートで収集した構成情報を使用します。ナビゲーション パネルのページ名をクリックすると、完了したウィ
ザード ページに直接戻ることができます。

View Administrator で、 [Inventory（インベントリ）]  -  [Desktops（デスクトップ）]  をクリックすると、プールに
追加されるデスクトップを表示できます。
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次に進む前に

プールにアクセスするための資格をユーザーに付与します。「デスクトップ プールへの資格の追加 (P. 119)」を参照して
ください。

1 つのデスクトップを含む手動プールの作成
ユーザーが固有の専用デスクトップを必要としている場合や、1 つのホスト ライセンスしかない高価なアプリケーション
に複数のユーザーが別の時間にアクセスする必要がある場合は、単一デスクトップを含むプールを作成できます。

手動デスクトップ プールを作成し、単一のデスクトップ ソースを選択することによって、個別の View デスクトップを
独自のプールでプロビジョニングすることができます。

複数のユーザーが共有できる物理コンピュータを模倣するには、プールにアクセスするための資格が付与されているユー

ザーに対して流動割り当てを指定します。

単一のデスクトップ プールを専用割り当てで構成しているか、流動割り当てで構成しているかに関係なく、電源操作が
セッション管理によって起動されます。仮想マシンは、ユーザーがデスクトップを要求するとパワーオンされ、ユーザー

がログオフするとパワーオフされるかサスペンドされます。

[Ensure desktops are always powered on（デスクトップは常にパワーオン）]  ポリシーを構成している場合、仮想マ
シンはパワーオンされたままになります。ユーザーが仮想マシンをシャットダウンした場合、すぐに再起動されます。

開始する前に

n View デスクトップ アクセスを提供するためのデスクトップ ソースを準備します。デスクトップ ソースで View
Agent がインストールされ、実行されている必要があります。

vCenter Server で管理される仮想マシンの準備については、第 4 章「仮想マシンの作成および準備 (P. 45)」を参照
してください。

非管理対象の仮想マシン、物理コンピュータ、またはブレード PC の準備については、第 3 章「非管理対象デスク
トップ ソースの準備 (P. 41)」を参照してください。

n 手動プールを作成するために指定する必要がある構成情報を収集します。「手動デスクトップ プールの作成用ワーク
シート (P. 98)」を参照してください。

n 電源設定、表示プロトコル、Adobe Flash 品質、およびその他の設定を構成する方法を決定します。「デスクトップ
とプールの設定 (P. 111)」を参照してください。

手順

1 View Administrator で、 [Inventory（インベントリ）]  -  [Pools（プール）]  をクリックします。

2 [Add（追加）]  をクリックします。

3 [Manual Pool（手動プール）]  を選択します。

4 ユーザー割り当てのタイプを選択します。

オプション 説明

Dedicated Assignment（専用割り当て） デスクトップは 1 人のユーザーに割り当てられます。そのユーザーだけがこのデスク
トップにログインできます。

Floating Assignment（流動割り当て） デスクトップは、そのプールに対する資格を持っているすべてのユーザーによって共

有されます。別のユーザーがログインしていない限り、資格を持っているすべてのユー

ザーがこのデスクトップにログインできます。
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5 [Add vCenter Virtual Machines（vCenter 仮想マシンの追加）]  または  [Add Machines（マシンの追加）]  ペー
ジで、デスクトップのデスクトップ ソースを選択します。

6 ウィザードの指示に従って、プールを作成します。

ワークシートで収集した構成情報を使用します。ナビゲーション パネルのページ名をクリックすると、完了したウィ
ザード ページに直接戻ることができます。

View Administrator で、 [Inventory（インベントリ）]  -  [Desktops（デスクトップ）]  をクリックすると、作成され
たデスクトップを表示できます。

次に進む前に

プールにアクセスするための資格をユーザーに付与します。「デスクトップ プールへの資格の追加 (P. 119)」を参照して
ください。

手動プールのデスクトップ設定

手動プールを構成するときに、デスクトップとプールの設定を指定する必要があります。すべての設定がすべての種類の

手動プールに適用されるわけではありません。

表 5-14 に、以下のプロパティを使って構成される手動デスクトップ プールに適用される設定を示します。

n 専用ユーザー割り当て

n 流動ユーザー割り当て

n 管理対象のデスクトップ ソース（vCenter Server 仮想マシン）

n 非管理対象デスクトップ ソース

これらの設定は、単一デスクトップを含む手動プールにも適用されます。

各デスクトップ設定の説明については、「デスクトップとプールの設定 (P. 111)」を参照してください。

表 5-14.   手動デスクトップ プールの設定

設定

手動の管理対象

プール、専用割り

当て

手動の管理対象プール、流動

割り当て

手動の非管理対象プール、専

用割り当て

手動の非管理対象プール、流動

割り当て

State（状態） 行う 行う 行う 行う

Connection
Server
restrictions
（Connection
Server の制限）

行う 行う 行う 行う

Remote desktop
power policy（リ
モート デスクトップ
の電源ポリシー）

行う 行う

Automatic logoff
after disconnect
（切断後に自動的に

ログオフ）

行う 行う 行う 行う

Allow users to
reset their
desktop（ユー
ザーによるデスク

トップのリセットを

許可する）

行う 行う
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表 5-14.   手動デスクトップ プールの設定 (続き)

設定

手動の管理対象

プール、専用割り

当て

手動の管理対象プール、流動

割り当て

手動の非管理対象プール、専

用割り当て

手動の非管理対象プール、流動

割り当て

Allow multiple
sessions per user
（ユーザーごとに複

数のセッションを許

可する）

行う 行う

Default display
protocol（デフォ
ルト表示プロトコ

ル）

行う 行う 行う

vCenter Server によって管
理されないデスクトップ ソー
スで PCoIP を使用するには、
デスクトップ ソースに
Teradici ハードウェアをイン
ストールする必要がありま

す。

行う

vCenter Server によって管理
されないデスクトップ ソース
で PCoIP を使用するには、デ
スクトップ ソースに Teradici
ハードウェアをインストールす

る必要があります。

Allow users to
choose protocol
（ユーザーがプロト

コルを選択できるよ

うにする）

行う 行う 行う 行う

Max number of
monitors（モニタ
の最大数）

行う 行う

Max resolution of
any one monitor
（特定のモニタの最

大解像度）

行う 行う

Adobe Flash
quality（Adobe
Flash の品質）

行う 行う 行う 行う

Adobe Flash
throttling
（Adobe Flash のス
ロットル）

行う 行う 行う 行う

Microsoft Terminal Services プール
Microsoft Terminal Server を使用して、View クライアントへのデスクトップとして Terminal Services セッションを
提供することができます。View Manager は、Terminal Services セッションを、他の View デスクトップを管理する場
合と同じように管理します。

Terminal Services プールには、1 つ以上のターミナル サーバから提供される複数のデスクトップ ソースを含めることが
できます。ターミナル サーバ デスクトップ ソースから複数の View デスクトップを配布できます。

View Manager は、接続要求をアクティブなセッションの数が最小のターミナル サーバに転送することによって、プー
ル内のターミナル サーバにロード バランシングを提供します。

管理者が Terminal Services プール全体の資格をユーザーまたはユーザー グループに付与します。

管理者は、ユーザー設定およびデータをユーザーが現在アクセスしているデスクトップに伝達するように、移動プロファ

イル ソリューションを展開する必要があります。

注意   Terminal Services プールは、RDP 表示プロトコルのみをサポートします。
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Microsoft Terminal Services プールの作成
ターミナル サーバ デスクトップ ソースからデスクトップをプロビジョニングする Microsoft Terminal Services プール
を作成できます。プール内の View デスクトップを構成するデスクトップ ソースを選択する必要があります。

開始する前に

n View デスクトップ アクセスを提供するためのターミナル サーバ デスクトップ ソースを準備します。各デスクトッ
プ ソースで View Agent がインストールされ、実行されている必要があります。第 3 章「非管理対象デスクトップ
ソースの準備 (P. 41)」を参照してください。

n プールに含めるターミナル サーバ デスクトップ ソースのリストを作成します。

n デスクトップ設定の構成方法を決定します。「Microsoft Terminal Services プールのデスクトップ設定 (P. 103)」
を参照してください。 各デスクトップ設定の説明については、「デスクトップとプールの設定 (P. 111)」を参照して
ください。

n ユーザーのログイン時に表示され、View Administrator でプールを識別するプール ID を指定します。環境内で複
数の vCenter Server を実行している場合は、別の vCenter Server で同じプール ID を使用していないことを確認
します。

手順

1 View Administrator で、 [Inventory（インベントリ）]  -  [Pools（プール）]  をクリックします。

2 [Add（追加）]  をクリックします。

3 [Microsoft Terminal Services Desktop Pool（Microsoft Terminal Services のデスクトップ プール）]  を選択し
ます。

4 ウィザードの指示に従って、プールを作成します。

ワークシートで収集した構成情報を使用します。ナビゲーション パネルのページ名をクリックすると、完了したウィ
ザード ページに直接戻ることができます。

View Administrator で、 [Inventory（インベントリ）]  -  [Desktops（デスクトップ）]  をクリックすると、プールに
追加されるデスクトップを表示できます。

次に進む前に

プールにアクセスするための資格をユーザーに付与します。「デスクトップ プールへの資格の追加 (P. 119)」を参照して
ください。

Microsoft Terminal Services プールのデスクトップ設定
Microsoft Terminal Services プールを構成するときに、デスクトップとプールの設定を指定する必要があります。すべ
ての設定がすべての種類の Terminal Services プールに適用されるわけではありません。

表 5-15 に、Terminal Services プールに適用される設定を示します。

各デスクトップ設定の説明については、「デスクトップとプールの設定 (P. 111)」を参照してください。

表 5-15.   Terminal Services プールの設定

設定 Microsoft Terminal Services プール

State（状態） 行う

Connection Server restrictions（Connection Server の制限） 行う

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

Default display protocol（デフォルト表示プロトコル） RDP は、Terminal Services プールでサポートされる唯一の表示プ
ロトコルです。
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表 5-15.   Terminal Services プールの設定 (続き)

設定 Microsoft Terminal Services プール

Adobe Flash quality（Adobe Flash の品質） 行う

Adobe Flash throttling（Adobe Flash のスロットル） 行う

Terminal Services セッションでの Internet Explorer による Adobe Flash のスロットルの構
成

Terminal Services セッションで Adobe Flash のスロットルが Internet Explorer で確実に動作するようにするには、
ユーザーがサード パーティ製のブラウザ拡張を有効にする必要があります。

手順

1 View Client を起動し、ユーザーのデスクトップにログインします。

2 Internet Explorer で、 [Tools（ツール）]  -  [Internet Options（インターネット オプション）]  をクリックします。

3 [Advanced（詳細設定）]  タブをクリックし、 [Enable third-party browser extensions（サード パーティ製のブ
ラウザ拡張を有効にする）]  を選択して、 [OK]  をクリックします。

4 Internet Explorer を再起動します。

デスクトップ プールのプロビジョニング
デスクトップ プールを作成するときに、プールの管理方法およびユーザーのデスクトップ操作方法を決定する構成オプ
ションを選択します。

n デスクトップ プールでのユーザー割り当て (P. 104)

ユーザーがプール内のデスクトップに専用割り当てまたは流動割り当てされるように、デスクトップ プールを構成
できます。フル仮想マシンを含む自動プール、自動リンク クローン プール、および手動プールに対して、ユーザー
割り当てを選択する必要があります。

n デスクトップの手動での名前付けまたは名前付けパターンの指定 (P. 105)

デスクトップ名のリストを手動で指定して、または名前付けパターンとプール内で必要なデスクトップの数を指定

して、自動プール内のデスクトップをプロビジョニングすることができます。これら 2 つの方法は利点が異なりま
す。

n デスクトップの手動でのカスタマイズ (P. 109)

自動プールを作成した後、所有権を再度割り当てることなく特定のデスクトップをカスタマイズできます。デスク

トップをメンテナンス モードで起動すると、割り当て済みユーザーにデスクトップをリリースしたり、プール内の
資格を付与されたすべてのユーザーがデスクトップを使用できるようにしたりする前に、デスクトップを変更して

テストできます。

n デスクトップとプールの設定 (P. 111)

フル仮想マシン、リンク クローン デスクトップ プール、手動デスクトップ プール、および Microsoft Terminal
Services プールを含む自動プールを構成するときに、デスクトップとプールの設定を指定する必要があります。す
べての設定がすべての種類のデスクトップ プールに適用されるわけではありません。

デスクトップ プールでのユーザー割り当て
ユーザーがプール内のデスクトップに専用割り当てまたは流動割り当てされるように、デスクトップ プールを構成できま
す。フル仮想マシンを含む自動プール、自動リンク クローン プール、および手動プールに対して、ユーザー割り当てを
選択する必要があります。

専用割り当てでは、View Manager は、資格を付与された各ユーザーをプール内の 1 台のデスクトップに割り当てます。
ユーザーがプールに接続すると、そのユーザーは常に同じデスクトップにログインします。ユーザーの設定およびデータ

はセッション間で保存されます。プール内の他のユーザーはそのデスクトップにアクセスできません。
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流動割り当てでは、View Manager は、資格を付与されたユーザーにプール内のデスクトップを動的に割り当てます。
ユーザーはログインするたびに異なるデスクトップに接続します。ユーザーがログオフすると、デスクトップはプールに

戻されます。

ユーザーのログオフ時に流動割り当てデスクトップが削除されるように構成できます。自動削除を使用すると、同時に必

要な数だけ仮想マシンを保持できます。自動削除は、デスクトップ名前付けパターンおよびデスクトップの合計数を使っ

てプロビジョニングする自動プールでのみ使用できます。

流動割り当てのデスクトップを使用すると、ソフトウェア ライセンス コストを削減できます。

デスクトップの手動での名前付けまたは名前付けパターンの指定

デスクトップ名のリストを手動で指定して、または名前付けパターンとプール内で必要なデスクトップの数を指定して、

自動プール内のデスクトップをプロビジョニングすることができます。これら 2 つの方法は利点が異なります。

リストを指定してデスクトップに名前を付ける場合は、会社の名前付けスキームを使用し、各デスクトップ名とユーザー

とを関連付けることができます。

名前付けパターンを指定する場合、View Manager ではユーザーが必要とするときに動的にデスクトップを作成して割り
当てることができます。

フル仮想マシンまたはリンク クローンを含む自動プールをプロビジョニングするには、これらの名前付け方法のいずれか
を使用する必要があります。

表 5-16 では、2 つの名前付け方法を比較し、それぞれの方法がデスクトップ プールの作成および管理方法にどのような
影響を及ぼすかを示します。

表 5-16.  デスクトップの手動での名前付けまたはデスクトップ名前付けパターンの指定

機能 デスクトップ名前付けパターンの指定 デスクトップの手動での名前付け

デスクトップ名 View Manager がデスクトップ名を生成します。
管理者が名前付けパターンを指定します。View
Manager が各デスクトップを識別するための一
意の番号を追加します。

詳細については、「自動デスクトップ プールで
の名前付けパターンの使用 (P. 107)」を参照し
てください。

管理者がデスクトップ名のリストを指定しま

す。

専用割り当てプールでは、ユーザー名とデス

クトップ名を列挙してユーザーとデスクトッ

プを関連付けることができます。

詳細については、「デスクトップ名のリスト

の指定 (P. 106)」を参照してください。

プール サイズ 管理者がデスクトップの最大数を指定します。 デスクトップ名のリストによってデスクトッ

プの数が決まります。

プールにデスクトップを追加する場合 最大プール サイズを増やすことができます。 リストにデスクトップ名を追加できます。

詳細については、「名前のリストによってプ

ロビジョニングされる自動プールへのデスク

トップの追加 (P. 187)」を参照してください。

オンデマンド プロビジョニング 利用可能。

View Manager は、ユーザーが初めてログイン
したときにユーザーのデスクトップを作成して

プロビジョニングできます。

View Manager は、プールが作成されたときに
すべてのデスクトップを作成してプロビジョニ

ングすることもできます。

利用不可。

View Manager は、プールが作成されたと
きに、リストに指定されたすべてのデスク

トップを作成してプロビジョニングします。

初期カスタマイズ 利用可能。

デスクトップのプロビジョニング時に、View
Manager は選択されたカスタマイズ仕様を実行
できます。

利用可能。

デスクトップのプロビジョニング時に、View
Manager は選択されたカスタマイズ仕様を
実行できます。
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表 5-16.  デスクトップの手動での名前付けまたはデスクトップ名前付けパターンの指定 (続き)

機能 デスクトップ名前付けパターンの指定 デスクトップの手動での名前付け

専用デスクトップの手動カスタマイズ デスクトップをカスタマイズし、デスクトップ

アクセスをユーザーに返すには、各デスクトッ

プの所有権を削除し、再度割り当てる必要があ

ります。初回のログイン時にデスクトップを割

り当てるかどうかによって、これらの手順の実

行が 2 回必要になる場合があります。メンテナ
ンス モードではデスクトップを起動できません。
プールが作成された後、デスクトップを手動で

メンテナンス モードにすることができます。

所有権を再度割り当てなくても、デスクトッ

プをカスタマイズしてテストできます。

プールを作成するとき、すべてのデスクトッ

プをメンテナンス モードで起動して、ユー
ザーがアクセスできないようにすることがで

きます。デスクトップをカスタマイズした

ら、メンテナンス モードを終了してユーザー
がアクセスできるようにします。

詳細については、「デスクトップの手動での

カスタマイズ (P. 109)」を参照してください。

動的または固定プール サイズ 動的。

専用割り当てプール内のデスクトップからユー

ザー割り当てを削除した場合、デスクトップは

使用可能なデスクトップのプールに返されます。

流動割り当てプールでログオフ時にデスクトッ

プを削除することを選択した場合は、プール サ
イズがアクティブなユーザー セッションの数に
応じて拡大または縮小することがあります。

固定。

プールには、デスクトップ名のリストで指定

した数のデスクトップが含まれます。

デスクトップに手動で名前を付けた場合

は、 [Delete desktop on logoff（ログオフ
時にデスクトップを削除する）]  の設定を選
択できません。

スペア デスクトップ View Manager が新しいユーザーのためにパ
ワーオン状態を維持しておくスペア デスクトッ
プの数を指定できます。

View Manager は、指定された数を維持するた
めに新しいデスクトップを作成します。最大プー

ル サイズに達すると、View Manager はスペ
ア デスクトップの作成を停止します。
View Manager は、プールの電源ポリシーが
[Power off（パワーオフ）]  または  [Suspend
（サスペンド）]  に設定されている場合、または
電源ポリシーが設定されていない場合でも、ス

ペア デスクトップをパワーオン状態で維持しま
す。

View Manager が新しいユーザーのために
パワーオン状態を維持しておくスペア デスク
トップの数を指定できます。

View Manager は、指定された数を維持す
るための新しいスペア デスクトップを作成し
ません。

View Manager は、プールの電源ポリシー
が  [Power off（パワーオフ）]  または
[Suspend（サスペンド）]  に設定されてい
る場合、または電源ポリシーが設定されてい

ない場合でも、スペア デスクトップをパワー
オン状態で維持します。

User assignment（ユーザー割り当て） 専用割り当ておよび流動割り当てプールに対し

て名前付けパターンを使用できます。

専用割り当ておよび流動割り当てプールに対

してデスクトップ名を指定できます。

注意   流動割り当てプールでは、ユーザー名
をデスクトップ名に関連付けることはできま

せん。デスクトップは、関連付けられたユー

ザー専用ではありません。流動割り当てプー

ルでは、ログインするユーザーは、現在使用

されていないすべてのデスクトップにアクセ

スできます。

デスクトップ名のリストの指定

デスクトップ名のリストを手動で指定して、自動デスクトップ プールをプロビジョニングすることができます。この命名
方法では、会社の命名規則を使用してプール内のデスクトップを識別することができます。

デスクトップ名を明示的に指定すると、ユーザーには、デスクトップへのログイン時に会社の組織に基づくわかりやすい

名前が表示されます。

デスクトップ名を手動で指定するには、次のガイドラインに従います。

n 各デスクトップ名は個別の行に入力します。

n デスクトップ名には、最大 15 文字の英数字を使用できます。

n 各デスクトップ エントリにユーザー名を追加できます。カンマを使用して、ユーザー名とデスクトップ名を区切り
ます。
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この例では、2 つのデスクトップが指定されています。2 番目のデスクトップはユーザーに関連付けられています。

Desktop-001
Desktop-002,abccorp.com/jdoe

注意   流動割り当てプールでは、ユーザー名をデスクトップ名に関連付けることはできません。デスクトップは、関連付
けられたユーザー専用ではありません。流動割り当てプールでは、ログインするユーザーは、現在使用されていないすべ

てのデスクトップにアクセスできます。

開始する前に

各デスクトップの名前が一意であることを確認します。vCenter Server の既存の仮想マシンの名前を使用することはで
きません。

手順

1 デスクトップ名のリストを含むテキスト ファイルを作成します。

少数のデスクトップを含むプールを作成する場合は、デスクトップ名を直接 [Add Pool（プールの追加）] ウィザー
ドに入力できます。別のテキスト ファイルを作成する必要はありません。

2 View Administrator で [Add Pool（プールの追加）] ウィザードを起動して、自動デスクトップ プールの作成を開
始します。

3 [Provisioning Settings（プロビジョニング設定）]  ページで  [Specify names manually（名前を手動で指定）]
を選択し、 [Enter names（名前の入力）]  をクリックします。

4 [Enter Desktop Names（デスクトップ名の入力）] ページにデスクトップ名のリストをコピーし、 [Next（次へ）]
をクリックします。

[Enter Desktop Names（デスクトップ名の入力）] ウィザードによってデスクトップのリストが表示され、検証エ
ラーが赤い  [X]  で示されます。

5 無効なデスクトップ名を修正します。

a カーソルを無効な名前の上に置くと、ページの下部に関連するエラー メッセージが表示されます。

b [Back（戻る）]  をクリックします。

c 正しくない名前を編集し、 [Next（次へ）]  をクリックします。

6 [Finish（完了）]  をクリックします。

7 (オプション)  [Start desktops in maintenance mode（デスクトップをメンテナンス モードで起動）]  を選択しま
す。

このオプションにより、ユーザーがログインして使用する前にデスクトップをカスタマイズできます。

8 ウィザードの指示に従って、デスクトップ プールの作成を完了します。

View Manager は、リスト内の各名前についてデスクトップを作成します。エントリにデスクトップとユーザー名が含ま
れている場合、View Manager はそのユーザーにデスクトップを割り当てます。

プールの作成後、追加のデスクトップ名およびユーザーを含む別のリスト ファイルをインポートしてデスクトップを追加
できます。

自動デスクトップ プールでの名前付けパターンの使用

名前付けパターンとプール内で必要なデスクトップの総数を指定して、プール内のデスクトップをプロビジョニングする

ことができます。デフォルトでは、View Manager は、パターンをすべてのデスクトップ名のプレフィックスとして使用
し、一意の番号を付加して各デスクトップを識別します。

デスクトップ名の名前付けパターンの長さ

デスクトップ名の文字数の上限は、名前付けパターンと自動的に生成される番号も含めて 15 文字です。
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表 5-17.  デスクトップ名の名前付けパターンの最大長

プールで設定するデスクトップの数 プレフィックスの最大長

1-99 13 文字

100-999 12 文字

1,000 以上 11 文字

固定長トークンを含む名前では、長さの上限が異なります。「固定長トークンを使用する場合の名前付けパターンの長

さ (P. 108)」を参照してください。

デスクトップ名でのトークンの使用

トークンを使用して、自動生成された番号を名前に付加できます。プール名を入力するとき、トークンを指定するには

「{n}」と入力します。

例：amber-{n}-desktop

View Manager は、デスクトップを作成するときに、{n} を一意の番号に置き換えます。

「{n:fixed=<桁数>}」と入力すると、固定長トークンを生成できます。

View Manager は、トークンを指定された桁数を含む番号に置き換えます。

たとえば、「amber-{n:fixed=3}」と入力した場合、View Manager は {n:fixed=3} を 3 桁の番号に置き換え、次
のようなデスクトップ名を作成します。amber-001、amber-002、amber-003 などです。

固定長トークンを使用する場合の名前付けパターンの長さ

固定長トークンを含む名前の文字数の上限は、名前付けパターンとトークンの桁数も含めて 15 文字です。

表 5-18.  固定長トークンを使用する場合の名前付けパターンの最大長

固定長トークン 名前付けパターンの最大長

{n:fixed=1} 14 文字

{n:fixed=2} 13 文字

{n:fixed=3} 12 文字

デスクトップの名前付けの例

この例は、同じデスクトップ名を使用するが番号は異なる 2 つの自動デスクトップ プールを作成する方法を示していま
す。この例で使用する方法は、個別のユーザー目的を達成し、デスクトップの名前付け方法の柔軟性を示します。

目的は、VDIABC-<XX> などの同じ命名規則を使用する 2 つのプールを作成することです。ここで、<XX> は番号を表
します。各プールは異なる連続番号を持ちます。たとえば、最初のプールにはデスクトップ VDIABC-01 から VDIABC-10
が含まれ、2 つ目のプールにはデスクトップ VDIABC-11 から VDIABC-20 が含まれるとします。

いずれかのデスクトップの名前付け方法を使用して、この目的を達成できます。

n デスクトップの固定セットを一度に作成するには、デスクトップ名を手動で指定します。

n ユーザーが初めてログインするときに動的にデスクトップを作成するには、名前付けパターンを提供し、トークンを

使用して連続番号を指定します。

手動での名前の指定

1 VDIABC-01 から VDIABC-10 のデスクトップ名のリストを含む最初のプール用のテキスト ファイルを準備します。

2 View Administrator で、プールを作成し、デスクトップ名を手動で指定します。
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3 [Enter names（名前の入力）]  をクリックし、リストを  [Enter Desktop Names（デスクトップ名の入力）]  リス
ト ボックスにコピーします。

4 VDIABC-11 から VDIABC-20 の名前を使用して、2 つ目のプールに対してこれらの手順を繰り返します。

詳しい手順については、「デスクトップ名のリストの指定 (P. 106)」を参照してください。

各プールの作成後、デスクトップを追加できます。たとえば、最初のプールにデスクトップ VDIABC-21 から VDIABC-30
を追加し、2 つ目のプールに VDIABC-31 から VDIABC-40 を追加できます。「名前のリストによってプロビジョニング
される自動プールへのデスクトップの追加 (P. 187)」を参照してください。

トークンを含む名前パターンの提供

1 View Administrator で、最初のプールを作成し、名前付けパターンを使用してデスクトップ名をプロビジョニング
します。

2 名前付けパターンのテキスト ボックスに、「VDIABC-0{n}」と入力します。

3 プールの最大サイズを 9 に制限します。

4 2 つ目のプールに対してこれらの手順を繰り返しますが、名前付けパターンのテキスト ボックスには「VDIABC-1{n}」
と入力します。

最初のプールにはデスクトップ VDIABC-01 から VDIABC-9 が含まれ、2 つ目のプールにはデスクトップ VDIABC-11 か
ら VDIABC-19 が含まれます。

または、2 桁の固定長トークンを使用して、プールをそれぞれ最大 99 のデスクトップを含むように構成できます。

n 最初のプールに対して、「VDIABC-0{n:fixed=2}」と入力します。

n 2 つ目のプールに対して、「VDIABC-1{n:fixed=2}」と入力します。

各プールの最大サイズを 99 に制限します。この構成により、3 桁の連続名パターンを含むデスクトップが作成されます。

最初のプール：

VDIABC-001
VDIABC-002
VDIABC-003

2 つ目のプール：

VDIABC-101
VDIABC-102
VDIABC-103

名前付けパターンおよびトークンの詳細については、「自動デスクトップ プールでの名前付けパターンの使用 (P. 107)」
を参照してください。

デスクトップの手動でのカスタマイズ

自動プールを作成した後、所有権を再度割り当てることなく特定のデスクトップをカスタマイズできます。デスクトップ

をメンテナンス モードで起動すると、割り当て済みユーザーにデスクトップをリリースしたり、プール内の資格を付与さ
れたすべてのユーザーがデスクトップを使用できるようにしたりする前に、デスクトップを変更してテストできます。

n メンテナンス モードでのデスクトップのカスタマイズ (P. 110)

メンテナンス モードでは、ユーザーはデスクトップにアクセスできません。デスクトップをメンテナンス モードで
起動した場合、View Manager は、デスクトップが作成されると各デスクトップをメンテナンス モードにします。

n 個別デスクトップのカスタマイズ (P. 110)

デスクトップをメンテナンス モードで起動して、プールの作成後に個別デスクトップをカスタマイズすることがで
きます。
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メンテナンス モードでのデスクトップのカスタマイズ

メンテナンス モードでは、ユーザーはデスクトップにアクセスできません。デスクトップをメンテナンス モードで起動
した場合、View Manager は、デスクトップが作成されると各デスクトップをメンテナンス モードにします。

専用割り当てプールでは、自分の管理者アカウントに所有権を再度割り当てなくても、メンテナンス モードを使用してデ
スクトップにログインできます。カスタマイズの終了後、デスクトップに関連付けられているユーザーに所有権を返す必

要はありません。

流動割り当てプールでは、ユーザーにログインを許可する前に、メンテナンス モードでデスクトップをテストできます。

自動プール内のすべてのデスクトップで同じカスタマイズを実行するには、テンプレートまたは親として準備する仮想マ

シンをカスタマイズします。View Manager は、すべてのデスクトップにカスタマイズを展開します。プールを作成する
ときに、Sysprep カスタマイズ仕様を使用して、すべてのデスクトップをライセンス情報、ドメインへの関連付け、DHCP
設定などのコンピュータ プロパティを使って構成することもできます。

注意   デスクトップをメンテナンス モードで起動できるのは、名前付けパターンを指定してデスクトップに名前を付ける
場合ではなく、プールのデスクトップ名を手動で指定する場合です。

個別デスクトップのカスタマイズ

デスクトップをメンテナンス モードで起動して、プールの作成後に個別デスクトップをカスタマイズすることができます。

手順

1 View Administrator で、[Add Pool（プールの追加）] ウィザードを起動して自動デスクトップ プールの作成を開
始します。

2 [Provisioning Settings（プロビジョニング設定）]  ページで  [Specify names manually（名前を手動で指定）]
を選択します。

3 [Start desktops in maintenance mode（デスクトップをメンテナンス モードで起動）]  を選択します。

4 [Add Pool（プールの追加）] ウィザードを完了して、デスクトップ プールの作成を終了します。

5 vCenter Server で、個別デスクトップ仮想マシンにログインし、カスタマイズしてテストします。

デスクトップは、手動でカスタマイズすることも、Altiris、SMS、LanDesk、BMC などの標準の Windows システ
ム管理ソフトウェアを使用してカスタマイズすることもできます。

6 View Administrator で、デスクトップ プールを選択します。

7 [Select all（すべてを選択）]  をクリックするか、フィルタ ツールを使用してユーザーにリリースするデスクトップ
を選択します。

8 [More Commands（その他のコマンド）]  -  [Exit Maintenance Mode（メンテナンス モードの終了）]  をクリッ
クします。

次に進む前に

デスクトップにログインできることをユーザーに通知します。

VMware View の管理

110  VMware, Inc.



デスクトップとプールの設定

フル仮想マシン、リンク クローン デスクトップ プール、手動デスクトップ プール、および Microsoft Terminal Services
プールを含む自動プールを構成するときに、デスクトップとプールの設定を指定する必要があります。すべての設定がす

べての種類のデスクトップ プールに適用されるわけではありません。

表 5-19.  デスクトップとプールの設定の説明

設定 オプション

State（状態） n [Enabled（有効にする）] ：デスクトップまたはデスクトッ
プ プールは作成後に有効になり、すぐに使用できます。

n [Disabled（無効にする）] ：デスクトップまたはデスクトッ
プ プールは作成後に無効になり、使用できません。展開後にテ
ストなどの標準メンテナンスのような作業を行う場合にはこの

設定が適しています。

Connection Server restrictions（Connection Server の制限） n [None（なし）] ：デスクトップ プールには、すべての View
Connection Server インスタンスがアクセスできます。

n [With tags（タグ付き）] ：1 つ以上の View Connection
Server タグを選択して、これらのタグを持つ View
Connection Server インスタンスのみがデスクトップ プール
にアクセスできるようにします。チェック ボックスを使用して
複数のタグを選択できます。

Remote desktop power policy（リモート デスクトップの電源ポ
リシー）

関連付けられたデスクトップからユーザーがログオフするときの仮

想マシンの動作方法を決定します。

電源ポリシー オプションの詳細については、「デスクトップ プール
の電源ポリシー (P. 114)」を参照してください。
電源ポリシーが自動プールに与える影響の詳細については、「デス

クトップ プールの電源ポリシーの設定 (P. 113)」を参照してくださ
い。

Automatically logoff after disconnect（切断後に自動的にログ
オフ）

n [Immediately（直後）] ：ユーザーが接続を切断すると、すぐ
にログオフされます。

n [Never（更新しない）] ：ユーザーはログオフされません。
n [After（時間が経過した後）] ：ユーザーが接続を切断してから

この時間が経過すると、ログオフされます。時間は分単位で入

力します。

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

ユーザーが管理者の支援なしに自身のデスクトップをリセットする

ことを許可します。

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

ユーザーが、プール内の複数のデスクトップに同時に接続すること

を許可します。

Delete desktop after logoff（ログオフ後デスクトップを削除する） 流動割り当て、フル仮想マシン デスクトップを削除するかどうかを
選択します。

n [No（いいえ）] ：仮想マシンは、ユーザーのログオフ後にデス
クトップ プールに残ります。

n [Yes（はい）] ：仮想マシンは、ユーザーがログオフするとす
ぐにパワーオフされて削除されます。
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表 5-19.  デスクトップとプールの設定の説明 (続き)

設定 オプション

Delete or refresh desktop on logoff（ログオフ時にデスクトッ
プを削除または更新）

流動割り当てのリンク クローン デスクトップを削除するか、更新す
るか、またはそのまま残すかを選択します。

n [Never（更新しない）] ：仮想マシンは、ユーザーのログオフ
後にデスクトップ プールに残り、更新されません。

n [Delete immediately（ただちに削除する）] ：仮想マシンは、
ユーザーがログオフするとすぐにパワーオフされて削除されま

す。ユーザーがログオフすると、View Manager はただちに仮
想マシンを Deleting（削除中） 状態にします。

n [Refresh immediately（ただちに更新する）] ：仮想マシン
は、ユーザーがログオフするとすぐに更新されます。ユーザー

がログオフすると、View Manager はただちに仮想マシンをメ
ンテナンス モードにして、更新操作の開始時に他のユーザーが
ログインできないようにします。

Refresh OS disk after logoff（ログオフ後に OS ディスクを更新） 専用割り当てのリンク クローン デスクトップの OS ディスクを更新
するかどうかと、その時期を選択します。

n [Never（更新しない）] ：OS ディスクは更新されません。
n [Always（常に）] ：ユーザーがログオフするたびに OS ディス

クが更新されます。

n [Every（定期的に）] ：OS ディスクは、指定された日数で定期
的に更新されます。日数を入力します。

n [At（このサイズのとき）] ：OS ディスクは、現在のサイズが
最大許容サイズの指定した割合に達したときに更新されます。

リンク クローンの OS ディスクの最大サイズはレプリカの OS
ディスクのサイズです。割合を入力します。この割合に達する

と、更新操作が実行されます。

[At（このサイズのとき）]  オプションを使用すると、データス
トア内のリンク クローンの OS ディスクのサイズが、許容可能
な最大サイズと比較されます。このディスク使用率（%）には、
デスクトップのゲスト OS の内部で表示される可能性のあるディ
スク使用量が反映されません。

専用割り当てのリンク クローン プールで OS ディスクを更新する場
合、View Composer の通常ディスクは影響を受けません。

Default display protocol（デフォルト表示プロトコル） View Connection Server が View Client と通信するために使用す
る表示プロトコルを選択します。

PCoIP サポートされている場合は常にデフォルト オ
プションです。PCoIP は、仮想マシン デスク
トップおよび Teradici ハードウェアを備える
物理マシン用の表示プロトコルとしてサポー

トされます。PCoIP は、LAN 上または WAN
経由の広範なユーザーにイメージ、オーディ

オ、ビデオ コンテンツを配信するための最適
化された PC 体験を提供します。

Microsoft RDP Microsoft Remote Desktop Connection
（RDC）は、RDP を使用してデータを伝送し
ます。RDP は、ユーザーがコンピュータにリ
モート接続できるようにするマルチチャネル

プロトコルです。

HP RGS View Connection Server が HP ブレード
PC、HP ワークステーション、および HP ブ
レード型ワークステーションに接続するとき

に表示プロトコルとしてサポートされていま

すが、仮想マシン用にはサポートされていま

せん。

Allow users to choose protocol（ユーザーがプロトコルを選択
できるようにする）

ユーザーが View Client を使用してデスクトップのデフォルトの表
示プロトコルを上書きできるようにします。
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表 5-19.  デスクトップとプールの設定の説明 (続き)

設定 オプション

Max number of monitors（モニタの最大数） PCoIP を使用する場合は、ユーザーがデスクトップを表示できるモ
ニタの最大数を選択できます。

この設定は、プール内のデスクトップに割り当てられる vRAM の量
に影響を与えます。この値を増やすと、関連付けられた ESX ホスト
上でより多くのメモリが消費されます。

注意   この設定を有効にするには、既存の仮想マシンをパワーオフ
してからパワーオンする必要があります。仮想マシンを再起動して

も設定は有効になりません。

Max resolution of any one monitor（特定のモニタの最大解像度） PCoIP を使用する場合は、最高解像度のモニタのピクセル寸法を選
択します。

この設定は、プール内のデスクトップに割り当てられる vRAM の量
に影響を与えます。この値を増やすと、関連付けられた ESX ホスト
上でより多くのメモリが消費されます。

注意   この設定を有効にするには、既存の仮想マシンをパワーオフ
してからパワーオンする必要があります。仮想マシンを再起動して

も設定は有効になりません。

Adobe Flash quality（Adobe Flash の品質） Web ページに表示される Adobe Flash コンテンツの品質を決定し
ます。

n [Do not control（制御しない）] ：品質は Web ページの設定
で決まります。

n [Low（低）] ：この設定では、帯域幅が最も節約されます。品
質レベルを指定しないと、デフォルトで  [Low（低）]  に設定
されます。

n [Medium（中）] ：この設定では、帯域幅の節約は中程度です。
n [High（高）] ：この設定では、帯域幅の節約は最も少なくなり

ます。

詳細については、「Adobe Flash の品質とスロットル (P. 191)」を
参照してください。

Adobe Flash throttling（Adobe Flash のスロットル） Adobe Flash ムービーのフレーム レートを決定します。この設定
を有効にすると、レベルを選択することによって、1 秒あたりに表
示されるフレームの数を増やしたり減らしたりすることができます。

n [Disabled（無効にする）] ：スロットルは行われません。タイ
マー間隔は変更されません。

n [Conservative（低）] ：タイマー間隔は 100 ミリ秒です。こ
の設定では、抜けるフレームの数が最も少なくなります。

n [Moderate（中）] ：タイマー間隔は 500 ミリ秒です。
n [Aggressive（高）] ：タイマー間隔は 2500 ミリ秒です。この

設定では、抜けるフレームの数が最も多くなります。

詳細については、「Adobe Flash の品質とスロットル (P. 191)」を
参照してください。

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

デスクトップ プールの電源ポリシーの設定
デスクトップ プールの仮想マシンを vCenter Server で管理している場合、その仮想マシンの電源ポリシーを構成できま
す。

電源ポリシーは、関連付けられたデスクトップが使用中でないときの仮想マシンの動作方法を制御します。デスクトップ

は、ユーザーがログインする前と、ユーザーが切断またはログオフした後は使用中でないと見なされます。電源ポリシー

は、更新、再構成、再分散などの管理タスクが完了した後の仮想マシンの動作方法も制御します。
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View Administrator でデスクトップ プールを作成または編集するときに電源ポリシーを構成します。詳細については、
第 5 章「デスクトップ プールの作成 (P. 73)」 または 「デスクトップ プールの管理 (P. 185)」を参照してください。

注意   非管理対象のデスクトップを含むデスクトップ プールに対しては電源ポリシーを構成できません。

デスクトップ プールの電源ポリシー
電源ポリシーは、関連付けられた View デスクトップが使用中でないときの仮想マシンの動作方法を制御します。

デスクトップ プールを作成または編集するときに電源ポリシーを設定します。 表 5-20 で、利用できる電源ポリシーにつ
いて説明します。

表 5-20.  電源ポリシー

電源ポリシー 説明

[Take no power action（電源アクションを行わない）] View Manager は、ユーザーがログオフした後に電源ポリシーを適
用しません。この設定による影響は 2 つあります。
n View Manager は、ユーザーがログオフした後に仮想マシンの

電源状態を変更しません。

たとえば、ユーザーが仮想マシンをシャットダウンした場合、

仮想マシンはパワーオフのままです。ユーザーがシャットダウ

ンせずにログオフした場合、仮想マシンはパワーオンのままで

す。ユーザーがデスクトップに接続すると、仮想マシンは再起

動されます。

n View Manager は、管理タスクの完了後に電源状態を適用しま
せん。

たとえば、ユーザーがシャットダウンせずにログオフしたとし

ます。仮想マシンはパワーオンのままです。スケジュール設定

されている再構成が行われると、仮想マシンはパワーオフされ

ます。再構成の完了後、View Manager は仮想マシンの電源状
態を変えるための操作を何も行いません。仮想マシンはパワー

オフのままです。

[Ensure desktops are always powered on（デスクトップは常に
パワーオン）]

仮想マシンは、未使用時でもパワーオンされたままです。ユーザー

が仮想マシンをシャットダウンした場合、すぐに再起動されます。

また、仮想マシンは、更新、再構成、再分散などの管理タスクが完

了した後も再起動されます。

スケジュール設定された時刻に仮想マシンに接続する必要のあるバッ

チ プロセスまたはシステム管理ツールを実行する場合は、 [Ensure
desktops are always powered on（デスクトップは常にパワーオ
ン）]  を選択します。

[Suspend（サスペンド）] 仮想マシンは、ユーザーがログオフしたときにサスペンド状態にな

りますが、ユーザーが切断したときにはサスペンド状態になりません。

[Power off（パワーオフ）] 仮想マシンは、ユーザーがログオフしたときにシャットダウンされ

ますが、ユーザーが切断したときにはシャットダウンされません。

注意   デスクトップを手動プールに追加する場合は、 [Power off（パワーオフ）]  または  [Take no power action（電
源アクションを行わない）]  電源ポリシーが選択されている場合でも、View Manager はデスクトップをパワーオンして
完全に構成されるようにします。構成が済んだ View Agent は  [Ready（作動可能）]  とマークされ、プールの通常の電
源管理設定が適用されます。

vCenter Server によって管理されるデスクトップが含まれている手動プールの場合は、ユーザーがスペア デスクトップ
に接続できるように、View Manager は必ず 1 つのスペア デスクトップがパワーオンされているようにします。このス
ペア デスクトップは、どの電源ポリシーが有効でもパワーオンされます。

表 5-21 に、構成された電源ポリシーを View Manager が適用するタイミングを示します。
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表 5-21.  View Manager が電源ポリシーを適用するタイミング

デスクトップ プール タイプ 電源ポリシーの適用

1 つのデスクトップ（vCenter Server によって管理される仮想マシ
ン）を含む手動プール

電源操作はセッション管理によって起動されます。仮想マシンは、

ユーザーがデスクトップを要求するとパワーオンされ、ユーザーが

ログオフするとパワーオフされるかサスペンドされます。

注意   単一のデスクトップ プールで流動割り当てを使用しているか、
専用割り当てを使用しているか、およびデスクトップが割り当て済

みか、未割り当てかに関係なく、 [Ensure desktops are always
powered on（デスクトップは常にパワーオン）]  ポリシーが適用
されます。

専用割り当てによる自動プール 未割り当てデスクトップに対してのみ。

割り当て済みデスクトップでは、電源操作はセッション管理によっ

て起動されます。仮想マシンは、ユーザーが割り当て済みのデスク

トップを要求するとパワーオンされ、ユーザーがログオフするとパ

ワーオフされるかサスペンドされます。

注意    [Ensure desktops are always powered on（デスクトッ
プは常にパワーオン）]  ポリシーは割り当て済みおよび未割り当て
デスクトップに適用されます。

流動割り当てによる自動プール デスクトップが使用されていないとき、およびユーザーがログオフ

した後。

流動割り当てデスクトップ プールに対して  [Power off（パワーオ
フ）]  または  [Suspend（サスペンド）]  電源ポリシーを構成する
場合は、セッションの破棄または孤立を防止するために  [Automatic
logoff after disconnect（切断後に自動的にログオフ）]  を
[Immediately（直後）]  に設定します。

専用割り当てによる手動プール 未割り当てデスクトップに対してのみ。

割り当て済みデスクトップでは、電源操作はセッション管理によっ

て起動されます。仮想マシンは、ユーザーが割り当て済みのデスク

トップを要求するとパワーオンされ、ユーザーがログオフするとパ

ワーオフされるかサスペンドされます。

注意    [Ensure desktops are always powered on（デスクトッ
プは常にパワーオン）]  ポリシーは割り当て済みおよび未割り当て
デスクトップに適用されます。

流動割り当てによる手動プール デスクトップが使用されていないとき、およびユーザーがログオフ

した後。

流動割り当てデスクトップ プールに対して  [Power off（パワーオ
フ）]  または  [Suspend（サスペンド）]  電源ポリシーを構成する
場合は、セッションの破棄または孤立を防止するために  [Automatic
logoff after disconnect（切断後に自動的にログオフ）]  を
[Immediately（直後）]  に設定します。

View Manager が、構成された電源ポリシーを自動プールにどのように適用するかは、デスクトップが使用可能かどうか
によって決まります。詳細については、「自動プールに対する電源ポリシーの影響 (P. 115)」を参照してください。

自動プールに対する電源ポリシーの影響

View が、構成された電源ポリシーを自動プールにどのように適用するかは、View デスクトップが使用可能かどうかに
よって異なります。

自動プール内のデスクトップは、以下の条件を満たす場合に使用可能であると見なされます。

n アクティブである

n ユーザー セッションを含んでいない

n ユーザーに割り当てられていない
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デスクトップで実行されている View Agent サービスは、デスクトップの可用性を View Connection Server に対して
確認します。

自動プールを構成するときに、プロビジョニングする必要がある仮想マシンの最小数と最大数、およびいつでもパワーオ

ン状態を維持し、使用可能にしておく必要があるスペア デスクトップの数を指定できます。

流動割り当てを使用する自動プールの電源ポリシーの例

流動割り当てを使用して自動プールを構成するときに、いつでも特定の数の View デスクトップを使用可能にしておく必
要があることを指定できます。プール ポリシーがどのように設定されていても、スペアの使用可能なデスクトップは常に
パワーオンの状態です。

電源ポリシーの例 1

表 5-22 describes the floating-assignment, automated pool in this example.このプールは、デスクトップ名前付け
パターンを使用して、デスクトップのプロビジョニングと名前付けを行います。

表 5-22.  流動割り当てを使用する自動プールのデスクトップ プール設定の例 1

デスクトップ プールの設定 値

Number of desktops (minimum)（デスクトップ数（最小）） 10

Number of desktops (maximum)（デスクトップ数（最大）） 20

Number of spare, powered-on desktops（スペアのパワーオン
状態のデスクトップの数）

2

Remote desktop power policy（リモート デスクトップの電源ポ
リシー）

Suspend（サスペンド）

このデスクトップ プールがプロビジョニングされると、10 台のデスクトップが作成され、2 台のデスクトップはパワー
オンされてすぐに使用可能になり、8 台のデスクトップはサスペンド状態になります。

スペアの使用可能なデスクトップの数を維持するために、新しいユーザーがプールに接続するたびに 1 台のデスクトップ
がパワーオンになります。接続ユーザー数が 8 名を超えると、スペア デスクトップの数を維持するために追加デスクトッ
プ（最大で 20 台）が作成されます。最大数に達した後も、スペア デスクトップの数を維持するために、最初に切断し
た 2 名のユーザーのデスクトップはパワーオンのままになります。後続の各ユーザーのデスクトップは、電源ポリシーに
従ってサスペンド状態になります。

電源ポリシーの例 2

表 5-23 describes the floating-assignment, automated pool in this example.このプールは、デスクトップ名前付け
パターンを使用して、デスクトップのプロビジョニングと名前付けを行います。

表 5-23.  流動割り当てを使用する自動プールのデスクトップ プール設定の例 2

デスクトップ プールの設定 値

Number of desktops (minimum)（デスクトップ数（最小）） 5

Number of desktops (maximum)（デスクトップ数（最大）） 5

Number of spare, powered-on desktops（スペアのパワーオン
状態のデスクトップの数）

2

Remote desktop power policy（リモート デスクトップの電源ポ
リシー）

Suspend（サスペンド）

このデスクトップ プールがプロビジョニングされると、5 台のデスクトップが作成され、2 台のデスクトップはパワーオ
ンされてすぐに使用可能になり、3 台のデスクトップはサスペンド状態になります。

このプールの 4 台目のデスクトップがサスペンド状態になった場合、既存のデスクトップのいずれかが再開されます。デ
スクトップの最大数にすでに達しているため、追加デスクトップがパワーオンされることはありません。

VMware View の管理

116  VMware, Inc.



専用割り当てを使用する自動プールの電源ポリシーの例

流動割り当てを使用する自動プール内のパワーオン状態の View デスクトップとは異なり、専用割り当てを使用する自動
プール内のパワーオン状態のデスクトップは必ずしも使用可能ではありません。デスクトップがユーザーに割り当てられ

ていない場合にのみ使用可能です。

表 5-24 describes the dedicated-assignment, automated pool in this example.

表 5-24.  専用割り当てを使用する自動プールのデスクトップ プール設定の例

デスクトップ プールの設定 値

Number of desktops (minimum)（デスクトップ数（最小）） 3

Number of desktops (maximum)（デスクトップ数（最大）） 5

Number of spare, powered-on desktops（スペアのパワーオン
状態のデスクトップの数）

2

Remote desktop power policy（リモート デスクトップの電源ポ
リシー）

Ensure desktops are always powered on（デスクトップは常に
パワーオン）

このデスクトップ プールがプロビジョニングされると、3 台のデスクトップが作成され、パワーオンされます。vCenter
Server でデスクトップがパワーオフされた場合、電源ポリシーに従って、デスクトップはすぐに再度パワーオンになりま
す。

ユーザーがプール内のデスクトップに接続した後、デスクトップはそのユーザーに永続的に割り当てられます。ユーザー

がデスクトップから切断した後も、他のユーザーはそのデスクトップを使用できません。ただし、 [Ensure desktops are
always powered on（デスクトップは常にパワーオン）]  ポリシーはまだ適用されます。割り当て済みデスクトップが
vCenter Server でパワーオフされた場合、すぐに再度パワーオンされます。

別のユーザーが接続すると、2 番目のデスクトップが割り当てられます。2 番目のユーザーが接続すると、スペア デスク
トップの数が制限を下回るため、別のデスクトップが作成およびパワーオンされます。最大デスクトップの制限に達する

まで、新しいユーザーが割り当てられるたびに、追加デスクトップが作成およびパワーオンされます。

View の電源ポリシーの競合の防止
View Administrator を使用して電源ポリシーを構成するときは、電源ポリシーをゲスト OS の  [Power Options（電源
オプション）]  コントロール パネルの設定と比較することによって、電源ポリシーの競合を防止する必要があります。

仮想マシン デスクトップで構成されている電源ポリシーがゲスト OS で構成されている電源オプションと互換性がない場
合、View デスクトップが一時的にアクセス不能になることがあります。同じプールに他のデスクトップがある場合は、
それらも影響を受けることがあります。

以下の構成は、電源ポリシーの競合の例です。

n View Administrator で、仮想マシン デスクトップに対して  [Suspend（サスペンド）]  の電源ポリシーが構成され
ています。このポリシーにより、仮想マシンは未使用時にサスペンド状態になります。

n ゲスト OS の  [Power Options（電源オプション）]  コントロール パネルで、 [Put the Computer to sleep（コン
ピュータをスリープ状態にする）]  が 3 分に設定されています。

この構成では、View Connection Server とゲスト OS の両方が仮想マシンをサスペンドできます。View Connection
Server で仮想マシンがパワーオンであることが必要な場合に、ゲスト OS の電源オプションが原因で仮想マシンが使用で
きないことがあります。
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資格のあるユーザーとグループ 6
ユーザーがアクセスできる View デスクトップを制御するためにデスクトップ プールの資格を構成します。制限付き資格
の機能を構成して、ユーザーがデスクトップを選択する際に、接続先の View Connection Server インスタンスに基づい
てデスクトップ アクセスを制御することもできます。

この章では次のトピックについて説明します。

n デスクトップ プールへの資格の追加 (P. 119)

n デスクトップ プールからの資格の削除 (P. 120)

n デスクトップ プールの資格の確認 (P. 120)

n View デスクトップ アクセスの制限 (P. 120)

デスクトップ プールへの資格の追加
ユーザーが View デスクトップにアクセスするためには、デスクトップ プールを使用するための資格を付与されている必
要があります。

開始する前に

デスクトップ プールを作成します。第 5 章「デスクトップ プールの作成 (P. 73)」を参照してください。

手順

1 View Administrator で、 [Inventory（インベントリ）]  -  [Pools（プール）]  を選択します。

2 デスクトップ プールを選択し、 [Entitlements（資格付与）]  をクリックします。

3 [Add（追加）]  をクリックして、1 つ以上の検索条件を選択し、 [Find（検索）]  をクリックして検索条件に基づい
てユーザーまたはグループを検索します。

注意   混在モードのドメインでは、ドメイン ローカル グループは検索結果から除外されます。ドメインが混在モー
ドで構成されている場合は、ドメイン ローカル グループ内のユーザーに資格を付与することはできません。

4 プール内のデスクトップに対する資格を付与するユーザーまたはグループを選択して、 [OK]  をクリックします。

5 [OK]  をクリックして変更を保存します。
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デスクトップ プールからの資格の削除
デスクトップ プールから資格を削除して、特定のユーザーまたはグループがデスクトップにアクセスできないようにする
ことができます。

手順

1 View Administrator で、 [Inventory（インベントリ）]  -  [Pools（プール）]  を選択します。

2 デスクトップ プールを選択し、 [Entitlements（資格付与）]  をクリックします。

3 資格を削除するユーザーまたはグループを選択し、 [Remove（削除）]  をクリックします。

4 [OK]  をクリックして変更を保存します。

デスクトップ プールの資格の確認
ユーザーまたはグループが資格を付与されているデスクトップ プールを確認できます。

手順

1 View Administrator で、 [Users and Groups（ユーザーとグループ）]  を選択し、ユーザーまたはグループの名前
をクリックします。

2 [Summary（サマリ）]  タブを選択します。

[Pool Entitlements（プールの資格）]  ペインに、ユーザーまたはグループが現在資格を付与されているプールの一
覧が表示されます。

View デスクトップ アクセスの制限
制限付き資格を構成して、ユーザーがデスクトップを選択する際に、接続先の View Connection Server インスタンスに
基づいて View デスクトップ アクセスを制限することができます。

制限付き資格では、1 つ以上のタグを View Connection Server インスタンスに割り当てます。その後、デスクトップ
プールを構成するときに、デスクトップ プールにアクセスできるようにする View Connection Server インスタンスの
タグを選択します。

ユーザーがタグ付きの View Connection Server インスタンスを通してログインするとき、ユーザーは少なくとも 1 つ
のタグが一致するか、タグがないデスクトップ プールにのみアクセスできます。

n 制限付き資格の例 (P. 121)

この例は、2 つの View Connection Server インスタンスを含む View 展開を示しています。第 1 のインスタンス
は内部ユーザーをサポートします。第 2 のインスタンスはセキュリティ サーバと対になって、外部ユーザーをサ
ポートします。

n タグ一致 (P. 121)

制限付き資格の機能は、タグの一致を使用して、View Connection Server インスタンスが特定のデスクトップ
プールにアクセスできるかどうかを決定します。

n 制限付き資格に関する考慮事項と制限事項 (P. 122)

制限付き資格を実装する前に、考慮事項と制限事項について理解しておく必要があります。

n View Connection Server インスタンスへのタグの割り当て (P. 122)

View Connection Server インスタンスにタグを割り当てると、その View Connection Server に接続するユー
ザーは、一致するタグを持っているか、またはタグがないデスクトップ プールにのみアクセスできます。

n デスクトップ プールへのタグの割り当て (P. 123)

デスクトップ プールにタグを割り当てると、一致するタグを持つ View Connection Server インスタンスに接続
したユーザーのみが、そのプール内のデスクトップにアクセスできます。
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制限付き資格の例

この例は、2 つの View Connection Server インスタンスを含む View 展開を示しています。第 1 のインスタンスは内部
ユーザーをサポートします。第 2 のインスタンスはセキュリティ サーバと対になって、外部ユーザーをサポートします。

外部ユーザーが特定のデスクトップにアクセスできないようにするには、次のように制限付き資格を設定します。

n タグ「Internal」を、内部ユーザーをサポートする View Connection Server インスタンスに割り当てます。

n タグ「External」を、セキュリティ サーバと対になって外部ユーザーをサポートする View Connection Server イ
ンスタンスに割り当てます。

n 内部ユーザーのみがアクセスできるようにするデスクトップ プールに、「Internal」タグを割り当てます。

n 外部ユーザーのみがアクセスできるようにするデスクトップ プールに、「External」タグを割り当てます。

外部ユーザーは、External というタグの付いた View Connection Server を使用してログインするので、Internal とい
うタグの付いたデスクトップ プールにはアクセスできません。また、内部ユーザーは、Internal というタグの付いた View
Connection Server を使用してログインするので、External というタグの付いたデスクトップ プールにはアクセスでき
ません。 図 6-1 は、この構成を示しています。

図 6-1.  制限付き資格の構成
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制限付き資格を使用して、特定の View Connection Server インスタンスに対して構成されているユーザー認証方法に基
づいて、デスクトップ アクセスを制御することもできます。たとえば、スマート カードで認証されているユーザーのみ
が特定のデスクトップ プールを使用できるようにすることができます。

タグ一致

制限付き資格の機能は、タグの一致を使用して、View Connection Server インスタンスが特定のデスクトップ プールに
アクセスできるかどうかを決定します。

最も基本的なレベルでは、タグの一致は、特定のタグを持つ View Connection Server インスタンスが同じタグを持つデ
スクトップ プールにアクセスできることを決定します。
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タグの割り当てがないことも、View Connection Server インスタンスがデスクトップ プールにアクセスできるかどうか
に影響を与える場合があります。たとえば、タグを持たない View Connection Server インスタンスは、やはりタグを持
たないデスクトップ プールにのみアクセスできます。

表 6-1 shows how the restricted entitlement feature determines when a View Connection Server can access a
desktop pool.

表 6-1.  タグ一致のルール

View Connection Server デスクトップ プール アクセスの許可

タグなし タグなし 行う

タグなし 1 つ以上のタグ ×

1 つ以上のタグ タグなし 行う

1 つ以上のタグ 1 つ以上のタグ タグが一致する場合のみ

制限付き資格の機能は、タグの一致を適用するだけです。特定のクライアントが特定の View Connection Server インス
タンスを通して接続するように、ネットワーク トポロジを設計する必要があります。

制限付き資格に関する考慮事項と制限事項

制限付き資格を実装する前に、考慮事項と制限事項について理解しておく必要があります。

n 1 つの View Connection Server インスタンスまたはデスクトップ プールが、複数のタグを持つことができます。

n 複数の View Connection Server インスタンスおよびデスクトップ プールが、同じタグを持つことができます。

n タグを持たないデスクトップ プールには、すべての View Connection Server インスタンスがアクセスできます。

n タグを持たない View Connection Server インスタンスは、やはりタグを持たないデスクトップ プールにのみアク
セスできます。

n セキュリティ サーバを使用する場合は、セキュリティ サーバと対になっている View Connection Server インスタ
ンスに制限付き資格を構成する必要があります。セキュリティ サーバに制限付き資格を構成することはできません。

n あるタグがデスクトップ プールにまだ割り当てられていて、そのタグがただ 1 つの View Connection Server イン
スタンスに割り当てられている場合、その View Connection Server インスタンスでそのタグを変更または削除す
ることはできません。

n 制限付き資格は、他のデスクトップ資格より優先されます。たとえば、ユーザーが特定のデスクトップに対する資格

を持っている場合でも、デスクトップ プールのタグが、ユーザーが接続している View Connection Server インス
タンスに割り当てられているタグと一致しない場合、ユーザーはそのデスクトップにアクセスできません。

View Connection Server インスタンスへのタグの割り当て
View Connection Server インスタンスにタグを割り当てると、その View Connection Server に接続するユーザーは、
一致するタグを持っているか、またはタグがないデスクトップ プールにのみアクセスできます。

手順

1 View Administrator で、 [View Configuration（View 構成）]  -  [Servers（サーバ）]  を選択します。

2 [View Connection Servers（View Connection Server）] で、View Connection Server インスタンスを選択
し、 [Edit（編集）]  をクリックします。

3 [Tags（タグ）]  テキスト ボックスに 1 つ以上のタグを入力します。

複数のタグはカンマまたはセミコロンで区切ります。

4 [OK]  をクリックして変更を保存します。
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次に進む前に

デスクトップ プールにタグを割り当てます。

デスクトップ プールへのタグの割り当て
デスクトップ プールにタグを割り当てると、一致するタグを持つ View Connection Server インスタンスに接続したユー
ザーのみが、そのプール内のデスクトップにアクセスできます。

デスクトップ プールを追加または編集するときに、タグを割り当てることができます。

開始する前に

1 つ以上の View Connection Server インスタンスにタグを割り当てます。

手順

1 View Administrator で、 [Inventory（インベントリ）]  -  [Pools（プール）]  を選択します。

2 タグを割り当てるプールを選択します。

オプション 操作

新しいプールにタグを割り当てる [Add（追加）]  をクリックして [Add Pool（プールの追加）] ウィザードを起動し、
プールを定義して識別します。

既存のプールにタグを割り当てる プールを選択し、 [Edit（編集）]  をクリックします。
 

3 [Pool Settings（プールの設定）]  ページに移動します。

オプション 操作

新しいプールのプール設定 [Add Pool（プールの追加）] ウィザードで、 [Pool Settings（プールの設定）]  を
クリックします。

既存のプールのプール設定 [Pool Settings（プールの設定）]  タブを選択します。
 

4 [Connection Server restrictions（Connection Server の制限）]  の横にある  [Browse（参照）]  をクリックし、
デスクトップ プールにアクセスできる View Connection Server インスタンスを構成します。

オプション 操作

プールをすべての View Connection Server
インスタンスからアクセス可能にする

[No Restrictions（制限なし）]  を選択します。

プールをこれらのタグを持つ View
Connection Server インスタンスからのみ
アクセス可能にする

[Restrict to these tags（これらのタグに制限）]  を選択し、1 つ以上のタグを選択
します。チェック ボックスを使用して複数のタグを選択できます。

 

5 [OK]  をクリックして変更を保存します。
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ユーザー認証の設定 7
View は、ユーザーを認証および管理するために既存の Active Directory インフラストラクチャを利用します。セキュリ
ティを強化するため、View をスマート カード認証および RSA SecurID ソリューションと統合できます。

この章では次のトピックについて説明します。

n スマート カード認証の使用 (P. 125)

n スマート カードでの証明書失効チェックの使用 (P. 134)

n RSA SecurID 認証の使用 (P. 137)

n 現在のユーザーとしてログイン機能の使用 (P. 139)

スマート カード認証の使用
View デスクトップ ユーザーがスマート カードを使用して認証できるように、View Connection Server インスタンスま
たはセキュリティ サーバを構成できます。スマート カードは、Common Access Card（CAC）と呼ばれることもあり
ます。

スマート カードは、コンピュータ チップを搭載した小型のプラスチック カードです。ミニチュア コンピュータのような
このチップは、秘密鍵および公開鍵の証明書など、データの安全なストレージを備えています。

スマート カード認証では、クライアント コンピュータに接続されたスマート カード リーダにユーザーがスマート カード
を差し込み、PIN を入力します。スマート カード認証は、ユーザーが持っているもの（スマート カード）とユーザーが
知っていること（PIN）の両方を検証することによって、2 要素認証を提供します。

スマート カード認証を実装するためのハードウェア要件およびソフトウェア要件については、『VMware View インストー
ル』ドキュメントを参照してください。Windows システムでのスマート カード認証の計画と実装の詳細については、
Microsoft TechNet Web サイトを参照してください。

スマート カード認証は、View Client for Mac または View Administrator ではサポートされていません。スマート カー
ドのサポートの詳細については、『VMware View アーキテクチャ プランニング』ドキュメントを参照してください。

スマート カードを使用したログイン
ユーザーがスマート カード リーダにスマート カードを差し込むと、スマート カードのユーザー証明書がクライアント シ
ステムのローカル証明書ストアにコピーされます。ローカル証明書ストアの証明書は、View Client アプリケーションを
含め、クライアント コンピュータ上で実行されているすべてのアプリケーションで利用可能です。

スマート カード認証が構成されている View Connection Server インスタンスまたはセキュリティ サーバへの接続を
ユーザーが開始すると、信頼された証明機関（CA）のリストがその View Connection Server インスタンスまたはセキュ
リティ サーバから View Client に送信されます。View Client は信頼された CA のリストを使用可能なユーザー証明書と
照合し、適切な証明書を選択してから、ユーザーにスマート カード PIN の入力を要求します。有効なユーザー証明書が
複数ある場合、View Client はユーザーに証明書の選択を求めます。
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そのユーザー証明書が View Client から View Connection Server インスタンスまたはセキュリティ サーバに送信され、
証明書の信頼および有効期間を確認することによって証明書が検証されます。一般に、ユーザー証明書が署名されていて

有効であれば、ユーザーは正常に認証されます。証明書失効チェックが構成されている場合、失効した証明書を持つユー

ザーは認証ができません。

スマート カード認証では、表示プロトコルの切り替えがサポートされていません。スマート カードによる認証後に、表
示プロトコルを変更するには、ユーザーはログオフして、再度ログオンする必要があります。

オフライン スマート カード認証によるローカル デスクトップへのログイン
オフライン スマート カード認証によって、デスクトップが View Connection Server に接続されていない場合に、ユー
ザーはスマート カードを使用してローカル デスクトップにログインできます。

オフライン スマート カード認証を使用するには、ユーザーは、最後にログインした View Connection Server への認証
に使用したのと同じ認証方法を使用する必要があります。たとえば、ユーザーがスマート カード A を使用してログイン
し、パスワード認証を使用して再度ログインして、最後にスマート カード B を使用してログインした場合、このユーザー
はオフライン スマート カード認証で認証を行うために、スマート カード B を使用する必要があります。

スマート カード取り外しポリシーの最新の値が、オフライン スマート カード認証時に適用されます。スマート カード取
り外しポリシーによって、スマート カードの取り外し後に、ユーザーがデスクトップにアクセスするために再認証が必要
かどうかが決まります。スマート カードの取り外し時にユーザー セッションを切断するようにポリシーが設定されてい
る場合、ユーザーがスマート カードを取り外すと、View デスクトップのゲスト OS がロックされます。View Client ウィ
ンドウは開いたままなので、ユーザーは  [Options（オプション）]  -  [Send Ctrl-Alt-Delete（Ctrl-Alt-Delete の送
信）]  を選択して再度ログインすることができます。スマート カード取り外しポリシーは View Connection Server の
設定です。

スマート カード認証の構成
スマート カード認証を構成するには、ルート証明書を取得してサーバ信頼ストア ファイルに追加し、View Connection
Server 構成プロパティを変更して、スマートカード認証の設定を構成する必要があります。使用する環境によっては、追
加の手順が必要になることがあります。

手順

1 CA からのルート証明書の取得 (P. 127)

ユーザーによって提示されたスマート カード上の証明書に署名した CA からルート証明書を取得する必要がありま
す。

2 ユーザー証明書からのルート証明書のエクスポート (P. 127)

CA が署名したユーザー証明書またはそれを含むスマート カードがある場合は、ルート証明書がシステムから信頼
されていれば、そのルート証明書をエクスポートできます。

3 サーバ信頼ストア ファイルへのルート証明書の追加 (P. 128)

View Connection Server インスタンスおよびセキュリティ サーバがスマート カード ユーザーを認証し、各ユー
ザーの View デスクトップに接続できるように、すべての信頼されたユーザーのルート証明書をサーバ信頼ストア
ファイルに追加する必要があります。

4 View Connection Server の構成プロパティの変更 (P. 128)

スマート カード認証を有効にするには、View Connection Server またはセキュリティ サーバ ホストの View
Connection Server 構成プロパティを変更する必要があります。

5 View Administrator でのスマート カード設定の構成 (P. 129)

View Administrator を使用して、スマート カード認証のさまざまなシナリオに対応する設定を指定できます。
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CA からのルート証明書の取得

ユーザーによって提示されたスマート カード上の証明書に署名した CA からルート証明書を取得する必要があります。

ユーザーによって提示されたスマート カード上の証明書に署名した CA のルート証明書を持っていない場合、CA が署名
したユーザー証明書またはそれを含むスマート カードからルート証明書をエクスポートできます。「ユーザー証明書から
のルート証明書のエクスポート (P. 127)」を参照してください。

手順

1 ルート証明書は次のいずれかの発行元から取得します。

n Microsoft Certificate Services を実行する Microsoft IIS サーバ。Microsoft IIS のインストール、証明書の発
行、および組織内での証明書配布の詳細については、Microsoft TechNet の Web サイトを参照してください。

n 信頼された CA の公開ルート証明書。これは、スマート カード インフラストラクチャがすでに使用されてい
て、スマート カードの配布および認証方法が標準化されている環境で最もよく利用されるルート証明書の発行
元です。

2 スマート カード認証に使用する証明書を選択します。

署名チェーンに一連の署名機関のリストが表示されます。通常、ユーザー証明書の上が中間機関になっている証明書

が推奨されます。

3 その機関がカード上の他の証明書に署名していないことを確認してください。

次に進む前に

ルート証明書をサーバ信頼ストア ファイルに追加します。「サーバ信頼ストア ファイルへのルート証明書の追加 (P. 128)」
を参照してください。

ユーザー証明書からのルート証明書のエクスポート

CA が署名したユーザー証明書またはそれを含むスマート カードがある場合は、ルート証明書がシステムから信頼されて
いれば、そのルート証明書をエクスポートできます。

手順

1 ユーザー証明書がスマート カード上にある場合は、そのスマート カードをリーダに挿入して、ユーザー証明書を個
人用ストアに追加します。

ユーザー証明書が個人用ストアに表示されない場合は、リーダ ソフトウェアを使用してユーザー証明書をファイル
にエクスポートします。

2 Internet Explorer で、 [Tools（ツール）]  -  [Internet Options（インターネット オプション）]  を選択します。

3 [Content（コンテンツ）]  タブで  [Certificates（証明書）]  をクリックします。

4 [Personal（個人）]  タブで、使用する証明書を選択し、 [View（表示）]  をクリックします。

ユーザー証明書がリストに表示されない場合は、 [Import（インポート）]  をクリックして手動でファイルからイン
ポートします。証明書がインポートされると、その証明書をリストから選択できます。

5 [Certification Path（証明のパス）]  タブで、ツリーの最上位にある証明書を選択して  [View Certificate（証明書
を表示）]  をクリックします。

ユーザー証明書が信頼階層の一部として署名されている場合は、署名する証明書が別の上位の証明書によって署名さ

れていることがあります。親証明書（ユーザー証明書に実際に署名した証明書）をルート証明書として選択してくだ

さい。

6 [Details（詳細）]  タブで  [Copy to File（ファイルにコピー）]  をクリックします。

[証明書のエクスポート ウィザード] が表示されます。
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7 [Next（次へ）]  -  [Next（次へ）]  をクリックし、エクスポートするファイルの名前と場所を入力します。

8 [Next（次へ）]  をクリックして、指定した場所にファイルをルート証明書として保存します。

次に進む前に

ルート証明書をサーバ信頼ストア ファイルに追加します。

サーバ信頼ストア ファイルへのルート証明書の追加

View Connection Server インスタンスおよびセキュリティ サーバがスマート カード ユーザーを認証し、各ユーザー
の View デスクトップに接続できるように、すべての信頼されたユーザーのルート証明書をサーバ信頼ストア ファイルに
追加する必要があります。

開始する前に

n ユーザーによって提示されたスマート カード上の証明書に署名した CA からルート証明書を取得します。「CA から
のルート証明書の取得 (P. 127)」を参照してください。

n keytool ユーティリティが、View Connection Server またはセキュリティ サーバ ホストのシステム パスに追加
されていることを確認します。詳細については、『VMware View インストール 』ドキュメントを参照してください。

手順

1 View Connection Server またはセキュリティ サーバ ホストで、keytool ユーティリティを使用して、ルート証
明書をサーバ信頼ストア ファイルにインポートします。

例：

keytool -import -alias <alias> -file <root_certificate> -keystore
<truststorefile.key>

このコマンドでは、<alias> は信頼ストア ファイル内の新しいエントリの大文字と小文字を区別しない一意の名前
で、<root_certificate> は取得またはエクスポートしたルート証明書です。また、<truststorefile.key> はルート
証明書を追加する信頼ストア ファイルの名前です。ファイルが存在しない場合、現在のディレクトリに作成されます。

注意   keytool ユーティリティによって、信頼ストア ファイルのパスワードの作成を求められる場合があります。
後で信頼ストア ファイルにさらに証明書を追加する必要がある場合は、このパスワードの入力が求められます。

2 View Connection Server またはセキュリティ サーバ ホストの SSL ゲートウェイ構成フォルダに、信頼ストア ファ
イルをコピーします。

例：<install_directory>¥VMware¥VMware View¥Server¥sslgateway¥conf
¥<truststorefile.key>

次に進む前に

View Connection Server の構成プロパティを変更して、スマート カード認証を有効にします。

View Connection Server の構成プロパティの変更

スマート カード認証を有効にするには、View Connection Server またはセキュリティ サーバ ホストの View Connection
Server 構成プロパティを変更する必要があります。

開始する前に

すべての信頼されたユーザーのルート証明書をサーバ信頼ストア ファイルに追加します。
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手順

1 View Connection Server ホストまたはセキュリティ サーバ ホスト上で、SSL ゲートウェイ構成フォルダ内の
locked.properties ファイルを作成または編集します。

例：<install_directory>¥VMware¥VMware View¥Server¥sslgateway¥conf¥locked.properties

2 locked.properties ファイルに trustKeyfile、trustStoretype、および useCertAuth プロパティを追
加します。

a trustKeyfile に信頼ストア ファイルの名前を設定します。

b trustStoretype に JKS を設定します。

c useCertAuth に true を設定して、証明書認証を有効にします。

3 変更を反映するため、View Connection Server サービスまたはセキュリティ サーバ サービスを再起動してください。

例: locked.properties ファイル

例に示すファイルでは、すべての信頼されたユーザーのルート証明書がある場所としてファイル lonqa.key が指定さ
れ、信頼ストアのタイプが JKS に設定され、証明書認証が有効になります。

trustKeyfile=lonqa.key
trustStoretype=JKS
useCertAuth=true

次に進む前に

View Connection Server インスタンスでスマート カード認証を構成した場合は、View Administrator でスマート カー
ド認証の設定を構成します。セキュリティ サーバではスマート カード認証設定を構成する必要はありません。スマート
カード認証を使用するように構成されたセキュリティ サーバでは、ログインするユーザーにスマート カードおよび PIN
による認証が常に求められます。

View Administrator でのスマート カード設定の構成

View Administrator を使用して、スマート カード認証のさまざまなシナリオに対応する設定を指定できます。

これらの設定は、セキュリティ サーバには適用されません。スマート カード認証を使用するように構成されたセキュリ
ティ サーバでは、ログインするユーザーにスマート カードおよび PIN による認証が常に求められます。

開始する前に

n View Connection Server ホストの View Connection Server 構成プロパティを変更します。

n View Administrator の  [Global Settings（グローバル設定）]  ダイアログ ボックスで  [Require SSL for client
connections and View Administrator（クライアント接続と View Administrator で SSL を必要とする）]  チェッ
ク ボックスが選択されていることを確認します。このチェック ボックスの選択が解除されていると、スマート カー
ド認証のオプションを構成できません。

手順

1 View Administrator で、 [View Configuration（View 構成）]  -  [Servers（サーバ）]  をクリックします。

2 View Connection Server インスタンスを選択して、 [Edit（編集）]  をクリックします。
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3 [Authentication（認証）]  タブで、 [Smart card authentication（スマート カード認証）]  ドロップダウン メ
ニューから構成を選択します。

オプション 操作

Not Allowed（不許可） View Connection Server インスタンスでのスマート カード認証が無効になります。

Optional（オプション） ユーザーはスマート カード認証またはパスワード 認証を使用して View Connection
Server インスタンスに接続できます。スマート カード認証が失敗した場合、ユーザー
はパスワードを入力する必要があります。

Required（必須） View Connection Server インスタンスに接続するときにユーザーはスマート カー
ド認証を使用する必要があります。

スマート カード認証が必須の場合は、View Connection Server インスタンスに接
続する際に  [Log in as current user（現在のユーザーとしてログイン）]  チェック
ボックスを選択したユーザーの認証が失敗します。これらのユーザーは、View デス
クトップにログインする際にスマート カードと PIN を使用して再認証する必要があ
ります。

注意   スマート カード認証を設定すると、Windows パスワード認証は利用できなく
なりますが、他の認証は利用できます。SecurID が有効になっている場合は、ユー
ザーは SecurID とスマート カード認証の両方による認証を求められます。

 

4 スマート カード取り外しポリシーを構成します。

スマート カード認証が  [Not Allowed（不許可）]  に設定されている場合は、スマート カード取り外しポリシーを
構成できません。

オプション 操作

ユーザーがスマート カードを取り外したら、
View Connection Server からユーザーを
切断する

[Disconnect user sessions on smart card removal（スマート カードの取り外し
時にユーザー セッションを切断する）]  チェック ボックスをオンにします。

ユーザーがスマート カードを取り外しても
View Connection Server への接続を維持
して、再認証しなくても新しいデスクトッ

プ セッションを開始できるようにする

[Disconnect user sessions on smart card removal（スマート カードの取り外し
時にユーザー セッションを切断する）]  チェック ボックスをオフにします。

 
ユーザーが  [Log in as current user（現在のユーザーとしてログイン）]  チェック ボックスをオンにして View
Connection Server インスタンスに接続している場合は、スマート カードでクライアント システムにログインして
いる場合であっても、スマート カード取り外しポリシーは適用されません。

クライアント システムで View デスクトップをローカルで実行するユーザーでは、スマート カードの取り外し時に
ユーザー セッションを切断するようにポリシーが設定されている場合、ユーザーがスマート カードを取り外すと、
View デスクトップのゲスト OS がロックされます。View Client ウィンドウは開いたままなので、ユーザーは
[Options（オプション）]  -  [Send Ctrl-Alt-Delete（Ctrl-Alt-Delete の送信）]  を選択して再認証することができ
ます。

5 [OK]  をクリックします。

6 View Connection Server サービスを再起動します。

スマート カードの設定に対する変更を反映するには、View Connection Server サービスを再起動する必要があり
ます。スマート カードの設定を変更しても、現在ログインしているユーザーには影響ありません。

次に進む前に

必要に応じて、スマート カード認証のために Active Directory を準備します。「スマート カード認証用の Active Directory
を準備する (P. 131)」を参照してください。

スマート カード認証の構成を検証します。「スマート カード認証の構成の検証 (P. 133)」を参照してください。
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スマート カード認証用の Active Directory を準備する
スマート カード認証を実装するときは、Active Directory で特定のタスクを実行する必要があります。

n スマート カード ユーザーの UPN を追加する (P. 131)

スマート カード ログインはユーザー プリンシパル名（UPN）に依存するので、View での認証にスマート カード
を使用するユーザーの Active Directory アカウントには有効な UPN が必要です。

n Enterprise NTAuth ストアにルート証明書を追加する (P. 132)

CA を使用してスマート カード ログイン証明書またはドメイン コントローラ証明書を発行する場合は、Active
Directory でルート証明書を Active Directory の Enterprise NTAuth ストアに追加する必要があります。Windows
ドメイン コントローラがルート CA として機能する場合は、この手順を実行する必要はありません。

n 信頼されたルート証明機関にルート証明書を追加する (P. 132)

証明機関（CA）を使用してスマート カード ログイン証明書またはドメイン コントローラ証明書を発行する場合
は、Active Directory でルート証明書を信頼されたルート証明機関グループ ポリシーに追加する必要があります。
Windows ドメイン コントローラがルート CA として機能する場合は、この手順を実行する必要はありません。

n 中間証明機関に中間証明書を追加する (P. 132)

中間証明機関（CA）を使用してスマート カード ログイン証明書またはドメイン コントローラ証明書を発行する場
合は、Active Directory で中間証明書を中間証明機関グループ ポリシーに追加する必要があります。

スマート カード ユーザーの UPN を追加する

スマート カード ログインはユーザー プリンシパル名（UPN）に依存するので、View での認証にスマート カードを使用
するユーザーの Active Directory アカウントには有効な UPN が必要です。

スマート カード ユーザーが属しているドメインが、ルート証明書が発行されたドメインとは異なる場合は、ユーザーの
UPN を、信頼された CA のルート証明書に含まれるサブジェクトの別名（SAN）に設定する必要があります。ルート証
明書がスマート カード ユーザーの現在のドメイン内のサーバから発行された場合は、ユーザーの UPN を変更する必要は
ありません。

注意   証明書が同じドメインから発行された場合であっても、組み込み Active Directory アカウントの UPN を設定する
ことが必要な場合があります。Administrator などの組み込みアカウントには、デフォルトでは UPN は設定されません。

開始する前に

n 証明書のプロパティを表示して、信頼された CA のルート証明書に含まれる SAN を取得します。

n Active Directory サーバに ADSI Edit ユーティリティがない場合は、Microsoft の Web サイトから Windows
Support Tools をダウンロードします。

手順

1 Active Directory サーバで ADSI Edit ユーティリティを起動します。

2 左ペインで、ユーザーがいるドメインを展開し、CN=Users をダブルクリックします。

3 右ペインで、ユーザーを右クリックして  [Properties（プロパティ）]  をクリックします。

4 userPrincipalName 属性をダブルクリックし、信頼された CA 証明書の SAN 値を入力します。

5 [OK]  をクリックして属性の設定を保存します。
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Enterprise NTAuth ストアにルート証明書を追加する

CA を使用してスマート カード ログイン証明書またはドメイン コントローラ証明書を発行する場合は、Active Directory
でルート証明書を Active Directory の Enterprise NTAuth ストアに追加する必要があります。Windows ドメイン コン
トローラがルート CA として機能する場合は、この手順を実行する必要はありません。

手順

u Active Directory サーバで、certutil コマンドを使用して、証明書を Enterprise NTAuth ストアに発行します。

例：certutil -dspublish -f <ルート CA 証明書へのパス> NTAuthCA

CA がこの種の証明書の発行元として信頼されるようになります。

信頼されたルート証明機関にルート証明書を追加する

証明機関（CA）を使用してスマート カード ログイン証明書またはドメイン コントローラ証明書を発行する場合は、Active
Directory でルート証明書を信頼されたルート証明機関グループ ポリシーに追加する必要があります。Windows ドメイ
ン コントローラがルート CA として機能する場合は、この手順を実行する必要はありません。

手順

1 Active Directory サーバで、 [Start（スタート）]  -  [All Programs（すべてのプログラム）]  -  [Administrative
Tools（管理ツール）]  -  [Active Directory Users and Computers（Active Directory ユーザーとコンピュー
タ）]  の順に選択します。

2 ドメインを右クリックして、 [Properties（プロパティ）]  をクリックします。

3 [Group Policy（グループ ポリシー）]  タブで、 [Open（開く）]  をクリックしてグループ ポリシーの管理プラグ
インを開きます。

4 [Default Domain Policy（既定のドメイン ポリシー）]  を右クリックし、 [Edit（編集）]  をクリックします。

5 [Computer Configuration（コンピュータの構成）]  セクションを展開し、 [Windows Settings¥Security Settings
¥Public Key（Windows 設定¥セキュリティ設定¥公開鍵）]  を開きます。

6 [Trusted Root Certification Authorities（信頼されたルート証明機関）]  を右クリックして、 [Import（インポー
ト）]  を選択します。

7 ウィザードの指示に従ってルート証明書（rootCA.cer など）をインポートし、 [OK]  をクリックします。

8 [Group Policy（グループ ポリシー）]  ウィンドウを閉じます。

ドメイン内のすべてのシステムの信頼されたルート ストアに、ルート証明書がコピーされます。

次に進む前に

中間証明機関（CA）がスマート カードのログイン証明書またはドメイン コントローラ証明書を発行する場合は、Active
Directory で中間証明機関のグループ ポリシーに中間証明書を追加します。「中間証明機関に中間証明書を追加す
る (P. 132)」を参照してください。

中間証明機関に中間証明書を追加する

中間証明機関（CA）を使用してスマート カード ログイン証明書またはドメイン コントローラ証明書を発行する場合は、
Active Directory で中間証明書を中間証明機関グループ ポリシーに追加する必要があります。

手順

1 Active Directory サーバで、 [Start（スタート）]  -  [All Programs（すべてのプログラム）]  -  [Administrative
Tools（管理ツール）]  -  [Active Directory Users and Computers（Active Directory ユーザーとコンピュー
タ）]  の順に選択します。

2 ドメインを右クリックして、 [Properties（プロパティ）]  をクリックします。
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3 [Group Policy（グループ ポリシー）]  タブで、 [Open（開く）]  をクリックしてグループ ポリシーの管理プラグ
インを開きます。

4 [Default Domain Policy（既定のドメイン ポリシー）]  を右クリックし、 [Edit（編集）]  をクリックします。

5 [Computer Configuration（コンピュータの構成）]  セクションを展開し、 [Windows Settings¥Security Settings
¥Public Key（Windows 設定¥セキュリティ設定¥公開鍵）]  を開きます。

6 [Intermediate Certification Authorities（中間証明機関）]  を右クリックして、 [Import（インポート）]  を選択
します。

7 ウィザードの指示に従って中間証明書（intermediateCA.cer など）をインポートし、 [OK]  をクリックします。

8 [Group Policy（グループ ポリシー）]  ウィンドウを閉じます。

ドメイン内のすべてのシステムの中間証明機関ストアに、中間証明書がコピーされます。

スマート カード認証の構成の検証
スマート カード認証を初めて設定したとき、またはスマート カード認証が正しく動作しないときは、スマート カード認
証の構成を検証する必要があります。

手順

n 各クライアント システムに、View Client、スマート カード ミドルウェア、スマート カードとその有効な証明書、
およびスマート カード リーダがあることを確認します。

スマート カードのソフトウェアとハードウェアの構成方法については、スマート カード ベンダから提供されている
マニュアルを参照してください。

n 各クライアント システムで、 [Start（スタート）]  -  [Settings（設定）]  -  [Control Panel（コントロール パネ
ル）]  -  [Internet Options（インターネット オプション）]  -  [Content（コンテンツ）]  -  [Certificates（証明
書）]  -  [Personal（個人）]  の順に選択し、スマート カード認証用に証明書が使用できることを確認します。

ユーザーがスマート カード リーダにスマート カードを差し込むと、Windows によって証明書がスマート カードか
らユーザーのコンピュータにコピーされ、View Client で使用できるようになります。

n View Connection Server またはセキュリティ サーバ ホストの locked.properties ファイルで、useCertAuth
プロパティが true に設定されていて、スペルが正しいことを確認します。

locked.properties ファイルは <install_directory>¥VMware¥VMware View¥Server¥sslgateway
¥conf にあります。useCertAuth プロパティのスペルを userCertAuth と誤ることがよくあります。

n View Connection Server インスタンスでスマート カード認証を構成した場合は、View Administrator でスマー
ト カード認証の設定を確認します。

a [View Configuration（View 構成）]  -  [Servers（サーバ）]  を選択し、View Connection Server インスタ
ンスを選択して、 [Edit（編集）]  をクリックします。

b [Authentication（認証）]  タブで、 [Smart card authentication（スマート カード認証）]  が  [Optional
（オプション）]  または  [Required（必須）]  に設定されていることを確認します。

スマート カードの設定に対する変更を反映するには、View Connection Server サービスを再起動する必要があり
ます。
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n スマート カード ユーザーが属しているドメインが、ルート証明書が発行されたドメインとは異なる場合は、ユーザー
の UPN が、信頼された CA のルート証明書に含まれる SAN に設定されていることを確認します。

a 証明書のプロパティを表示して、信頼された CA のルート証明書に含まれる SAN を調べます。

b Active Directory サーバで、 [Start（スタート）]  -  [Administrative Tools（管理ツール）]  -  [Active Directory
Users and Computers（Active Directory ユーザーとコンピュータ）]  を選択します。

c [Users（ユーザー）]  フォルダでユーザーを右クリックし、 [Properties（プロパティ）]  を選択します。

[Account（アカウント）]  タブの  [User logon name（ユーザー ログオン名）]  テキスト ボックスに、UPN が表
示されます。

n スマート カード ユーザーが PCoIP 表示プロトコルを使用して、View デスクトップに接続する場合は、デスクトッ
プ ソースに View Agent PCoIP スマートカード サブ機能がインストールされていることを確認します。PCoIP ス
マート カード サブ機能を使用すると、ユーザーは、PCoIP 表示プロトコルの使用時にスマート カードを使用して認
証できます。

注意   PCoIP スマートカード サブ機能は Windows Vista ではサポートされていません。

n View Connection Server またはセキュリティ サーバ ホストの <drive>:¥Documents and Settings¥All
Users¥Application Data¥VMware¥VDM¥logs にあるログ ファイルで、スマート カード認証が有効であるこ
とを示すメッセージを確認します。

スマート カードでの証明書失効チェックの使用
証明書失効チェックを構成すると、失効したユーザー証明書を持つユーザーがスマート カードを使用して認証されるのを
回避できます。証明書は、ユーザーが組織を離れたとき、スマート カードを紛失したとき、別の部門に異動したときなど
に失効します。

View は、証明書失効リスト（CRL）および Online Certificate Status Protocol（OCSP）による証明書失効チェックを
サポートします。CRL は、証明書を発行した CA によって公開される、失効した証明書のリストです。OCSP は、X.509
証明書の失効ステータスを取得するために使用される証明書検証プロトコルです。

証明書失効チェックは View Connection Server インスタンスまたはセキュリティ サーバ上で構成できます。View
Connection Server インスタンスがセキュリティ サーバと対になっている場合は、セキュリティ サーバ上で証明書失効
チェックを構成します。View Connection Server またはセキュリティ サーバ ホストから CA にアクセスできる必要が
あります。

同じ View Connection Server インスタンスまたはセキュリティ サーバ上で CRL と OCSP の両方を構成できます。両方
のタイプの証明書失効チェックを構成すると、View は最初に OCSP の使用を試行し、OCSP に失敗すると CRL にフォー
ル バックします。CRL が失敗した場合は OCSP にフォール バックしません。

n CRL チェックを使用したログイン (P. 135)

CRL チェックを構成すると、View によって CRL が構築されて読み取られ、ユーザー証明書の失効ステータスが判
別されます。

n OCSP による証明書失効チェックを使用したログイン (P. 135)

OCSP による証明書失効チェックを構成すると、特定のユーザー証明書の失効ステータスの判別を求める要求が
View から OCSP レスポンダに送信されます。View では、OCSP 署名証明書を使用して、OCSP レスポンダから
受信した応答が本物であることを確認します。

n CRL チェックの構成 (P. 135)

CRL チェックを構成すると、View によって CRL が読み取られ、スマート カードのユーザー証明書の失効ステータ
スが判別されます。
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n OCSP による証明書失効チェックの構成 (P. 136)

OCSP による証明書失効チェックを構成すると、スマート カードにあるユーザー証明書の失効ステータスの判別を
求める検証要求が View から OCSP レスポンダに送信されます。

n スマート カードでの証明書失効チェックのプロパティ (P. 137)

locked.properties ファイル内の値を設定して、スマート カードでの証明書失効チェックを有効化および構成
します。

CRL チェックを使用したログイン
CRL チェックを構成すると、View によって CRL が構築されて読み取られ、ユーザー証明書の失効ステータスが判別され
ます。

証明書が失効していて、スマート カード認証がオプションになっている場合は、[Enter your user name and password
（ユーザー名とパスワードを入力してください）] ダイアログ ボックスが表示され、ユーザーは認証のためにパスワードを
入力する必要があります。スマート カード認証が必須の場合は、エラー メッセージが表示され、ユーザーの認証が許可
されません。View が CRL を読み取ることができない場合にも、同じイベントが発生します。

OCSP による証明書失効チェックを使用したログイン
OCSP による証明書失効チェックを構成すると、特定のユーザー証明書の失効ステータスの判別を求める要求が View か
ら OCSP レスポンダに送信されます。View では、OCSP 署名証明書を使用して、OCSP レスポンダから受信した応答が
本物であることを確認します。

ユーザー証明書が失効していて、スマート カード認証がオプションになっている場合は、[Enter your user name and
password（ユーザー名とパスワードを入力してください）] ダイアログ ボックスが表示され、ユーザーは認証のために
パスワードを入力する必要があります。スマート カード認証が必須の場合は、エラー メッセージが表示され、ユーザー
の認証が許可されません。

View は、OCSP レスポンダからの応答がない場合、または応答が無効な場合、CRL チェックにフォール バックします。

CRL チェックの構成
CRL チェックを構成すると、View によって CRL が読み取られ、スマート カードのユーザー証明書の失効ステータスが
判別されます。

開始する前に

CRL チェックに使用される locked.properties ファイルのプロパティを理解しておきます。詳細については、「ス
マート カードでの証明書失効チェックのプロパティ (P. 137)」を参照してください。

手順

1 View Connection Server ホストまたはセキュリティ サーバ ホスト上で、SSL ゲートウェイ構成フォルダ内の
locked.properties ファイルを作成または編集します。

例：<install_directory>¥VMware¥VMware View¥Server¥sslgateway¥conf¥locked.properties

2 locked.properties ファイルに enableRevocationChecking および crlLocation プロパティを追加しま
す。

a enableRevocationChecking に true を設定して、スマート カードでの証明書失効チェックを有効にしま
す。

b crlLocation に CRL の場所を設定します。この値には、URL またはファイル パスを指定できます。

3 変更を反映するため、View Connection Server サービスまたはセキュリティ サーバ サービスを再起動してください。
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例: locked.properties ファイル

例に示すファイルでは、スマート カード認証とスマート カードでの証明書失効チェックが有効になり、CRL チェックが
構成され、CRL の場所の URL が指定されます。

trustKeyfile=lonqa.key
trustStoretype=JKS
useCertAuth=true
enableRevocationChecking=true
crlLocation=http://root.ocsp.net/certEnroll/ocsp-ROOT_CA.crl

OCSP による証明書失効チェックの構成
OCSP による証明書失効チェックを構成すると、スマート カードにあるユーザー証明書の失効ステータスの判別を求める
検証要求が View から OCSP レスポンダに送信されます。

開始する前に

OCSP による証明書失効チェックに使用される locked.properties ファイルのプロパティを理解しておきます。「ス
マート カードでの証明書失効チェックのプロパティ (P. 137)」を参照してください。

手順

1 View Connection Server ホストまたはセキュリティ サーバ ホスト上で、SSL ゲートウェイ構成フォルダ内の
locked.properties ファイルを作成または編集します。

例：<install_directory>¥VMware¥VMware View¥Server¥sslgateway¥conf¥locked.properties

2 locked.properties ファイルに enableRevocationChecking、enableOCSP、ocspURL、および
ocspSigningCert プロパティを追加します。

a enableRevocationChecking に true を設定して、スマート カードでの証明書失効チェックを有効にしま
す。

b enableOCSP に true を設定して、OCSP による証明書失効チェックを有効にします。

c ocspURL に OCSP レスポンダの URL を設定します。

d ocspSigningCert に OCSP レスポンダの署名証明書を含むファイルの場所を設定します。

3 変更を反映するため、View Connection Server サービスまたはセキュリティ サーバ サービスを再起動してください。

例: locked.properties ファイル

例に示すファイルでは、スマート カード認証およびスマート カードでの証明書失効チェックが有効になり、CRL と OCSP
の両方の証明書失効チェックが構成され、OCSP レスポンダの場所が指定され、OCSP 署名証明書を含むファイルが特定
されます。

trustKeyfile=lonqa.key
trustStoretype=JKS
useCertAuth=true
enableRevocationChecking=true
enableOCSP=true
allowCertCRLs=true
ocspSigningCert=te-ca.signing.cer
ocspURL=http://te-ca.lonqa.int/ocsp
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スマート カードでの証明書失効チェックのプロパティ
locked.properties ファイル内の値を設定して、スマート カードでの証明書失効チェックを有効化および構成します。

表 7-1 lists the locked.properties file properties for certificate revocation checking.

表 7-1.   スマート カードでの証明書失効チェックのプロパティ

プロパティ 説明

enableRevocationChecking このプロパティを true に設定すると、証明書失効チェックが有効
になります。

このプロパティを false に設定すると、証明書失効チェックが無
効になり、他のすべての証明書失効チェック プロパティが無視され
ます。

デフォルト値は false です。

crlLocation CRL の場所を指定します。URL またはファイル パスを指定できます。
URL を指定しない場合、または指定した URL が無効な場合に、
allowCertCRLs が true に設定されているか、または指定さ
れていないと、View はユーザー証明書の CRL のリストを使用しま
す。

View が CRL にアクセスできない場合は、CRL チェックが失敗しま
す。

allowCertCRLs このプロパティを true に設定すると、View はユーザー証明書か
ら CRL のリストを抽出します。
デフォルト値は true です。

enableOCSP このプロパティを true に設定すると、OCSP による証明書失効
チェックが有効になります。

デフォルト値は false です。

ocspURL OCSP レスポンダの URL を指定します。

ocspResponderCert OCSP レスポンダの署名証明書を含むファイルを指定します。View
では、この証明書を使用して、OCSP レスポンダから受信した応答
が本物であることを確認します。

ocspSendNonce このプロパティを true に設定すると、応答の繰り返しを回避する
ために OCSP 要求とともにノンスが送信されます。
デフォルト値は false です。

ocspCRLFailover このプロパティを true に設定すると、View は OCSP 証明書失効
チェックが失敗した場合に CRL チェックを使用します。
デフォルト値は true です。

RSA SecurID 認証の使用
ユーザーが Active Directory 認証情報を入力する前に RSA SecurID 認証の使用が必要とされるように、View Connection
Server インスタンスを構成できます。

RSA SecurID 認証は RSA Authentication Manager と連携するため、RSA Authentication Manager サーバが必要で
あり、View Connection Server ホストからそのサーバに直接アクセスできる必要があります。

RSA SecurID 認証を使用するには、RSA Authentication Manager に登録されている SecurID トークンがユーザーごと
に必要です。RSA SecurID トークンは、一定の間隔で認証コードを生成するハードウェアまたはソフトウェアです。RSA
SecurID は、PIN と認証コードの両方の情報を要求することで、2 要素認証を提供します。認証コードは RSA SecurID
トークンでのみ取得できます。
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View Connection Server インスタンスが複数ある場合は、一部のインスタンスで RSA SecurID 認証を構成し、他のイ
ンスタンスでは別のユーザー認証方法を構成することができます。たとえば、インターネットを介してリモートで View
デスクトップにアクセスするユーザーのみに RSA SecurID 認証を構成できます。

VMware View は RSA SecurID Ready プログラムによって認定されており、新規 PIN モード、次のトークン コード モー
ド、RSA Authentication Manager、ロード バランシングなど、SecurID のあらゆる機能をサポートしています。

n RSA SecurID を使用したログイン (P. 138)

RSA SecurID 認証が有効になっている View Connection Server インスタンスにユーザーが接続すると、View
Client に RSA SecurID ログイン ダイアログ ボックスが表示されます。

n View Administrator での RSA SecurID 認証の有効化 (P. 138)

View Administrator で View Connection Server の設定を変更して、View Connection Server インスタンス
で RSA SecurID 認証を有効にします。

n RSA SecurID アクセス拒否のトラブルシューティング (P. 139)

View Client が RSA SecurID 認証で接続すると、アクセスが拒否されます。

RSA SecurID を使用したログイン
RSA SecurID 認証が有効になっている View Connection Server インスタンスにユーザーが接続すると、View Client
に RSA SecurID ログイン ダイアログ ボックスが表示されます。

ユーザーは、RSA SecurID ログイン ダイアログ ボックスに RSA SecurID ユーザー名とパスコードを入力します。通常、
RSA SecurID パスコードは PIN とそれに続くトークン コードで構成されます。

RSA Authentication Manager で、ユーザーが RSA SecurID ユーザー名とパスコードを入力した後に、新しい RSA
SecurID PIN の入力が必要な場合は、PIN ダイアログ ボックスが表示されます。新しい PIN を設定した後、ユーザーは
ログインする前に次のトークン コードを待つよう求められます。システムによって生成された PIN を使用するように RSA
Authentication Manager が構成されている場合は、PIN を確認するためのダイアログ ボックスが表示されます。

RSA Authentication Manager で正常に検証されたら、ユーザーは Active Directory 認証情報を入力するように求めら
れます。

View Administrator での RSA SecurID 認証の有効化
View Administrator で View Connection Server の設定を変更して、View Connection Server インスタンスで RSA
SecurID 認証を有効にします。

開始する前に

n RSA SecurID ソフトウェアをインストールして構成します。

n View Connection Server インスタンスの sdconf.rec ファイルを RSA Authentication Manager からエクス
ポートします。詳細については、RSA Authentication Manager のマニュアルを参照してください。

手順

1 View Administrator で、 [View Configuration（View 構成）]  -  [Servers（サーバ）]  を選択します。

2 [View Connection Servers（View Connection Server）]  で View Connection Server インスタンスを選択
し、 [Edit（編集）]  をクリックします。

3 [Authentication（認証）]  タブで、 [RSA Secure ID 2-Factor Authentication（RSA SecurID 2 要素認証）]  の
下の  [Enable（有効にする）]  を選択します。

4 (オプション) RSA SecurID ユーザー名を Active Directory 内のユーザー名と強制的に一致させるには、 [Enforce
SecurID and Windows user name matching（SecurID と Windows ユーザー名の一致を強制）]  を選択します。

このオプションを選択した場合、ユーザーは Active Directory 認証にも同じ RSA SecurID ユーザー名を使用する必
要があります。このオプションを選択しない場合は、名前が異なってもかまいません。
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5 [Upload File（ファイルのアップロード）]  をクリックして sdconf.rec ファイルの場所を入力するか、 [Browse
（参照）]  をクリックしてファイルを検索します。

6 [OK]  をクリックして変更を保存します。

View Connection Server サービスの再起動は不要です。必要な構成ファイルが自動的に配布され、RSA SecurID
の構成がすぐに有効になります。

RSA SecurID アクセス拒否のトラブルシューティング
View Client が RSA SecurID 認証で接続すると、アクセスが拒否されます。

問題

RSA SecurID を使用した View Client 接続で「Access Denied（アクセスが拒否されました）」が表示され、RSA
Authentication Manager Log Monitor にエラー「Node Verification Failed（ノードの検証に失敗しました）」が表

示されます。

原因

RSA Agent ホスト ノードの秘密をリセットする必要があります。

解決方法

1 View Administrator で、 [View Configuration（View 構成）]  -  [Servers（サーバ）]  を選択します。

2 [View Connection Servers（View Connection Server）]  で View Connection Server を選択し、 [Edit（編
集）]  をクリックします。

3 [Authentication（認証）]  タブで  [Clear node secret（ノードの秘密をクリアする）]  を選択します。

4 [OK]  をクリックしてノードの秘密をクリアします。

5 RSA Authentication Manager を実行しているコンピュータで、 [Start（スタート）]  -  [Programs（プログラ
ム）]  -  [RSA Security]  -  [RSA Authentication Manager Host Mode（RSA Authentication Manager ホスト
モード）] を選択します。

6 [Agent Host（Agent ホスト）]  -  [Edit Agent Host（Agent ホストの編集）]  を選択します。

7 リストから  [View Connection Server]  を選択し、 [Node Secret Created（作成されたノードの秘密）]  チェッ
ク ボックスの選択を解除します。

編集するときは、毎回デフォルトで  [Node Secret Created（作成されたノードの秘密）]  が選択されます。

8 [OK]  をクリックします。

現在のユーザーとしてログイン機能の使用

View Client ユーザーが  [Log in as current user（現在のユーザーとしてログイン）]  チェック ボックスをオンにする
と、クライアント システムにログインするときに入力した認証情報が、View Connection Server インスタンスおよび
View デスクトップへの認証に使用されます。追加のユーザー認証は必要ありません。

この機能をサポートするため、ユーザー認証情報は View Connection Server インスタンスとクライアント システムの
両方に格納されます。

n View Connection Server インスタンスでは、ユーザー認証情報は暗号化され、ユーザー名、ドメイン、およびオプ
ションの UPN とともにユーザー セッションに格納されます。この認証情報は、認証が行われると追加され、セッ
ション オブジェクトが破壊されるとパージされます。セッション オブジェクトは、ユーザーがログアウトしたとき、
セッションがタイムアウトになったとき、または認証が失敗したときに破壊されます。セッション オブジェクトは
揮発性メモリ内に存在し、View LDAP やディスク ファイルには格納されません。

n クライアント システムでは、ユーザー認証情報は暗号化され、View Client のコンポーネントである認証パッケージ
のテーブルに追加されます。認証情報は、ユーザーがログインしたときにテーブルに追加され、ログアウトしたとき

にテーブルから削除されます。このテーブルは揮発性メモリ内に存在します。
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View Client グループ ポリシー設定を使用して、 [現在のユーザーとしてログイン]  チェック ボックスを使用できるかど
うかを制御し、そのデフォルト値を指定できます。さらに、グループ ポリシーを使用して、ユーザーが View Client で
[Log in as current user（現在のユーザーとしてログイン）]  チェック ボックスを選択すると渡されるユーザー ID と認
証情報を受け付ける View Connection Server インスタンスを指定することもできます。

「現在のユーザーとしてログイン」機能には次の制限と要件があります。

n View Connection Server インスタンスで、スマート カード認証が必須に設定されている場合、 [現在のユーザーと
してログイン]  チェック ボックスを選択したスマート カード ユーザーは、View デスクトップへのログイン時に、
スマート カードと PIN で再認証する必要があります。

n ユーザーはログイン時に  [現在のユーザーとしてログイン]  チェック ボックスを選択した場合、ローカル モードで
使用するためにデスクトップをチェックアウトできません。

n クライアントがログインするシステムの時間と、View Connection Server ホストの時間は同期している必要があり
ます。

n クライアント システムでデフォルトの  [ネットワーク経由でコンピュータへアクセス]  ユーザー権限割り当てを変更
する場合、VMware ナレッジベース（KB）の記事 1025691 の説明に従って変更する必要があります。
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ポリシーの構成 8
View コンポーネント、デスクトップ プール、およびデスクトップ ユーザーの動作を制御するポリシーを構成できます。
View Administrator を使用して、クライアント セッションのポリシーを設定します。また、Active Directory グルー
プ ポリシー設定を使用して、View コンポーネントと特定の機能の動作を制御します。

この章では次のトピックについて説明します。

n View Administrator でのポリシーの設定 (P. 141)

n Active Directory グループ ポリシーの使用 (P. 146)

n View グループ ポリシー管理テンプレート ファイルの使用 (P. 146)

n ロケーションベースの印刷の設定 (P. 159)

n ターミナル サービス グループ ポリシーの使用 (P. 163)

n Active Directory グループ ポリシーの例 (P. 164)

View Administrator でのポリシーの設定
View Administrator を使用して、クライアント セッションのポリシーを構成できます。

これらのポリシーを設定して、特定のユーザー、特定のデスクトップ プール、またはすべてのクライアント セッション
ユーザーに適用できます。特定のユーザーとデスクトップ プールに適用するポリシーは、ユーザー レベルのポリシーお
よびデスクトップ レベルのポリシーと呼ばれます。すべてのセッションとユーザーに適用するポリシーはグローバル ポ
リシーと呼ばれます。

ユーザー レベルのポリシーでは、対応するデスクトップ プール ポリシー設定から設定が継承されます。同様にプール レ
ベルのポリシーでは、対応するグローバル ポリシー設定から設定が継承されます。プール レベルのポリシー設定は、対
応するグローバル ポリシー設定より優先されます。ユーザー レベルのポリシー設定は、対応するグローバル ポリシー設
定およびプール レベルのポリシー設定より優先されます。

低いレベルのポリシー設定は、対応する高いレベルの設定より、制限を厳しくすることも緩くすることもできます。たと

えば、デスクトップがチェックアウトできる時間を指定するグローバル ポリシーを 10 分に設定し、対応するプール レベ
ルのポリシーを 5 分に設定している場合、プール内の任意のユーザーに対し、対応するユーザー レベルのポリシーを 30
分に設定できます。

n グローバル ポリシー設定の構成 (P. 142)

すべてのクライアント セッション ユーザーの動作を制御するグローバル ポリシーを構成できます。

n デスクトップ プールのポリシーの構成 (P. 142)

特定のデスクトップ プールに影響を与えるデスクトップ レベルのポリシーを構成できます。デスクトップ レベル
のポリシー設定は、対応するグローバル ポリシー設定より優先されます。
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n デスクトップ ユーザーのポリシーの構成 (P. 143)

特定のユーザーに影響を与えるユーザー レベルのポリシーを構成できます。ユーザー レベルのポリシー設定は、常
に対応するグローバルおよびデスクトップ レベルのポリシー設定より優先されます。

n View ポリシー (P. 143)

すべてのクライアント セッションに影響を与えるように View ポリシーを構成することも、特定のデスクトップま
たはユーザーに影響を与えるように View ポリシーを適用することもできます。

n ローカル モード ポリシー (P. 144)

すべてのクライアント セッションに影響を与えるようにローカルモード ポリシーを構成することも、特定のデスク
トップまたはユーザーにそれらのポリシーを適用することもできます。

グローバル ポリシー設定の構成
すべてのクライアント セッション ユーザーの動作を制御するグローバル ポリシーを構成できます。

開始する前に

ポリシーの説明を理解しておきます。次のトピックを参照してください。

n 「View ポリシー (P. 143)」

n 「ローカル モード ポリシー (P. 144)」

手順

1 View Administrator で、 [Policies（ポリシー）]  -  [Global Policies（グローバル ポリシー）]  を選択します。

a 一般的なセッション ポリシーを設定するには、 [View Policies（View ポリシー）]  ペインの  [Edit policies
（ポリシーの編集）]  をクリックします。

b ローカル セッション ポリシーを設定するには、 [Local Session Policies（ローカル セッション ポリシー）]
ペインの  [Edit policies（ポリシーの編集）]  をクリックします。

2 [OK]  をクリックして変更を保存します。

デスクトップ プールのポリシーの構成
特定のデスクトップ プールに影響を与えるデスクトップ レベルのポリシーを構成できます。デスクトップ レベルのポリ
シー設定は、対応するグローバル ポリシー設定より優先されます。

開始する前に

ポリシーの説明を理解しておきます。次のトピックを参照してください。

n 「View ポリシー (P. 143)」

n 「ローカル モード ポリシー (P. 144)」

手順

1 View Administrator で、 [Inventory（インベントリ）]  -  [Pools（プール）]  を選択します。

2 デスクトップ プールの ID をダブルクリックし、 [Policies（ポリシー）]  タブをクリックします。

[Policies（ポリシー）]  タブには、現在のポリシー設定が表示されます。設定が対応するグローバル ポリシーから継
承されている場合は、 [Pool Policy（プール ポリシー）]  列に  [Inherit（継承）]  と表示されます。

3 プールの一般的なセッション ポリシーを設定するには、 [View Policies（View ポリシー）]  ペインの  [Edit policies
（ポリシーの編集）]  をクリックします。

4 プールのローカル セッション ポリシーを構成するには、 [Local Mode Policies（ローカル モード ポリシー）]  ペ
インの  [Edit policies（ポリシーの編集）]  をクリックします。

5 [OK]  をクリックして変更を保存します。
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デスクトップ ユーザーのポリシーの構成
特定のユーザーに影響を与えるユーザー レベルのポリシーを構成できます。ユーザー レベルのポリシー設定は、常に対
応するグローバルおよびデスクトップ レベルのポリシー設定より優先されます。

開始する前に

ポリシーの説明を理解しておきます。「View ポリシー (P. 143)」を参照してください。

手順

1 View Administrator で、 [Inventory（インベントリ）]  -  [Pools（プール）]  を選択します。

2 デスクトップ プールの ID をダブルクリックし、 [Policies（ポリシー）]  タブをクリックします。

[Policies（ポリシー）]  タブには、現在のポリシー設定が表示されます。設定が対応するグローバル ポリシーから継
承されている場合は、 [Pool Policy（プール ポリシー）]  列に  [Inherit（継承）]  と表示されます。

3 [User Overrides（ユーザーによる上書き）]  をクリックし、 [Add User（ユーザーの追加）]  をクリックします。

4 ユーザーを見つけるには、 [Add（追加）]  をクリックし、ユーザーの名前または説明を入力して、 [Find（検索）]
をクリックします。

5 リストから 1 名以上のユーザーを選択し、 [OK]  をクリックし、 [Next（次へ）]  をクリックします。

[Add Individual Policy（個別のポリシーの追加）]  ダイアログ ボックスが表示されます。

6 [General（一般）]  タブで、一般的なセッション ポリシーを構成します。

7 [Local（ローカル）]  タブで、ローカル モード クライアントのポリシーを構成します。

8 [Finish（完了）]  をクリックして変更を保存します。

View ポリシー
すべてのクライアント セッションに影響を与えるように View ポリシーを構成することも、特定のデスクトップまたは
ユーザーに影響を与えるように View ポリシーを適用することもできます。

表 8-1 describes each View policy setting.

表 8-1.  View ポリシー

ポリシー 説明

Multimedia redirection (MMR)（マルチメ
ディア リダイレクト（MMR））

クライアント システムで MMR を有効にするかどうかを指定します。
MMR は Microsoft DirectShow のフィルタであり、マルチメディア データを View デス
クトップ上の特定のコーデックから TCP ソケット経由で直接クライアント システムに転送
します。その後、データはクライアント システム上で直接デコードされ、そこで再生され
ます。

デフォルト値は  [Allow（許可）]  です。クライアント システムにローカル マルチメディ
アのデコードを処理する十分なリソースがない場合、設定を  [Deny（拒否）]  に変更しま
す。

クライアント システムのビデオ再生ハードウェアでオーバーレイがサポートされていない
場合は、MMR が正しく機能しません。

USB Access（USB アクセス） デスクトップがクライアント システムに接続されている USB デバイスを使用できるかどう
かを指定します。

デフォルト値は  [Allow（許可）]  です。セキュリティ上の理由のため、外部デバイスを使
用できないようにするには、設定を  [Deny（拒否）]  に変更します。
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表 8-1.  View ポリシー (続き)

ポリシー 説明

Remote mode（リモート モード） ユーザーが vCenter Server インスタンス上で実行されるデスクトップに接続して使用で
きるかどうかを指定します。 [Deny（拒否）]  に設定すると、ユーザーはローカル コン
ピュータ上のデスクトップをチェック アウトし、デスクトップをローカル モードでのみ実
行する必要があります。ユーザーがローカル モードでのみデスクトップを実行するように
制限すると、バックエンド サーバでデスクトップを実行するための CPU、メモリ、および
ネットワーク帯域幅要件に関連するコストが削減されます。

デフォルト値は  [Allow（許可）]  です。

PCoIP ハードウェアのアクセラレーション PCoIP 表示プロトコルのハードウェアのアクセラレーションを有効にするかどうか、およ
び PCoIP ユーザー セッションに割り当てられるアクセラレーションの優先度を指定します。
この設定は、デスクトップをホストする物理コンピュータ上に PCoIP ハードウェアのアク
セラレーション デバイスが存在する場合にのみ有効です。
デフォルト値は  [Allow（許可）]  で、優先度が  [Medium（中）]  です。

ローカル モード ポリシー
すべてのクライアント セッションに影響を与えるようにローカルモード ポリシーを構成することも、特定のデスクトッ
プまたはユーザーにそれらのポリシーを適用することもできます。

表 8-2 で、各ローカル モード ポリシー設定について説明します。

表 8-2.  ローカル モード ポリシー

ポリシー 説明

Local Mode（ローカル モード） ローカルで使用するためにユーザーがデスクトップをチェックアウトできるかどう

かを指定します。また、デスクトップがチェックアウトされている場合に、ユーザー

がローカル デスクトップを実行できるかどうかも指定します。デフォルト値は  [Allow
（許可）]  です。
デスクトップがチェックアウトされている場合に、この値を  [Deny（拒否）]  に変
更すると、ユーザーはデスクトップをローカル モードで実行できません。デスクトッ
プはチェックアウトされたままなので、リモートで使用できません。

User-initiated Rollback（ユーザーによるロール
バック）

ユーザーがローカル デスクトップを破棄し、リモート バージョンに戻ることができ
るかどうかを指定します。

ユーザーがロールバック処理を開始すると、リモート デスクトップ上のロックが解
放され、ローカル デスクトップが破棄されます。必要に応じて、ユーザーはローカ
ル デスクトップ データが格納されたローカル フォルダを手動で削除できます。
デフォルト値は  [Allow（許可）]  です。

Max time without server contact（サーバに接続
しない最大時間 ）

ポリシーの更新のために View Connection Server に接続することなく、ローカ
ル デスクトップを実行できる日数を指定します。指定された時間制限を超えた場合、
View Client はユーザーに警告メッセージを表示し、デスクトップをサスペンド状
態にします。

デフォルト値は 7 日です。

クライアント側では、この有効期限ポリシーは、アプリケーションに組み込まれた

鍵で暗号化されているファイルに格納されます。この組み込まれた鍵によって、パ

スワードにアクセスできるユーザーは有効期限ポリシーを回避できなくなります。
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表 8-2.  ローカル モード ポリシー (続き)

ポリシー 説明

Target replication frequency（ターゲット レプ
リケーションの頻度）

レプリケーションの開始から次のレプリケーションの開始までの間隔を日、時間、

分単位で指定します。レプリケーションでは、ローカル デスクトップ ファイルのす
べての変更が、データセンター内の対応するリモート デスクトップまたは View
Composer 通常ディスクにコピーされます。
デフォルト値は、 [No replication（レプリケーションなし）]  設定です。 [At a
specified interval（指定した間隔で）]  を選択した場合、デフォルトのレプリケー
ション間隔は 12 時間です。
[No replication（レプリケーションなし）]  を選択すると、スケジュール設定され
たレプリケーションを禁止できます。

[No replication（レプリケーションなし）]  ポリシーを設定しても、明示的なレプ
リケーション要求は禁止されません。View Administrator でレプリケーションを
開始でき、 [User initiated replication（ユーザーによるレプリケーション）]  ポ
リシーが  [Allow（許可）]  に設定されている場合はユーザーがレプリケーションを
要求することもできます。

レプリケーションにかかる時間が  [Target replication frequency（ターゲット レ
プリケーションの頻度）]  ポリシーで指定されている間隔よりも長い場合、次にス
ケジュール設定されているレプリケーションは、前のレプリケーションが完了した

後に開始されます。前のレプリケーションは保留中のレプリケーションによってキャ

ンセルされません。

たとえば、 [Target replication frequency（ターゲット レプリケーションの頻
度）]  ポリシーが 1 日に設定されているとします。レプリケーションは火曜日の正
午に開始するものとします。クライアント コンピュータがネットワークから切断さ
れている場合、このレプリケーションは 24 時間以上かかる場合があります。水曜日
の正午に、View Client with Local Mode によって次のレプリケーション要求が開
始されます。前回のレプリケーションの完了後、View Client with Local Mode に
よってスナップショットが取得され、保留中のレプリケーションが開始されます。

User deferred replication（ユーザーによるレプ
リケーションの延期）

ユーザーがアクティブなレプリケーションを一時停止できるかどうかを指定します。

このポリシーを有効にした場合、ユーザーは動作中のレプリケーションを延期でき

ます。延期期間が終了するまで、レプリケーションが再開されず、新しいレプリケー

ションも開始されません。

デフォルト値は  [Deny（拒否）]  です。この値が  [Allow（許可）]  に設定されて
いる場合、延期期間は 2 時間です。

Disks replicated（複製するディスク） 複製するデスクトップ ディスクを指定します。このポリシーは View Composer
リンク クローン デスクトップにのみ影響します。フル仮想マシン デスクトップの
場合は、すべてのディスクが複製されます。

次のディスク レプリケーションのオプションを選択できます。
n 通常ディスク

n OS ディスク
n OS and persistent disks（OS ディスクと通常ディスク）
このポリシーを変更すると、次のチェックアウト後に、デスクトップのレプリケー

ションに影響します。変更しても、現在チェックアウトされているデスクトップに

は影響を与えません。

デフォルト値は  [Persistent Disks（通常ディスク）]  です。

User-initiated check in（ユーザーによるチェック
イン）

ユーザーがローカル モードで実行しているデスクトップをチェックインできるよう
にするかどうかを指定します。

デフォルト値は  [Allow（許可）]  です。

User-initiated replication（ユーザーによるレプ
リケーション）

デスクトップがローカル モードで実行されている場合に、ユーザーがそのデスクトッ
プからレプリケーションを開始できるようにするかどうかを指定します。

デフォルト値は  [Allow（許可）]  です。
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Active Directory グループ ポリシーの使用
Microsoft Windows グループ ポリシーを使用して、View デスクトップの最適化とセキュリティ保護、View コンポー
ネントの動作の制御、ロケーションベースの印刷の設定を行うことができます。

グループ ポリシーは、Active Directory 環境でのコンピュータとリモート ユーザーの一元化された管理および構成を提
供する、Microsoft Windows オペレーティング システムの機能です。

グループ ポリシー設定は、GPO と呼ばれるエンティティに格納されます。GPO は Active Directory オブジェクトに関
連付けられます。View 環境のさまざまな領域を制御するために、ドメイン全体にわたるレベルで GPO を View コンポー
ネントに適用できます。適用後、GPO 設定は指定されたコンポーネントのローカル Windows レジストリに格納されます。

Microsoft Windows グループ ポリシー オブジェクト エディタを使用して、グループ ポリシー設定を管理します。グルー
プ ポリシー オブジェクト エディタは Microsoft 管理コンソール（MMC）スナップインです。MMC は Microsoft グルー
プ ポリシー管理コンソール（GPMC）に含まれています。GPMC のインストールと使用については、Microsoft TechNet
Web サイトを参照してください。

View デスクトップの OU の作成
Active Directory 内に、View デスクトップ固有の組織単位（OU）を作成する必要があります。

デスクトップと同じドメイン内の他の Windows サーバまたはワークステーションにポリシー設定が適用されないように
するには、View グループ ポリシーの GPO を作成し、それを View デスクトップが含まれる OU にリンクします。

OU および GPO の作成については、Microsoft TechNet Web サイトの Microsoft Active Directory のマニュアルを参
照してください。

View デスクトップのループバック処理の有効化
デフォルトでは、ユーザーのポリシー設定は、Active Directory 内のユーザー オブジェクトに適用される一連の GPO か
ら取得されます。ただし、View 環境では、ユーザーがログインするコンピュータに基づいて GPO をユーザーに適用する
必要があります。

ループバック処理を有効にすると、Active Directory 内の場所には関係なく、一貫した一連のポリシーが、特定のコン
ピュータにログインするすべてのユーザーに適用されます。

ループバック処理を有効にする方法については、Microsoft Active Directory のマニュアルを参照してください。

注意   ループバック処理は、View で GPO を処理する方法の一つにすぎません。別の方法を実装する必要がある場合もあ
ります。

View グループ ポリシー管理テンプレート ファイルの使用
View には、コンポーネント固有のグループ ポリシー管理（ADM）テンプレート ファイルがいくつか含まれています。
これらの ADM テンプレート ファイル内のポリシー設定を Active Directory 内の新しい GPO または既存の GPO に追加
することによって、View デスクトップを最適化し、セキュリティ保護することができます。

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

n コンピュータの構成ポリシーは、だれがデスクトップに接続するかには関係なく、すべての View デスクトップに適
用されるポリシーを設定します。

n ユーザーの構成ポリシーは、ユーザーが接続する View デスクトップには関係なく、すべてのユーザーに適用される
ポリシーを設定します。ユーザーの構成ポリシーは、対応するコンピュータの構成ポリシーより優先されます。

View は、View デスクトップの起動時とユーザーのログイン時にポリシーを適用します。
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View ADM テンプレート ファイル
View ADM テンプレート ファイルは、View Connection Server ホスト上の
<install_directory>\VMware\VMware View\Server\extras\GroupPolicyFiles ディレクトリ内にインス
トールされます。

表 8-3 で、各 ADM テンプレート ファイルについて説明します。

表 8-3.  View ADM テンプレート ファイル

テンプレート名 テンプレート ファイル 説明

VMware View Agent の構成 vdm_agent.adm View Agent の認証および環境コンポーネントに関する
ポリシー設定が含まれています。

VMware View Client の構成 vdm_client.adm View Client の構成に関するポリシー設定が含まれてい
ます。

View Connection Server ホスト ドメインの外部から
接続するクライアントは、View Client に適用されるポ
リシーの影響を受けません。

VMware View Server の構成 vdm_server.adm View Connection Server に関するポリシー設定が含
まれています。

VMware View の共通構成 vdm_common.adm すべての View コンポーネントに共通のポリシー設定が
含まれています。

View Agent の構成 ADM テンプレートの設定
View Agent の構成 ADM テンプレート ファイル（vdm_agent.adm）には、View Agent の認証および環境コンポー
ネントに関連するポリシー設定が含まれています。

表 8-4 で、View Agent の構成 ADM テンプレート ファイル内の各ポリシー設定について説明します。テンプレートに
は、コンピュータの構成とユーザーの構成の両方の設定が含まれています。ユーザーの構成設定は、対応するコンピュー

タの構成設定より優先されます。

表 8-4.  View Agent の構成テンプレートの設定

設定

コンピュー

タ ユーザー プロパティ

AllowDirectRDP 〇 View 以外のクライアントが RDP を使用して View デスクトップ
に直接接続できるかどうかを指定します。この設定が無効になっ

ていると、View Agent では、View Client 経由での View によっ
て管理される接続のみが許可されます。

View Client for Mac OS X から仮想デスクトップに接続する場合
は、AllowDirectRDP の設定を無効にしないでください。こ
の設定を無効にすると、Access is denied（アクセスが拒否

されました） エラーが発生して接続に失敗します。
デフォルトでは、この設定は有効になっています。

AllowSingleSignon 〇 シングル サインオン（SSO）を使用して、ユーザーを View デス
クトップに接続するかどうかを指定します。この設定が有効になっ

ていると、ユーザーは View Client に接続するときに、自分の認
証情報を入力するだけで済みます。無効にすると、ユーザーはリ

モート接続の確立時に再認証する必要があります。

デフォルトでは、この設定は有効になっています。

CommandsToRunOnConnect 〇 セッションに初めて接続するときに実行されるコマンドまたはコ

マンド スクリプトのリストを指定します。
詳細については、「View デスクトップ上でのコマンドの実
行 (P. 148)」を参照してください。
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表 8-4.  View Agent の構成テンプレートの設定 (続き)

設定

コンピュー

タ ユーザー プロパティ

CommandsToRunOnReconnect 〇 セッションが切断された後、再接続されるときに実行されるコマ

ンドまたはコマンド スクリプトのリストを指定します。
詳細については、「View デスクトップ上でのコマンドの実
行 (P. 148)」を参照してください。

Connect Using DNS Name（DNS
名を使用して接続）

〇 View Connection Server が接続時にホストの IP アドレスでは
なく DNS 名を使用するかどうかを指定します。この設定は一般
に、View Client または View Connection Server がデスクトッ
プ IP アドレスを直接使用できない場合に、NAT またはファイア
ウォールを利用する状況で有効にします。

デフォルトでは、この設定は無効になっています。

ConnectionTicketTimeout 〇 View 接続チケットが有効な時間（秒）を指定します。
View クライアントは、View Agent に接続するときに、検証と
シングル サインオンのために接続チケットを使用します。セキュ
リティ上の理由から、接続チケットは限られた期間のみ有効です。

ユーザーが View デスクトップに接続するときは、接続チケット
のタイムアウト期間内に認証を行う必要があります。そうでない

とセッションがタイムアウトになります。

この設定が構成されていない場合、デフォルトのタイムアウト期

間は 900 秒になります。

CredentialFilterExceptions 〇 エージェントの CredentialFilter のロードを許可されていない実
行可能ファイルを指定します。ファイル名にパスまたはサフィッ

クスを含めることはできません。複数のファイル名を区切るには

セミコロンを使用します。

Disable Time Zone
Synchronization（タイム ゾーンの同

期を無効にする）

〇 〇 View デスクトップのタイム ゾーンを接続されたクライアントの
タイムゾーンと同期化するかどうかを指定します。設定を有効に

すると、View Client の構成ポリシーの Disable time zone
forwarding（タイム ゾーンの転送を無効にする） 設定が無効に
設定されていない場合にのみ適用されます。

デフォルトでは、この設定は無効になっています。

Force MMR to use software
overlay（MMR でソフトウェア オーバー

レイの使用を強制する）

〇 マルチメディア リダイレクト（MMR）機能で、ハードウェア オー
バーレイではなく、ソフトウェア オーバーレイを使用するかどう
かを指定します。

MMR は、パフォーマンス向上のため、オーバーレイをサポート
するビデオ ディスプレイ ハードウェアを使用しています。ハード
ウェア オーバーレイは、一般にマルチモニタ システムのプライマ
リ モニタにのみ存在するため、ビデオをプライマリ モニタからセ
カンダリ モニタにドラッグした場合にビデオが表示されません。
この設定を有効にすると、MMR はすべてのモニタでソフトウェ
ア オーバーレイを強制的に使用します。
デフォルトでは、この設定は無効になっています。

ShowDiskActivityIcon 〇 この設定は、このリリースではサポートされていません。

Toggle Display Settings
Control（画面設定の制御を切り替える）

〇 クライアント セッションで PCoIP 表示プロトコルを使用するとき
に、 [Display（画面）]  コントロール パネルの  [Settings（設
定）]  タブを無効にするかどうかを指定します。
デフォルトでは、この設定は有効になっています。

View デスクトップ上でのコマンドの実行

View Agent の CommandsToRunOnConnect および CommandsToRunOnReconnect グループ ポリシー設定を使用し
て、ユーザーが接続および再接続するときに View デスクトップ上でコマンドおよびコマンド スクリプトを実行できます。

コマンドまたはコマンド スクリプトを実行するには、コマンド名またはスクリプトのファイル パスを、グループ ポリシー
設定のコマンド リストに追加します。例：
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date

C:¥Scripts¥myscript.cmd

コンソール アクセスが必要なスクリプトを実行するには、先頭に -C または -c オプションとスペースを付加します。例：

-c C:¥Scripts¥Cli_clip.cmd

-C e:¥procexp.exe

サポートされているファイルの種類には、.CMD、.BAT、および .EXE が含まれます。.VBS ファイルは、cscript.exe
または wscript.exe で解析されない限り実行されません。例：

-C C:¥WINDOWS¥system32¥wscript.exe C:¥Scripts¥checking.vbs

文字列の合計の長さ（-C または -c オプションを含む）が 260 文字を超えないようにする必要があります。

View デスクトップに送信されるクライアント システム情報

ユーザーが View デスクトップに接続するか、再接続すると、View Client がクライアント システムに関する情報を収集
し、View Connection Server がその情報をデスクトップに送信します。View Agent は、クライアント コンピュータ
情報をデスクトップのシステム レジストリ パス HKCU¥Volatile Environment に書き込みます。

View Agent の CommandsToRunOnConnect および CommandsToRunOnReconnect グループ ポリシー設定にコマン
ドを追加し、ユーザーがデスクトップに接続および再接続するときに、この情報をシステム レジストリから読み取るコマ
ンドまたはコマンド スクリプトを実行することができます。詳細については、「View デスクトップ上でのコマンドの実
行 (P. 148)」を参照してください。

表 8-5 に、クライアント システム情報を含むレジストリ キーについて説明し、それらをサポートするクライアント シス
テムのタイプを一覧表示します。

表 8-5.  クライアント システム情報

レジストリ キー 説明 サポートされるクライアント システム

ViewClient_IP_Address クライアント システムの IP アドレス。 Windows
Linux
Mac

ViewClient_MAC_Address クライアント システムの MAC アドレス。 Windows
Linux
Mac

ViewClient_Machine_Name クライアント システムのマシン名。 Windows
Linux
Mac

ViewClient_Machine_Domain クライアント システムのドメイン。 Windows
Linux
Mac

ViewClient_LoggedOn_Username クライアント システムへのログインに使用し
たユーザー名。

Windows
Linux
Mac

ViewClient_LoggedOn_Domainname クライアント システムへのログインに使用し
たドメイン名。

Windows
注意   Linux および Mac クライアントにつ
いては、

ViewClient_Machine_Domain を
参照してください。

ViewClient_LoggedOn_Domainn
ame は、Linux または Mac アカウントが
Windows ドメインにバインドされていな
いため、Linux クライアントまたは Mac ク
ライアントでは指定されません。

第 8 章 ポリシーの構成

VMware, Inc.  149



表 8-5.  クライアント システム情報 (続き)

レジストリ キー 説明 サポートされるクライアント システム

ViewClient_Type クライアント システムのシン クライアント
名またはオペレーティング システムの種類。

Windows
Linux
Mac

ViewClient_Broker_DNS_Name View Connection Server インスタンスの
DNS 名。

Windows
Linux
Mac

ViewClient_Broker_URL View Connection Server インスタンスの
URL。

Windows
Linux
Mac

ViewClient_Broker_Tunneled View Connection Server のトンネル接続
のステータス。true（有効）または
false（無効）です。

Windows
Linux
Mac

ViewClient_Broker_Tunnel_URL View Connection Server のトンネル接続
が有効になっている場合のトンネル接続の

URL。

Windows
Linux
Mac

ViewClient_Broker_Remote_IP_Addres
s

クライアントが接続されている View
Connection Server インスタンスの IP アド
レス。

Windows
Linux
Mac

ViewClient_TZID Olson タイム ゾーン ID。
タイム ゾーンの同期を無効にするには、View
Agent の Disable Time Zone
Synchronization（タイム ゾーンの同

期を無効にする） グループ ポリシー設定を有
効にします。

Linux
Mac

View Client 構成 ADM テンプレート設定
View Client の構成 ADM テンプレート ファイル（vdm_client.adm）には、View Client の構成に関連するポリシー
設定が含まれています。

スクリプト定義の設定

表 8-6 で、View Client の構成 ADM テンプレート ファイル内のスクリプト定義の設定について説明します。このテンプ
レートには、各スクリプト定義の設定についてコンピュータの構成バージョンとユーザーの構成バージョンが用意されて

います。ユーザーの構成設定は、対応するコンピュータの構成設定より優先されます。

表 8-6.  View Client の構成テンプレート：スクリプト定義

設定 説明

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

を起動時にデスクトップに接続する）

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

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

クトップに接続する）

USB デバイスがクライアント システムにプラグインされたときに、それらの USB
デバイスをデスクトップに接続するかどうかを指定します。
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表 8-6.  View Client の構成テンプレート：スクリプト定義 (続き)

設定 説明

DesktopLayout（デスクトップ レイアウト）（デスク

トップ名が必要）

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

n Full Screen（フル スクリーン）

n MultiMonitor（マルチ モニタ）

n Window - Large（ウィンドウ - 大）

n Window - Small（ウィンドウ - 小）

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

DesktopName to select（選択するデスクトッ

プ名）

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

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

サービス プラグインを無効にする）

View Client が、標準 RDP プラグインとしてインストールされているサードパー
ティ ターミナル サービス プラグインをチェックするかどうかを指定します。この
設定を構成しない場合、View Client はデフォルトでサードパーティ プラグインを
チェックします。この設定は、USB リダイレクトなどの View 固有のプラグイン
には適用されません。

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

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

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

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

Suppress error messages（エラー メッセー

ジを表示しない）（完全にスクリプト化されている場合

のみ）

ログイン時に View Client エラー メッセージを非表示にするかどうかを指定します。
この設定は、ログイン プロセスが完全にスクリプト化されている場合、たとえば、
必須のログイン情報がすべてポリシーによって事前に設定されている場合にのみ適

用されます。

不正なログイン情報のためログインに失敗した場合は、ユーザーに通知されず、

View Client の wswc.exe プロセスがバックグラウンドで実行し続けます。

セキュリティ設定

表 8-7 で、View Client の構成 ADM テンプレート ファイル内のセキュリティ設定について説明します。セキュリティの
設定には、コンピュータの構成とユーザーの構成の両方の設定があります。ユーザーの構成設定は、対応するコンピュー

タの構成設定より優先されます。
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表 8-7.  View Client の構成テンプレート：セキュリティ設定

設定 コンピュータ ユーザー 説明

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

証情報を許可する）

〇 View Client のコマンド ライン オプションでユーザー認証情
報を指定できるかどうかを指定します。この設定が有効になっ

ていると、ユーザーがコマンド ラインから View Client を実
行するときに smartCardPIN および password オプショ
ンは使用できません。

デフォルトでは、この設定は有効になっています。

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

るブローカー）

〇 ユーザーが  [Log in as current user（現在のユーザーとして
ログイン）]  チェック ボックスを選択すると渡されるユー
ザー ID と認証情報を受け付ける View Connection Server
インスタンスを指定します。View Connection Server イン
スタンスを指定しない場合は、すべての View Connection
Server インスタンスがこの情報を受け付けます。
View Connection Server インスタンスを追加するには、次
のいずれかの形式を使用します。

n domain¥system$
n system$@domain.com
n View Connection Server サービスのサービス プリンシ

パル名（SPN）

Default value of the 'Log
in as current user'
checkbox（[現在のユーザーとしてロ

グイン] チェック ボックスのデフォルト値）

〇 〇 View Client の接続ダイアログ ボックスの  [Log in as current
user（現在のユーザーとしてログイン）]  チェック ボックス
のデフォルト値を指定します。

この設定は、View Client のインストール時に指定されたデ
フォルト値を上書きします。

ユーザーが View Client をコマンド ラインから実行し、
logInAsCurrentUser オプションを指定した場合、こ
の設定はオプションの指定によって上書きされます。

[Log in as current user（現在のユーザーとしてログイン）]
チェック ボックスをオンにすると、ユーザーがクライアント
システムにログインするときに入力した ID と認証情報が、
View Connection Server インスタンスに、そして最終的に
は View デスクトップに渡されます。チェック ボックスをオ
フにすると、ユーザーは View デスクトップにアクセスする
までに ID と認証情報を何回も入力する必要があります。
デフォルトでは、この設定は無効になっています。

Display option to Log in
as current user（現在のユー

ザーとしてログインするためのオプションを

表示する）

〇 〇 [Log in as current user（現在のユーザーとしてログイン）]
チェック ボックスを View Client の接続ダイアログ ボックス
に表示するかどうかを指定します。

チェック ボックスを表示すると、ユーザーはそれをオンまた
はオフにして、デフォルト値を上書きできます。チェック ボッ
クスを表示しないと、ユーザーは View Client の接続ダイア
ログ ボックスからデフォルト値を上書きできません。
[Log in as current user（現在のユーザーとしてログイン）]
チェック ボックスのデフォルト値は、 [Default value
of the ‘Log in as current user’
checkbox（[現在のユーザーとしてログイン] チェック ボック

スのデフォルト値）]  ポリシー設定を使用して指定できます。
デフォルトでは、この設定は有効になっています。

Enable jump list
integration（ジャンプ リストの統

合を有効にする）

〇 Windows 7 以降のシステムのタスクバーにある  [View Client]
アイコンに、ジャンプ リストを表示するかどうかを指定しま
す。ユーザーはこのジャンプ リストを使用して、最近使った
View Connection Server インスタンスおよび View デスク
トップに接続できます。

View Client が共有されている場合、最近使用したデスクトッ
プの名前を他のユーザーに見られたくないことがあります。

この設定を無効にすると、ジャンプ リストを非表示にできます。
デフォルトでは、この設定は有効になっています。
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表 8-7.  View Client の構成テンプレート：セキュリティ設定 (続き)

設定 コンピュータ ユーザー 説明

Enable Single Sign-On for
smart card
authentication（スマート カード

認証のシングル サインオンを有効にする）

〇 スマート カード認証に対してシングル サインオンを有効にす
るかどうかを指定します。シングル サインオンを有効にする
と、View Client は、スマート カードの暗号化された PIN を、
一時的なメモリに格納してから View Connection Server に
送信します。シングル サインオンを無効にすると、View
Client はカスタム PIN ダイアログを表示しません。

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

〇 無効なサーバ証明書の日付に関連するエラーを無視するかど

うかを指定します。これらのエラーは、サーバが日付の過ぎ

た証明書を送信した場合に発生します。

Ignore certificate
revocation problems（証明書

失効の問題を無視する）

〇 失効したサーバ証明書に関連するエラーを無視するかどうか

を指定します。これらのエラーは、サーバが失効した証明書

を送信した場合や、クライアントが証明書の失効ステータス

を確認できない場合に発生します。

デフォルトでは、この設定は無効になっています。

Ignore incorrect SSL
certificate common name
（不正な SSL 証明書の共通名（ホス

ト名フィールド）を無視する）

〇 不正なサーバ証明書の共通名に関連するエラーを無視するか

どうかを指定します。これらのエラーは、証明書の共通名が

それを送信したサーバのホスト名と一致していない場合に発

生します。

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

する）

〇 サーバ証明書の不正な使用に関連するエラーを無視するかど

うかを指定します。これらのエラーは、サーバが送信者の ID
の検証およびサーバ通信の暗号化以外の目的で証明書を送信

した場合に発生します。

Ignore unknown
certificate authority
problems（不明な証明機関の問題

を無視する）

〇 サーバ証明書の不明な証明機関（CA）に関連するエラーを無
視するかどうかを指定します。これらのエラーは、サーバが

信頼されないサード パーティの CA によって署名された証明
書を送信した場合に発生します。

RDP の設定

表 8-8 で、View Client の構成 ADM テンプレート ファイル内のリモート デスクトップ プロトコル（RDP）の設定につ
いて説明します。RDP の設定はすべてユーザーの構成設定です。
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表 8-8.  View Client の構成管理用テンプレート：RDP の設定

設定 説明

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

Disable Audio
（オーディオを無効

にする）

オーディオが無効になります。

Play in VM（仮想
マシンで実行）

（VoIP USB サポー
トに必要）

オーディオを View デスクトップ内で再生します。この
設定で、クライアントでサウンドを再生するには、共

有 USB オーディオ デバイスが必要です。

Redirect to client
（クライアントにリ

ダイレクト）

オーディオはクライアントにリダイレクトされます。こ

れはデフォルトのモードです。

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

Audio capture redirection（オーディオ

キャプチャのリダイレクト）

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

ト上のオーディオ録音デバイスが View デスクトップに表示され、オーディオ入
力を録音できるようになります。

デフォルトでは、この設定は無効になっています。

Bitmap cache file size in  <unit>
for  <number>  bpp bitmaps （<数値> bpp
ビットマップのビットマップ キャッシュ ファイル サ
イズ（<単位>））

特定の bpp ビットマップ カラー設定で使用するビットマップ キャッシュのサイ
ズを KB または MB 単位で指定します。
次の単位と bpp の組み合わせで、この設定の異なるバージョンが提供されていま
す。

n KB/8 bpp
n MB/8 bpp
n MB/16 bpp
n MB/24 bpp
n MB/32 bpp

Bitmap caching（ビットマップのキャッシュ） リモート ビットマップがローカル コンピュータでキャッシュされるかどうかを指
定します。

Cache persistence active（キャッシュのデー

タ保全をアクティブ）

通常のビットマップ キャッシュを使用するかどうかを指定します（アクティブ）。
通常のビットマップ キャッシュを使用するとパフォーマンスが向上する可能性が
ありますが、追加のディスク領域が必要になります。

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

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

Desktop Background（デスクトップの背景） クライアントが View デスクトップに接続したときに、デスクトップの背景を表
示するかどうかを指定します。
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表 8-8.  View Client の構成管理用テンプレート：RDP の設定 (続き)

設定 説明

Desktop composition（デスクトップ コンポジショ

ン）

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

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

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

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

ダを有効にする）

View デスクトップ接続がネットワーク レベル認証（NLA）を使用するかどうか
を指定します。Windows Vista では、リモート デスクトップ接続にはデフォル
トで NLA が必要です。
ゲスト OS でリモート デスクトップ接続に NLA が必要な場合は、この設定を有
効にする必要があります。有効にしないと、View Client は View デスクトップ
に接続できません。

この設定を有効にするだけでなく、次の条件が満たされていることも確認する必

要があります。

n クライアントとゲスト OS が両方とも NLA をサポートしている。
n View Connection Server インスタンスで直接クライアント接続が有効に

なっている。トンネル接続は NLA ではサポートされていません。

Enable RDP Auto-Reconnect（RDP の自動

再接続を有効にする）

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

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

Font smoothing（フォント スムージング） （Windows Vista 以降）View デスクトップでフォントにアンチエイリアシング
を適用するかどうかを指定します。

Menu and window animation（メニューとウィ

ンドウのアニメーション）

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

Redirect clipboard（クリップボードをリダイレク

ト）

クライアントが View デスクトップに接続したときに、ローカル クリップボード
情報をリダイレクトするかどうかを指定します。

Redirect drives（ドライブをリダイレクト） クライアントが View デスクトップに接続したときに、ローカル ディスク ドライ
ブをリダイレクトするかどうかを指定します。

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

Redirect serial ports（シリアル ポートをリ

ダイレクト）

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

Redirect smart cards（スマート カードをリダ

イレクト）

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

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

Redirect supported plug-and-play
devices（サポートされているプラグアンドプレイ デバ

イスをリダイレクト）

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

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

Show contents of window while
dragging（ドラッグ中にウィンドウの内容を表示）

ユーザーがフォルダを新しい場所までドラッグしたときに、フォルダの内容を表

示するかどうかを指定します。
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表 8-8.  View Client の構成管理用テンプレート：RDP の設定 (続き)

設定 説明

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

Windows key combination
redirection（Windows キーの組み合わせのリ

ダイレクション）

Windows キーの組み合わせを適用するかどうかを指定します。

一般設定

表 8-9 で、View Client の構成 ADM テンプレート ファイル内の一般設定について説明します。一般設定には、コンピュー
タの構成とユーザーの構成の両方の設定があります。ユーザーの構成設定は、対応するコンピュータの構成設定より優先

されます。

表 8-9.  View Client の構成テンプレート：一般設定

設定 コンピュータ ユーザー 説明

Always on top（常に 前面） 〇 View Client ウィンドウを常に最前面に表示するかどうかを
指定します。この設定を有効にすると、フル スクリーンの
View Client ウィンドウが Windows タスクバーで隠される
ことがなくなります。デフォルトでは、この設定は有効になっ

ています。

Default Exit Behavior
For Local Mode Desktops
（ローカル モード デスクトップのデフォル

トの終了動作）

〇 ローカル モードで実行しているデスクトップのデフォルトの
終了動作を制御します。デフォルトの設定は  [Shutdown
（シャットダウン）]  で、ゲスト OS をシャットダウンします。

Delay the start of
replications when
starting the View Client
with Local Mode（View
Client with Local Mode を
起動した場合にレプリケーションの開始

を遅らせる）

〇 View Client with Local Mode を起動した後に、レプリケー
ションの開始を遅らせる秒数を指定します。レプリケーショ

ンによって、ローカル デスクトップ ファイルのすべての変更
が、対応するリモート デスクトップにコピーされます。
遅延期間後に、次にスケジュール設定されているレプリケー

ションが開始されます。レプリケーションは、View
Administrator のローカル モード ポリシーで指定した間隔
で行われます。

デフォルトの遅延期間は 900 秒（15 分）です。

Determines if the VMware
View Client should use
proxy.pac file（VMware
View Client で proxy.pac
ファイルを使用するかどうかを指定する）

〇 View Client でプロキシ自動構成（PAC）ファイルを使用す
るかどうかを指定します。この設定を有効にすると、View
Client で PAC ファイルが使用されます。

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

マルチコア マシンでこの設定を有効にすると、View Client
がプロキシ サーバ情報の検索に使用している WinINet アプ
リケーションがクラッシュする可能性があります。マシン上

でこの問題が発生する場合は、この設定を無効にしてください。

デフォルトでは、この設定は無効になっています。

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

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

を無効にする）

〇 〇 View デスクトップと接続されたクライアント間のタイム ゾー
ンの同期を無効にするかどうかを指定します。

Don't check monitor
alignment on spanning（スパ

ン時にモニタ アライメントをチェックしない）

〇 デフォルトでは、画面を組み合わせたときに正確な長方形に

ならない場合、クライアント デスクトップは複数のモニタを
スパンしません。この設定を有効にすると、デフォルトが上

書きされます。デフォルトでは、この設定は無効になってい

ます。
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表 8-9.  View Client の構成テンプレート：一般設定 (続き)

設定 コンピュータ ユーザー 説明

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

クセラレーションを有効にする）

〇 クライアントでマルチメディア リダイレクト（MMR）を有
効にするかどうかを指定します。

View Client のビデオ ディスプレイ ハードウェアでオーバー
レイがサポートされていない場合は、MMR が正しく機能し
ません。MMR ポリシーは、ローカル デスクトップ セッショ
ンには適用されません。

Enable the shade（シェードを有

効にする）

〇 View Client ウィンドウの最上部にあるシェード メニュー
バーを表示するかどうかを指定します。デフォルトでは、こ

の設定は有効になっています。

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

Pre-login message
precedes smart card PIN
request（スマート カードの PIN
要求前にログイン前メッセージを送信）

〇 スマート カード PIN 要求の前に、事前ログイン メッセージ
を送信するかどうかを指定します。スマート カード PIN 要求
の後に事前ログイン メッセージを送信する場合は、この設定
を無効にします。

Redirect smart card
readers in Local Mode（ロー
カル モードのスマート カード リーダー

をリダイレクトする）

〇 スマート カード リーダーをローカル デスクトップにリダイ
レクトするかどうかを指定します。これらのリーダーは、ク

ライアント システムで共有されます。
デフォルトでは、この設定は有効になっています。

Tunnel proxy bypass
address list（トンネル プロキシ

バイパス アドレス リスト）

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

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

〇 View Client がヘルプ ページを取得できる代替 URL を指定
します。この設定は、インターネットにアクセスできないた

めにリモートでホストされているヘルプ システムを取得でき
ない環境で使用するためのものです。

Pin the Shade（シェードを固定す

る）

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

この設定の効果はありません。デフォルトでは、この設定は

有効になっています。

View Server 構成 ADM テンプレート設定
View Server の構成 ADM テンプレート ファイル（vdm_server.adm）には、すべての View Connection Server に
関連するポリシー設定が含まれています。

表 8-10 describes each policy setting in the View Server Configuration ADM template file.このテンプレートに
は、コンピュータの構成設定のみが含まれます。

表 8-10.  View Server の構成テンプレート設定

設定 プロパティ

Recursive enumeration of trusted
domains（信頼されるドメインを繰り返し列挙する）

サーバが存在するドメインによって信頼されるドメインをすべて列挙するかどうか

を指定します。完全な信頼チェーンを確立するために、信頼される側の各ドメイン

によって信頼されるドメインも列挙され、信頼されるすべてのドメインが検索され

るまでプロセスが再帰的に続行します。クライアントがログイン時に信頼されるす

べてのドメインを使用できるように、この情報は View Connection Server に渡
されます。

デフォルトでは、この設定は有効になっています。無効にすると、直接信頼される

ドメインのみが列挙され、リモート ドメイン コントローラには接続されません。
ドメイン関係が複雑な環境（フォレスト内のドメイン間で信頼を持つ複数のフォレ

スト構造を使用する環境など）では、このプロセスが完了するまでに数分かかる場

合があります。
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View Common の構成 ADM テンプレート設定
View Common の構成 ADM テンプレート ファイル（vdm_common.adm）には、すべての View コンポーネントに共
通のポリシー設定が含まれています。このテンプレートには、コンピュータの構成設定のみが含まれます。

ログ構成設定

表 8-11 describes the log configuration policy setting in the View Common Configuration ADM template file.

表 8-11.  View Common の構成テンプレート：ログ構成設定

設定 プロパティ

Number of days to keep production
logs（本番環境ログを保持する日数）

ログ ファイルをシステムに保持する日数を指定します。値が設定されていない場
合、デフォルト値が適用され、ログ ファイルは 7 日間保持されます。

Maximum number of debug logs（デバッ

グ ログの 大数）

システムで保持するデバッグ ログ ファイルの最大数を指定します。ログ ファイル
が最大サイズに達すると、新しいエントリは追加されず、新しいログ ファイルが
作成されます。以前のログ ファイル数がこの値に達すると、最も古いログ ファイ
ルが削除されます。

Maximum debug log size in
Megabytes（ 大デバッグ ログ サイズ（MB））

デバッグ ログの最大サイズをメガバイト単位で指定します。このサイズに達する
と、デバッグ ログ ファイルが閉じられ、新しいログ ファイルが作成されます。

Log Directory（ログ ディレクトリ） ログ ファイルのディレクトリの完全パスを指定します。この場所が書き込み可能
でない場合、デフォルトの場所が使用されます。クライアント ログ ファイルの場
合は、クライアント名で追加のディレクトリが作成されます。

パフォーマンス アラーム設定

表 8-12 describe the performance alarm settings in the View Common Configuration ADM template file.

表 8-12.  View Common の構成テンプレート：パフォーマンス アラーム設定

設定 プロパティ

CPU and Memory Sampling Interval
in Seconds（CPU およびメモリ サンプリング間隔

（秒））

CPU およびメモリのポーリング間隔を指定します。サンプリング間隔を小さくす
ると、ログへの出力レベルが高くなる可能性があります。

Overall CPU usage percentage to
issue log info（ログ情報を発行する CPU
合計使用率）

システムの CPU 合計使用率をログに記録するしきい値を指定します。複数のプロ
セッサを使用できる場合、このパーセンテージは組み合わされた使用率を表します。

Overall memory usage percentage
to issue log info（ログ情報を発行するメモ

リ合計使用率）

コミットされたシステム メモリの合計使用率をログに記録するしきい値を指定し
ます。コミットされたシステム メモリは、プロセッサによって割り当てられ、オ
ペレーティング システムが物理メモリまたはページファイルのページ スロットを
コミットしたメモリです。

Process CPU usage percentage to
issue log info（ログ情報を発行するプロセス

CPU 使用率）

各プロセスの CPU 使用率がログに記録されるしきい値を指定します。
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表 8-12.  View Common の構成テンプレート：パフォーマンス アラーム設定 (続き)

設定 プロパティ

Process memory usage percentage
to issue log info（ログ情報を発行するプロ

セス メモリ使用率）

各プロセスのメモリ使用率がログに記録されるしきい値を指定します。

Process to check, comma separated
name list allowing wild cards and
exclusion（チェックするプロセス、ワイルド カードと

除外を使用できるカンマ区切りの名前リスト）

調査する 1 つ以上のプロセス名に対応する、クエリーのカンマ区切りのリストを指
定します。各クエリー内でワイルドカードを使用して、リストをフィルタ処理でき

ます。

n アスタリスク（*）は 0 文字以上に一致します。
n 疑問符（?）は 1 文字に一致します。
n クエリーの先頭の感嘆符（!）は、そのクエリーによって生成されるすべての

結果を除外します。

たとえば、次のクエリーは ws で始まるすべてのプロセスを選択し、sys で終わ
るすべてのプロセスを除外します。

'!*sys,ws*'

注意   パフォーマンス アラーム設定は、View Connection Server と View Agent システムにのみ適用されます。View
Client システムには適用されません。

一般設定

表 8-13 describes the general settings in the View Common Configuration ADM template file.

表 8-13.  View Common の構成テンプレート：一般設定

設定 プロパティ

Disk threshold for log and events
in MegaBytes（ログおよびイベントに対するディス

クのしきい値（MB））

ログおよびイベント用のディスク空き領域の最小しきい値を指定します。値を指定

しない場合、デフォルトは 200 です。指定した値に達すると、イベント ログの作
成が停止します。

Enable extended logging（拡張ログを有

効にする）

トレースおよびデバッグのイベントをログ ファイルに記録するかどうかを指定し
ます。

ロケーションベースの印刷の設定

ロケーションベースの印刷機能は、物理的に近いクライアント システムであるプリンタを View デスクトップにマッピン
グして、ユーザーが View デスクトップからローカル プリンタやネットワーク プリンタに印刷できるようにします。

ロケーションベースの印刷を設定するには、Active Directory グループ ポリシー設定 AutoConnect Location-based
Printing for VMware View（VMware View のロケーションベースの印刷を自動接続する） を設定します。この設定は、
Microsoft グループ ポリシー オブジェクト エディタの  [Computer Configuration（コンピュータの構成）]  の下の
[Software Settings（ソフトウェアの設定）]  フォルダにあります。

注意   AutoConnect Location-based Printing for VMware View（VMware View のロケーションベースの印刷を

自動接続する） はコンピュータ固有のポリシーです。コンピュータ固有のポリシーは、デスクトップに接続するユーザーに
関係なく、すべての View デスクトップに適用されます。

AutoConnect Location-based Printing for VMware View（VMware View のロケーションベースの印刷を自動接

続する） は名前変換表として実装されます。表の各行を使用して、特定のプリンタを識別し、そのプリンタの一連の変換
ルールを定義します。変換ルールは、プリンタが特定のクライアント システムの View デスクトップにマッピングされて
いるかどうかを判定します。

ユーザーが View デスクトップに接続すると、View は、クライアント システムを表の各プリンタに関連付けられている
変換ルールと比較します。クライアント システムがプリンタに設定されているすべての変換ルールに該当する場合、また
はプリンタに変換ルールが関連付けられていない場合、View はユーザーのセッション中にプリンタを View デスクトッ
プにマッピングします。
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クライアント システムの IP アドレス、名前、および MAC アドレス、さらにユーザーの名前とグループに基づいて変換
ルールを定義できます。特定のプリンタに対し、1 つの変換ルールまたは複数の変換ルールを組み合わせて指定できます。

プリンタを View デスクトップにマッピングするために使われる情報は、View デスクトップの HKEY_LOCAL_MACHINE
¥SOFTWARE¥Policies¥thinprint¥tpautoconnect のレジストリ エントリに保存されます。

1 ロケーションベースの印刷グループ ポリシー DLL ファイルの登録 (P. 160)

ロケーションベースの印刷のグループ ポリシー設定を構成する前に、DLL ファイル TPVMGPoACmap.dll を登録
する必要があります。

2 ロケーションベースの印刷グループ ポリシーの構成 (P. 160)

ロケーションベースの印刷を設定するには、AutoConnect Location-based Printing for VMware View
（VMware View のロケーションベースの印刷を自動接続する） グループ ポリシー設定を構成します。このグループ ポリ
シー設定は、プリンタを View デスクトップにマッピングする名前変換表です。

ロケーションベースの印刷グループ ポリシー DLL ファイルの登録
ロケーションベースの印刷のグループ ポリシー設定を構成する前に、DLL ファイル TPVMGPoACmap.dll を登録する必
要があります。

View には、View Connection Server ホスト上の <install_directory>¥VMware¥VMware View¥Server
¥extras¥GroupPolicyFiles¥ThinPrint ディレクトリ内に TPVMGPoACmap.dll の 32 ビット バージョンと 64
ビット バージョンが用意されています。

手順

1 Active Directory サーバまたはグループ ポリシーの構成に使用するドメイン コンピュータに、TPVMGPoACmap.dll
の適切なバージョンをコピーします。

2 regsvr32 ユーティリティを使用して TPVMGPoACmap.dll ファイルを登録します。

例：regsvr32 "C:¥TPVMGPoACmap.dll"

次に進む前に

ロケーションベースの印刷のグループ ポリシーを構成します。

ロケーションベースの印刷グループ ポリシーの構成
ロケーションベースの印刷を設定するには、AutoConnect Location-based Printing for VMware View
（VMware View のロケーションベースの印刷を自動接続する） グループ ポリシー設定を構成します。このグループ ポリシー設
定は、プリンタを View デスクトップにマッピングする名前変換表です。

開始する前に

n Active Directory サーバまたはグループ ポリシーの構成に使用するドメイン コンピュータで、Microsoft MMC お
よびグループ ポリシー オブジェクト エディタ スナップインが使用できることを確認します。

n Active Directory サーバまたはグループ ポリシーの構成に使用するドメイン コンピュータに、DLL ファイル
TPVMGPoACmap.dll を登録します。「ロケーションベースの印刷グループ ポリシー DLL ファイルの登録 (P. 160)」
を参照してください。

n AutoConnect Location-based Printing for VMware View（VMware View のロケーションベースの印刷を自

動接続する） グループ ポリシー設定の構文について理解しておきます。「ロケーションベースの印刷グループ ポリシー
設定の構文 (P. 161)」を参照してください。

n ロケーションベースのグループ ポリシー設定の GPO を作成し、それを View デスクトップが格納されている OU に
リンクします。View グループ ポリシーの GPO を作成する方法の例については、「View グループ ポリシーの GPO
の作成 (P. 165)」を参照してください。

n 印刷ジョブは View デスクトップからプリンタに直接送信されるため、必要なプリンタ ドライバがデスクトップにイ
ンストールされていることを確認します。
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手順

1 Active Directory サーバまたはグループ ポリシーの構成に使用するドメイン コンピュータで、 [Start（スタート）]  -
[All Programs（すべてのプログラム）]  -  [Administrative Tools（管理用ツール）]  -  [Active Directory Users
and Computers（Active Directory ユーザーとコンピュータ）]  の順に選択します。

2 View デスクトップを格納する OU を右クリックし、 [Properties（プロパティ）]  を選択します。

3 [Group Policy（グループ ポリシー）]  タブで、 [Open（開く）]  をクリックしてグループ ポリシー管理プラグイ
ンを開きます。

4 右ペインで、ロケーションベースの印刷グループ ポリシー設定用に作成した GPO を右クリックし、 [Edit（編集）]
を選択します。

[Group Policy Object Editor（グループ ポリシー オブジェクト エディタ）] ウィンドウが表示されます。

5 [Computer Configuration（コンピュータの構成）]  を展開し、 [Software Settings（ソフトウェアの設定）]  フォ
ルダを開き、 [AutoConnect Location-based Printing for VMware View（VMware View のロケーションベー
スの印刷を自動接続する）]  を選択します。

6 [Policy（ポリシー）]  ペインで、 [Configure AutoConnect Location-based Printing（ロケーションベースの印
刷の自動接続を設定する）]  をダブルクリックします。

[AutoConnect for VMware View Location-based Printing（VMware View のロケーションベースの印刷を自動
接続する）] ウィンドウが表示されます。

7 [Enabled（有効にする）]  を選択してグループ ポリシー設定を有効にします。

グループ ポリシー ウィンドウに変換表の見出しとボタンが表示されます。

重要    [Disabled（無効にする）]  をクリックすると、すべての表エントリが削除されます。万一のため、後でイン
ポートできるように構成を保存してください。

8 View デスクトップにマッピングするプリンタを追加し、それらの関連変換ルールを定義します。

9 [OK]  をクリックして変更を保存します。

ロケーションベースの印刷グループ ポリシー設定の構文

AutoConnect Location-based Printing for VMware View（VMware View のロケーションベースの印刷を自動接

続する） グループ ポリシー設定を使用して、プリンタを View デスクトップにマッピングします。

AutoConnect Location-based Printing for VMware View（VMware View のロケーションベースの印刷を自動接

続する） は、プリンタを識別し、関連付けられた変換ルールを定義する名前変換表です。 表 8-14に変換表の構文を示しま
す。
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表 8-14.  変換表の列と値

列 説明

IP Range（IP 範囲） IP アドレスの範囲を指定する変換ルール。
特定の範囲の IP アドレスを指定するには、次の表記を使用します。
<ip_address>-<ip_address>

例：

10.112.116.0-10.112.119.255

特定のサブネットのすべての IP アドレスを指定するには、次の表記
を使用します。

<ip_address>/<subnet_mask_bits>
例：

10.112.0.0/16
任意の IP アドレスに一致させるには、アスタリスクを入力します。

Client Name（クライアント名） コンピュータ名を指定する変換ルール。

例：Mary's Computer

任意のコンピュータ名に一致させるには、アスタリスクを入力します。

Mac Address（Mac アドレス） MAC アドレスを指定する変換ルール。
例：01-23-45-67-89-ab

任意の MAC アドレスに一致させるには、アスタリスクを入力します。

User/User Group（ユーザー/ユーザー グループ） ユーザーまたはグループ名を指定する変換ルール。

例：jdoe

任意のユーザー名またはグループに一致させるには、アスタリスク

を入力します。

Printer Name（プリンタ名） View デスクトップにマッピングするプリンタの名前。
例：PRINTER-2-CLR

マッピングされる名前は、クライアント システム上のプリンタ名と
一致している必要はありません。

Printer Driver（プリンタ ドライバ） プリンタで使用するドライバの名前。

例：HP Color LaserJet 4700 PS

重要   印刷ジョブはデスクトップからプリンタに直接送られるため、
プリンタ ドライバをデスクトップにインストールする必要がありま
す。

IP Port/ThinPrint Port（IP ポート/ThinPrint ポー

ト）

ネットワーク プリンタの場合は、先頭に IP_ が付いたプリンタの
IP アドレス。
例：IP_10.114.24.1

D プリンタがデフォルトのプリンタであるかどうかを示します。

列見出しの上に表示されるボタンを使用して、行を追加、削除、移動し、表エントリを保存およびインポートします。各

ボタンには対応するキーボード ショートカットがあります。各ボタンの上にマウスを置くと、ボタンの説明とその対応す
るキーボード ショートカットが表示されます。たとえば、表の末尾に行を挿入するには、先頭の表ボタンをクリックする
か、<Alt> + <A> を押します。表エントリをインポートして保存するには、最後の 2 つのボタンをクリックします。

表 8-15に 2 つの変換表の行の例を示します。
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表 8-15.  ロケーションベースの印刷グループ ポリシー設定の例

IP Range（IP 範囲）

Client
Name
（クライア

ント名）

Mac
Address
（Mac アド
レス）

User/User
Group
（ユー

ザー/ユー
ザー グルー
プ）

Printer Name（プ
リンタ名）

Printer Driver（プ
リンタ ドライバ）

IP Port/ThinPrint
Port（IP ポー
ト/ThinPrint ポート） D

* * * * PRINTER-1-CLR HP Color LaserJet
4700 PS

IP_10.114.24.1

10.112.116.140-10.
112.116.145

* * * PRINTER-2-CLR HP Color LaserJet
4700 PS

IP_10.114.24.2 〇

先頭行に指定されているネットワーク プリンタは、すべての変換ルール列にアスタリスクが表示されているため、すべて
のクライアント システムの View デスクトップにマッピングされます。2 行目に指定されているネットワーク プリンタ
は、クライアント システムの IP アドレスが 10.112.116.140 から 10.112.116.145 の範囲である場合にのみ、View デス
クトップにマッピングされます。

ターミナル サービス グループ ポリシーの使用
標準 Microsoft Windows ターミナル サービス グループ ポリシーを使用して、View デスクトップの構成を集中管理で
きます。

グループ ポリシー オブジェクト エディタで、ターミナル サービス グループ ポリシー設定を見つけるには、 [Computer
Configuration（コンピュータの構成）]  または  [User Configuration（ユーザーの構成）]  フォルダを展開し、
[Administrative Templates（管理用テンプレート）] 、 [Windows Components（Windows コンポーネント）] 、
[Terminal Services（ターミナル サービス）]  フォルダを展開します。

一般的なターミナル サービス グループ ポリシー設定
一般的なターミナル サービス グループ ポリシーには、ログイン動作とログオフ動作、リモート セッション、デスクトッ
プの外観を制御する設定などがあります。

表 8-16 に、View デスクトップの管理に使用できるコンピュータの構成ターミナル サービス グループ ポリシーを示しま
す。

表 8-16.  一般的なターミナル サービス ポリシー設定

設定 説明

Enforce Removal of Remote Desktop
Wallpaper（リモート デスクトップの壁紙の削除を強制する）

この設定を有効にすると、リモート セッション中に壁紙を強制的に削
除し、低帯域幅接続でのユーザーの操作性が向上します。

Limit Maximum Color Depth（表示色の 大値を制

限する）

この設定を有効にすると、View デスクトップ セッションの色深度を指
定できます。

Allow users to connect remotely using
Terminal Services（ユーザーにターミナル サービスを使用

したリモート接続を許可する）

この設定を有効にすると、ユーザーがターゲット コンピュータにリモー
トで接続できます。

Remove Windows Security item from Start
Menu（スタート メニューから Windows セキュリティ項目を削

除する）

この設定を無効にすると、 [Settings（設定）]  メニューに Windows
セキュリティ項目が表示され、ユーザーがログオフ メカニズムを使用
できます。

Remove Disconnect option from Shut Down
dialog（シャット ダウン ダイアログから切断オプションを削除する）

この設定を有効にすると、 [Shut Down Windows（Windows の
シャットダウン）]  ダイアログ ボックスから  [Disconnect（切断）]
オプションが削除され、ユーザーがログオフせずに切断する可能性が少

なくなります。
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セッションのターミナル サービス グループ ポリシー設定
セッションのターミナル サービス グループ ポリシー設定には、切断したクライアント セッションまたはアイドル状態の
クライアント セッションを制御する設定があります。

表 8-17 describes the Computer Configuration and User Configuration Terminal Services group policy settings
that you can use to manage session-related properties for View desktops and users.

表 8-17.  セッションのターミナル サービス ポリシー設定

設定 説明

Set time limit for disconnected sessions
（切断したセッションの時間制限を設定する）

この設定を有効にすると、切断したセッションの時間制限を設定でき

ます。指定した時間制限後に、切断したセッションがログオフされます。

Sets a time limit for active but idle
Terminal Services sessions（アクティブだがアイドル

状態のターミナル サービス セッションの時間制限を設定する）

この設定を有効にすると、アイドル状態のセッションの時間制限を設

定できます。指定した時間制限後に、アイドル状態のセッションがロ

グオフされます。

これらの設定と View デスクトップ電源ポリシーを組み合わせて、切断した View デスクトップをサスペンドまたはパワー
オフする動的なソリューションを作成できます。View デスクトップをサスペンドまたはパワーオフすると、他のデスク
トップでリソースを使用できるようになります。

Active Directory グループ ポリシーの例
View で Active Directory グループ ポリシーを実装する方法として、View デスクトップの OU を作成し、その OU に 1
つ以上の GPO をリンクする方法があります。これらの GPO を使用して、View デスクトップにグループ ポリシー設定
を適用し、ループバック処理を有効にできます。

Active Directory サーバまたはドメイン内の任意のコンピュータでポリシーを構成できます。次の例に、Active Directory
サーバで直接ポリシーを構成する方法を示します。

注意   View 環境はそれぞれ異なるため、組織固有のニーズに合わせて、異なる手順を実行する必要がある場合があります。

手順

1 View デスクトップの OU の作成 (P. 165)

同じ Active Directory ドメイン内の他の Windows コンピュータに影響を与えずに View デスクトップにグルー
プ ポリシーを適用するには、View デスクトップに固有の OU を作成します。

2 View グループ ポリシーの GPO の作成 (P. 165)

View コンポーネントとロケーションベースの印刷のグループ ポリシーを格納する GPO を作成し、それらを View
デスクトップの OU にリンクします。

3 GPO への View ADM テンプレートの追加 (P. 166)

View コンポーネントのグループ ポリシー設定を View デスクトップに適用するには、その ADM テンプレート
ファイルを GPO に追加します。

4 View デスクトップのループバック処理の有効化 (P. 167)

通常はある特定のコンピュータに適用されるユーザーの構成設定が、そのコンピュータにログインするすべてのユー

ザーに適用されるようにするには、ループバック処理を有効にします。
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View デスクトップの OU の作成
同じ Active Directory ドメイン内の他の Windows コンピュータに影響を与えずに View デスクトップにグループ ポリ
シーを適用するには、View デスクトップに固有の OU を作成します。

手順

1 Active Directory サーバで、 [Start（スタート）]  -  [All Programs（すべてのプログラム）]  -  [Administrative
Tools（管理ツール）]  -  [Active Directory Users and Computers（Active Directory ユーザーとコンピュー
タ）]  の順に選択します。

2 View デスクトップを格納するドメインを右クリックし、 [New（新規）]  -  [Organizational Unit（組織単位）]
を選択します。

3 OU の名前を入力し、 [OK]  をクリックします。

左ペインに新しい OU が表示されます。

4 新しい OU に View デスクトップを追加するには

a 左ペインの  [Computers（コンピュータ）]  をクリックします。

ドメイン内のすべてのコンピュータ オブジェクトが右ペインに表示されます。

b 右パネルの View デスクトップを表すコンピュータ オブジェクトの名前を右クリックし、 [Move（移動）]  を
選択します。

c OU を選択し、 [OK]  をクリックします。

OU を選択すると、右ペインに View デスクトップが表示されます。

次に進む前に

View グループ ポリシーの GPO を作成します。

View グループ ポリシーの GPO の作成
View コンポーネントとロケーションベースの印刷のグループ ポリシーを格納する GPO を作成し、それらを View デス
クトップの OU にリンクします。

開始する前に

n View デスクトップの OU を作成します。

n Active Directory サーバで、Microsoft MMC およびグループ ポリシー オブジェクト エディタ スナップインが使用
できることを確認します。

手順

1 Active Directory サーバで、 [Start（スタート）]  -  [All Programs（すべてのプログラム）]  -  [Administrative
Tools（管理ツール）]  -  [Active Directory Users and Computers（Active Directory ユーザーとコンピュー
タ）]  の順に選択します。

2 View デスクトップを格納する OU を右クリックし、 [Properties（プロパティ）]  を選択します。

3 [Group Policy（グループ ポリシー）]  タブで、 [Open（開く）]  をクリックしてグループ ポリシー管理プラグイ
ンを開きます。

4 OU を右クリックし、 [Create and Link a GPO Here（ここに GPO を作成してリンクする）]  を選択します。
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5 GPO の名前を入力し、 [OK]  をクリックします。

左ペインの OU の下に新しい GPO が表示されます。

6 (オプション) OU の特定の View デスクトップにのみ GPO を適用するには

a 左ペインで GPO を選択します。

b [Security Filtering（セキュリティ フィルタ処理）]  -  [Add（追加）]  を選択します。

c View デスクトップのコンピュータ名を入力し、 [OK]  をクリックします。

[Security Filtering（セキュリティ フィルタ処理）]  ペインに View デスクトップが表示されます。GPO の設
定はこれらの View デスクトップにのみ適用されます。

次に進む前に

View ADM テンプレートをグループ ポリシーの GPO に追加します。

GPO への View ADM テンプレートの追加
View コンポーネントのグループ ポリシー設定を View デスクトップに適用するには、その ADM テンプレート ファイル
を GPO に追加します。

開始する前に

n View コンポーネントのグループ ポリシー設定のための GPO を作成し、それらを View デスクトップが格納されて
いる OU にリンクします。

n Active Directory サーバで、Microsoft MMC およびグループ ポリシー オブジェクト エディタ スナップインが使用
できることを確認します。

手順

1 View コンポーネントの ADM テンプレート ファイルを、View Connection Server ホスト上の
<install_directory>¥VMware¥VMware View¥Server¥extras¥GroupPolicyFiles ディレクトリから
Active Directory サーバにコピーします。

2 Active Directory サーバで、 [Start（スタート）]  -  [All Programs（すべてのプログラム）]  -  [Administrative
Tools（管理ツール）]  -  [Active Directory Users and Computers（Active Directory ユーザーとコンピュー
タ）]  の順に選択します。

3 View デスクトップを格納する OU を右クリックし、 [Properties（プロパティ）]  を選択します。

4 [Group Policy（グループ ポリシー）]  タブで、 [Open（開く）]  をクリックしてグループ ポリシー管理プラグイ
ンを開きます。

5 右ペインで、グループ ポリシー設定に作成した GPO を右クリックし、 [Edit（編集）] を選択します。

[Group Policy Object Editor（グループ ポリシー オブジェクト エディタ）] ウィンドウが表示されます。

6 グループ ポリシー オブジェクト エディタで、 [Computer Configuration（コンピュータの構成）] の下の
[Administrative Templates（管理用テンプレート）] を右クリックし、 [Add/Remove Templates（テンプレー
トの追加と削除）] を選択します。

7 [Add（追加）] をクリックし、ADM テンプレート ファイルを参照して、 [Open（開く）] をクリックします。

8 [Close（閉じる）] をクリックして、ADM テンプレート ファイルのポリシー設定を GPO に適用します。

左ペインの  [Administrative Templates（管理用テンプレート）] の下にテンプレート名が表示されます。

9 グループ ポリシー設定を構成します。

次に進む前に

View デスクトップのループバック処理を有効にします。
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View デスクトップのループバック処理の有効化
通常はある特定のコンピュータに適用されるユーザーの構成設定が、そのコンピュータにログインするすべてのユーザー

に適用されるようにするには、ループバック処理を有効にします。

開始する前に

n View コンポーネントのグループ ポリシー設定のための GPO を作成し、それらを View デスクトップが格納されて
いる OU にリンクします。

n Active Directory サーバで、Microsoft MMC およびグループ ポリシー オブジェクト エディタ スナップインが使用
できることを確認します。

手順

1 Active Directory サーバで、 [Start（スタート）]  -  [All Programs（すべてのプログラム）]  -  [Administrative
Tools（管理ツール）]  -  [Active Directory Users and Computers（Active Directory ユーザーとコンピュー
タ）]  の順に選択します。

2 View デスクトップを格納する OU を右クリックし、 [Properties（プロパティ）]  を選択します。

3 [Group Policy（グループ ポリシー）]  タブで、 [Open（開く）]  をクリックしてグループ ポリシー管理プラグイ
ンを開きます。

4 右ペインで、グループ ポリシー設定に作成した GPO を右クリックし、 [Edit（編集）] を選択します。

[Group Policy Object Editor（グループ ポリシー オブジェクト エディタ）] ウィンドウが表示されます。

5 [Computer Configuration（コンピュータの構成）]  フォルダを展開し、 [Administrative Templates（管理用テ
ンプレート）] 、 [System（システム）] 、 [Group Policy（グループ ポリシー）]  フォルダを展開します。

6 右ペインで、 [User Group Policy loopback processing mode（ユーザー グループ ポリシー ループバック処理
モード）]  を右クリックし、 [Properties（プロパティ）]  を選択します。

7 [Settings（設定）]  タブで、 [Enabled（有効にする）]  を選択し、 [Mode（モード）]  ドロップダウン メニュー
からループバック処理モードを選択します。

オプション 操作

Merge（マージ） 適用されるユーザー ポリシー設定は、コンピュータ GPO とユーザー GPO の両方に
含まれるものを組み合わせたものです。競合がある場合は、コンピュータ GPO が優
先されます。

Replace（置き換える） ユーザー ポリシーはコンピュータに関連付けられている GPO からすべて定義されま
す。ユーザーに関連付けられているすべての GPO が無視されます。

 

8 [OK]  をクリックして変更を保存します。
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リンク クローン デスクトップの管理 9
View Composer を使用して、リンク クローン デスクトップを更新し、それらのオペレーティング システム データのサ
イズを削減し、ディスク ドライブ間でリンク クローン仮想マシンを再分散できます。さらに、リンク クローンに関連付
けられている View Composer 通常ディスクを管理できます。

n デスクトップの更新によるリンク クローン サイズの削減 (P. 169)

デスクトップの更新操作により、各リンク クローンのオペレーティング システム ディスクを元の状態とサイズに
復元し、ストレージ コストを削減します。

n リンク クローン デスクトップの更新 (P. 171)

親仮想マシンで新しい基本イメージを作成し、再構成機能を使用して、リンク クローン デスクトップを更新し、更
新済みのイメージをリンク クローンに分散できます。

n リンク クローン デスクトップの再分散 (P. 177)

デスクトップの再分散操作は、リンク クローン デスクトップを使用可能なデータストア間で均等に再分配します。

n View Composer 通常ディスクの管理 (P. 179)

View Composer 通常ディスクをリンク クローン デスクトップから切断し、別のリンク クローンに接続すること
ができます。この機能により、ユーザー情報をリンク クローン デスクトップから切り離して管理できます。

デスクトップの更新によるリンク クローン サイズの削減
デスクトップの更新操作により、各リンク クローンのオペレーティング システム ディスクを元の状態とサイズに復元し、
ストレージ コストを削減します。

可能であれば、オフピーク時に更新操作をスケジュール設定します。

ガイドラインについては、「デスクトップの更新操作 (P. 170)」を参照してください。

開始する前に

n 更新操作のスケジュールを決定します。デフォルトでは、View Composer はすぐに操作を開始します。

特定のリンク クローンに対し、一度にスケジュール設定できる更新操作は 1 回だけです。更新操作がさまざまなリ
ンク クローンに影響する場合は、複数の更新操作をスケジュール設定できます。

n 操作が開始されたらただちにすべてのユーザーを強制的にログオフさせるか、各ユーザーがログオフしてからその

ユーザーのデスクトップを更新するかを決定します。

ユーザーを強制的にログオフさせる場合、View Manager は切断する前にユーザーに通知し、ユーザーはアプリケー
ションを閉じてログオフすることができます。

手順

1 View Administrator で、 [Inventory（インベントリ）]  -  [Pools（プール）]  をクリックします。

2 左の列のプール ID をダブルクリックして、更新するプールを選択します。
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3 プール全体を更新するか、または選択したデスクトップを更新するかを選択します。

オプション 操作

プール内のすべてのデスクトップを更新する 選択したプールのページで、 [Settings（設定）]  タブをクリックします。

選択したデスクトップを更新する a 選択したプールのページで、 [Inventory（インベントリ）]  タブをクリックしま
す。

b 更新するデスクトップを選択します。

 

4 [View Composer]  -  [Refresh（更新）]  をクリックします。

5 ウィザードの手順に従ってリンク クローン デスクトップを更新します。

OS ディスクが元のサイズに縮小されます。

vCenter Server で、リンク クローン仮想マシンの更新操作の進捗を監視できます。

View Administrator で操作を監視するには、 [Inventory（インベントリ）]  -  [Pools（プール）]  をクリックし、プー
ル ID を選択して、 [Tasks（タスク）]  タブをクリックします。 [Cancel Task（タスクをキャンセル）] 、 [Pause Task
（タスクを一時停止）] 、または  [Resume Task（タスクを再開）]  をクリックして、タスクを終了したり、タスクを保留
にしたり、保留したタスクを再開したりすることができます。

デスクトップの更新操作

ユーザーがリンク クローン デスクトップを操作するたびに、クローンの OS ディスクが大きくなります。デスクトップの
更新操作によって、OS ディスクが元の状態とサイズに復元され、ストレージ コストが削減されます。

更新操作は View Composer 通常ディスクには影響しません。

リンク クローンは、完全な OS データを格納する親の仮想マシンに比べ使用するストレージ領域が少なくなります。ただ
し、クローンの OS ディスクはゲスト OS 内からデータが書き込まれるたびに拡大していきます。

View Composer はリンク クローンの作成時に、クローンの OS ディスクのスナップショットを作成します。このスナッ
プショットでは、リンク クローン仮想マシンが一意に識別されます。更新操作によって、OS ディスクがそのスナップ
ショットに戻されます。

View Composer は、クローンを削除して再作成する場合にかかる時間のわずか半分の時間で、リンク クローンを更新で
きます。

更新操作では以下のガイドラインに従います。

n デスクトップ プールの更新は、必要に応じて、スケジュール設定されたイベントとして、または OS データが指定サ
イズに達したときに実行できます。

特定のリンク クローンに対し、一度にスケジュール設定できる更新操作は 1 回だけです。更新操作をただちに開始
した場合、以前にスケジュール設定されたすべてのタスクが上書きされます。

更新操作がさまざまなリンク クローンに影響する場合は、複数の更新操作をスケジュール設定できます。

新しい更新操作をスケジュール設定する前に、以前にスケジュール設定したすべてのタスクをキャンセルする必要が

あります。

n 専用割り当てプールと流動割り当てプールを更新できます。

n ローカル セッションを実行しているデスクトップは更新できません。

n 更新は、ユーザーが View デスクトップから切断されている場合にのみ実行できます。
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n 更新では、QuickPrep または Sysprep によって設定された一意のコンピュータ情報が保持されます。更新後に、シ
ステム ドライブにインストールされているサードパーティ ソフトウェアの SID または GUID を復元するために
Sysprep を再実行する必要はありません。

n リンク クローンを再構成すると、View Manager によって、リンク クローンの OS ディスクの新しいスナップショッ
トが作成されます。その後の更新操作では、リンク クローンが最初に作成されたときに作成された元のスナップ
ショットではなく、その新しいスナップショットによって OS データが復元されます。

注意   ページング ファイルとシステム一時ファイルを一時ディスクにリダイレクトすることによって、リンク クローンの
拡大を抑えることができます。リンク クローンがパワーオフされると、View Manager は一時ディスクを、View
Composer がリンク クローン プールで作成した元の一時ディスクのコピーに置き換えます。この操作によって、一時
ディスクが元のサイズに縮小されます。

この使い捨てデータ オプションは、リンク クローンが vSphere モードで、ESX/ESXi 4.0 ホスト上にある場合にのみサ
ポートされます。

このオプションは、リンク クローン プールの作成時に構成できます。

リンク クローン デスクトップの更新
親仮想マシンで新しい基本イメージを作成し、再構成機能を使用して、リンク クローン デスクトップを更新し、更新済
みのイメージをリンク クローンに分散できます。

n リンク クローン デスクトップの再構成のための親仮想マシンの準備 (P. 171)

リンク クローン デスクトップ プールを再構成する前に、リンク クローンの基本イメージとして使用した親仮想マ
シンを更新する必要があります。

n リンク クローン デスクトップの再構成 (P. 172)

デスクトップの再構成は、親仮想マシンに関連付けられているすべてのリンク クローン デスクトップを同時に更新
します。

n ローカル モードで実行可能なリンク クローン デスクトップの再構成 (P. 174)

ローカル モードで実行可能なリンク クローン デスクトップを再構成できます。ただし、再構成操作を実行する前
に、デスクトップをチェックインするか、データセンターにロールバックする必要があります。

n デスクトップの再構成によるリンク クローンの更新 (P. 174)

デスクトップの再構成では、デスクトップ プール内のすべてのリンク クローンに、オペレーティング システムの
パッチを提供したり、アプリケーションをインストールまたは更新したり、デスクトップ ハードウェア設定を変更
したりすることができます。

n 失敗した再構成の修正 (P. 175)

失敗した再構成を修正できます。さらに、使用するつもりであった基本イメージと異なる基本イメージを使用して、

誤ってリンク クローンを再構成した場合も対処できます。

n 親仮想マシン ハードウェア v7 をサポートするための ESX ホストまたはクラスタの準備 (P. 176)

ハードウェア v7 にアップグレードした親仮想マシンで、リンク クローン デスクトップを再構成するには、リン
ク クローン プールをバージョン 4.0 以降の ESX/ESXi ホストまたはクラスタに展開し、プールで vSphere モード
を使用する必要があります。

リンク クローン デスクトップの再構成のための親仮想マシンの準備
リンク クローン デスクトップ プールを再構成する前に、リンク クローンの基本イメージとして使用した親仮想マシンを
更新する必要があります。

View Composer では、あるオペレーティング システムを使用するリンク クローンを、別のオペレーティング システム
を使用する親仮想マシンに再構成することはできません。たとえば、Windows 7 または Windows Vista の親仮想マシ
ンのスナップショットを使用して、Windows XP のリンク クローンを再構成することはできません。
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開始する前に

親仮想マシンのハードウェアを v7 にアップグレードする場合、リンク クローン プールを ESX/ESXi 4.0 ホストまたはク
ラスタに展開します。ESX/ESXi 4.0 ホストと ESX/ESXi 3.5 ホストが混在するクラスタにプールを展開することはできま
せん。

手順

1 vCenter Server で、再構成のために親仮想マシンを更新します。

n 親仮想マシンで、OS パッチまたはサービス パック、新しいアプリケーション、アプリケーションの更新をイン
ストールするか、またはその他の変更を行います。

n または、再構成時に新しい親として選択する別の仮想マシンを準備します。

2 vCenter Server で、更新済みまたは新しい親仮想マシンをパワーオフします。

3 vCenter Server で、親仮想マシンのスナップショットを作成します。

4 親仮想マシンのハードウェアが v7 である場合は、リンク クローン プールが vSphere モードを使用していることを
確認します。

a View Administrator で、 [Inventory（インベントリ）]  -  [Pools（プール）]  をクリックします。

b 再構成するプールを選択します。

c [Desktop (View Composer)（デスクトップ（View Composer））]  をクリックします。

d [Settings（設定）]  タブを選択し、スクロールして  [vCenter Server]  パネルを表示します。

e [Using vSphere mode（vSphere モードの使用）]  が  [Yes（はい）]  に設定されていることを確認します。

この設定が  [No（いいえ）]  の場合、プールが展開されているクラスタに 1 台以上の ESX 3.5 ホストが含まれてい
ます。ハードウェア v7 で基本イメージからリンク クローン プールを展開するには、クラスタ内のすべての ESX ホ
ストをバージョン 4.0 にアップグレードするか、すべてが ESX 4.0 ホストである別のクラスタを選択する必要があり
ます。さらに、プールで vSphere モードを使用するように構成する必要があります。詳細については、「親仮想マ
シン ハードウェア v7 をサポートするための ESX ホストまたはクラスタの準備 (P. 176)」を参照してください。

次に進む前に

リンク クローン デスクトップ プールを再構成します。

リンク クローン デスクトップの再構成
デスクトップの再構成は、親仮想マシンに関連付けられているすべてのリンク クローン デスクトップを同時に更新します。

可能であれば、オフピーク時に再構成をスケジュール設定します。

開始する前に

n 親仮想マシンのスナップショットがあることを確認します。「リンク クローン デスクトップの再構成のための親仮
想マシンの準備 (P. 171)」を参照してください。

n 再構成のガイドラインについて理解しておきます。「デスクトップの再構成によるリンク クローンの更新 (P. 174)」
を参照してください。

n 再構成のスケジュールを決定します。デフォルトでは、View Composer はすぐに再構成を開始します。

特定のリンク クローンに対し、一度にスケジュール設定できる再構成は 1 回だけです。再構成がさまざまなリンク
クローンに影響する場合は、複数の再構成をスケジュール設定できます。
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n 再構成が開始されたらただちにすべてのユーザーを強制的にログオフさせるか、各ユーザーがログオフしてからその

ユーザーのデスクトップを再構成するかを決定します。

ユーザーを強制的にログオフさせる場合、View Manager は切断する前にユーザーに通知し、ユーザーはアプリケー
ションを閉じてログオフすることができます。

n プールのプロビジョニングが有効にされていることを確認します。プールのプロビジョニングが無効にされている場

合、View Manager によってデスクトップは再構成後にカスタマイズされないようになります。

手順

1 View Administrator で、 [Inventory（インベントリ）]  -  [Pools（プール）]  をクリックします。

2 左の列のプール ID をダブルクリックして、再構成するプールを選択します。

3 プール全体を再構成するか、選択したデスクトップを再構成するかを選択します。

オプション 操作

プール内のすべてのデスクトップを再構成す

る

選択したプールのページで、 [Settings（設定）]  タブをクリックします。

選択したデスクトップを再構成する a 選択したプールのページで、 [Inventory（インベントリ）]  タブをクリックしま
す。

b 再構成するデスクトップを選択します。

 

4 [View Composer]  -  [Recompose（再構成）]  をクリックします。

5 ウィザードの手順に従ってリンク クローン デスクトップを再構成します。

[Settings（設定）]  タブからプール全体を再構成する場合は、 [Change the default image for new desktops
（新しいデスクトップのデフォルトのイメージを変更）]  チェック ボックスをオンにします。この設定では、プール
に作成された新しいデスクトップで、更新された基本イメージを使用します。デフォルトでは、この設定はオンに

なっています。

[Ready to Complete（完了の準備完了）]  ページで  [Show Details（詳細の表示）]  をクリックして、再構成され
るリンク クローン デスクトップを表示できます。

リンク クローン デスクトップが更新されます。OS ディスクが元のサイズに縮小されます。

専用割り当てプールでは、未割り当てのリンク クローンが削除され、再作成されます。指定した数のスペア デスクトッ
プが維持されます。

流動割り当てプールでは、選択したすべてのリンク クローンが再構成されます。

vCenter Server で、リンク クローン仮想マシンの再構成の進捗を監視できます。

View Administrator で操作を監視するには、 [Inventory（インベントリ）]  -  [Pools（プール）]  をクリックし、プー
ル ID を選択して、 [Tasks（タスク）]  タブをクリックします。 [Cancel Task（タスクをキャンセル）] 、 [Pause Task
（タスクを一時停止）] 、または  [Resume Task（タスクを再開）]  をクリックして、タスクを終了したり、タスクを保留
にしたり、保留したタスクを再開したりすることができます。

注意   デスクトップ プールの作成時に、Sysprep カスタマイズ仕様を使用してリンク クローンをカスタマイズした場合、
再構成された仮想マシンに対して新しい SID が作成されることがあります。詳細については、「Sysprep でカスタマイズ
したリンク クローンの再構成 (P. 90)」を参照してください。
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ローカル モードで実行可能なリンク クローン デスクトップの再構成
ローカル モードで実行可能なリンク クローン デスクトップを再構成できます。ただし、再構成操作を実行する前に、デ
スクトップをチェックインするか、データセンターにロールバックする必要があります。

開始する前に

n 再構成のガイドラインについて理解しておきます。「デスクトップの再構成によるリンク クローンの更新 (P. 174)」
を参照してください。

n 基本イメージの更新とリンク クローン デスクトップの再構成の手順を理解しておきます。「リンク クローン デスク
トップの再構成のための親仮想マシンの準備 (P. 171)」および 「リンク クローン デスクトップの再構成 (P. 172)」
を参照してください。

n 基本イメージを Transfer Server リポジトリに公開する手順について理解しておきます。「Transfer Server リポジ
トリ内のパッケージ ファイルの公開 (P. 236)」を参照してください。

手順

1 基本イメージから作成したローカルのリンク クローン デスクトップをチェックインまたはロールバックします。

2 再構成操作を開始します。

再構成操作では、ローカル モードのデスクトップは無視されます。

3 再構成された基本イメージを Transfer Server リポジトリに公開します。

リンク クローン デスクトップが新しい基本イメージで更新されます。

次回ユーザーがリンク クローン デスクトップをチェックアウトしたときに、更新された基本イメージが View Transfer
Server によって Transfer Server リポジトリからクライアント コンピュータにダウンロードされます。また、リンク ク
ローンの OS ディスクと View Composer 通常ディスクもクライアント コンピュータにダウンロードされます。

注意   再構成操作時に、ローカル モードだったデスクトップは古い基本イメージを使用し続けます。これらのデスクトッ
プは、ユーザーのチェックイン時に再構成されません。

デスクトップの再構成によるリンク クローンの更新
デスクトップの再構成では、デスクトップ プール内のすべてのリンク クローンに、オペレーティング システムのパッチ
を提供したり、アプリケーションをインストールまたは更新したり、デスクトップ ハードウェア設定を変更したりするこ
とができます。

リンク クローン デスクトップを再構成するには、vCenter Server で親仮想マシンを更新するか、新しい親にする別の仮
想マシンを選択します。次に、新しい親仮想マシンの構成のスナップショットを作成します。

リンク クローンは、親に直接リンクされているのではなく、レプリカにリンクされているため、リンク クローンに影響
を与えることなく親仮想マシンを変更できます。

次に、デスクトップ プールの新しい基本イメージとして使用するスナップショットを選択して、再構成を開始します。
View Composer は新しいレプリカを作成し、再構成した OS ディスクをリンク クローンにコピーし、リンク クローン
を新しいレプリカに関連付けます。

再構成によって、リンク クローンも更新され、OS ディスクのサイズが削減されます。

デスクトップの再構成は、View Composer 通常ディスクには影響しません。
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再構成では以下のガイドラインに従います。

n 専用割り当てプールと流動割り当てプールを再構成できます。

n デスクトップ プールの再構成は、必要に応じて、またはスケジュール設定されたイベントとして実行できます。

特定のリンク クローンに対し、一度にスケジュール設定できる再構成は 1 回だけです。新しい再構成をスケジュー
ル設定する前に、以前にスケジュール設定したすべてのタスクをキャンセルしたり、以前の操作が完了するまで待機

したりする必要があります。新しい再構成をすぐに開始する前に、以前にスケジュール設定したすべてのタスクを

キャンセルする必要があります。

再構成がさまざまなリンク クローンに影響する場合は、複数の再構成をスケジュール設定できます。

n デスクトップ プール内の選択したリンク クローンまたはすべてのリンク クローンを再構成できます。

n プール内のさまざまなリンク クローンが、基本イメージのさまざまなスナップショットやさまざまな基本イメージ
に基づいている場合、プールには複数のレプリカが含まれます。

n ローカル モードで実行しているデスクトップは再構成できません。再構成操作を実行する前に、ローカル デスクトッ
プをチェックインするか、データセンターにロールバックする必要があります。

n 再構成は、ユーザーが View デスクトップからログオフしている場合にのみ実行できます。

n あるオペレーティング システムを使用するリンク クローンを、別のオペレーティング システムを使用する新しい、
または更新された親仮想マシンに再構成することはできません。

n ある OS ディスク コントローラを使用する Windows 7 リンク クローンを、別の OS ディスク コントローラを使用
する新しい、または更新された親仮想マシンに再構成することはできません。

注意   デスクトップ プールの作成時に、Sysprep カスタマイズ仕様を使用してリンク クローンをカスタマイズした場合、
再構成された仮想マシンに対して新しい SID が作成されることがあります。詳細については、「Sysprep でカスタマイズ
したリンク クローンの再構成 (P. 90)」を参照してください。

失敗した再構成の修正

失敗した再構成を修正できます。さらに、使用するつもりであった基本イメージと異なる基本イメージを使用して、誤っ

てリンク クローンを再構成した場合も対処できます。

問題

再構成に失敗した結果、デスクトップはエラーのある状態または古い状態になります。

原因

再構成中に、vCenter Server ホスト、vCenter Server、またはデータストアでシステム障害や問題が発生していた可能
性があります。

あるいは、再構成で、元の親仮想マシンのオペレーティング システムとは別のオペレーティング システムの仮想マシン
のスナップショットが使用された可能性があります。たとえば、Windows XP のリンク クローンを再構成するために
Windows 7 のスナップショットを使用した可能性があります。
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解決方法

1 成功した最後の再構成で使用したスナップショットを選択します。

新しいスナップショットを選択し、リンク クローンを新しい状態に更新することもできます。

このスナップショットでは、元の親仮想マシンのスナップショットと同じオペレーティング システムを使用してい
る必要があります。

2 プールを再度再構成します。

View Composer はスナップショットから基本イメージを作成し、リンク クローン OS ディスクを再作成します。

再構成中に、ユーザー データおよび設定が保存された View Composer 通常ディスクは保持されます。

誤った再構成の状況によっては、リンク クローンの再構成に加えて、それらを更新または再分散できます。

注意   View Composer 通常ディスクを構成しない場合は、再構成によって、リンク クローン デスクトップでユー
ザーが生成した変更は削除されます。

親仮想マシン ハードウェア v7 をサポートするための ESX ホストまたはクラスタの準備
ハードウェア v7 にアップグレードした親仮想マシンで、リンク クローン デスクトップを再構成するには、リンク クロー
ン プールをバージョン 4.0 以降の ESX/ESXi ホストまたはクラスタに展開し、プールで vSphere モードを使用する必要
があります。

vSphere モードを使用していないリンク クローン プールを再構成する場合、ハードウェア v7 にアップグレードされた
親仮想マシンのスナップショットは使用できません。スナップショットは再構成ウィザードに表示されません。

リンク クローンを再構成する前に、次に説明する手順を実行します。

開始する前に

n リンク クローンの再構成に使用しようとしている親仮想マシンがハードウェア v7 にアップグレードされたことを確
認します。ハードウェア v7 を備えた仮想マシンは、バージョン 4.0 以降の ESX/ESXi ホスト上で実行される必要が
あります。View コンポーネントのアップグレードについては、『VMware View アップグレード 』ドキュメントを
参照してください。

n 再構成操作に備えて親仮想マシンを準備します。詳細については、「リンク クローン デスクトップの再構成のため
の親仮想マシンの準備 (P. 171)」を参照してください。

手順

1 vCenter Server で、プールが展開されているクラスタ内のすべての ESX ホストをバージョン 4.0 以降にアップグ
レードします。

または、すべての ESX ホストがバージョン 4.0 以降である別のクラスタを使用することもできます。

2 View Administrator で、 [Inventory（インベントリ）]  -  [Pools（プール）]  をクリックします。

3 再構成するプールを選択します。

4 [Desktop (View Composer)（デスクトップ（View Composer））]  をクリックします。

5 [Settings（設定）]  タブを選択して、 [Edit（編集）]  をクリックします。

6 [vCenter Settings（vCenter 設定）]  タブを選択します。

7 次に、 [Host or Cluster（ホストまたはクラスタ）]  で、 [Select（選択）]  をクリックします。

親仮想マシンがハードウェア v7 である場合、バージョン 4.0 以降の ESX ホストまたはクラスタのみが表示されます。

8 ホストまたはクラスタを選択します。

9 [Use vSphere mode for View Composer（View Composer に vSphere モードを使用）]  をオンにして、 [OK]
をクリックします。
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次に進む前に

リンク クローン デスクトップ プールを再構成します。

リンク クローン デスクトップの再分散
デスクトップの再分散操作は、リンク クローン デスクトップを使用可能なデータストア間で均等に再分配します。

可能であれば、再分散操作をオフピーク時にスケジュール設定します。

ガイドラインについては、「論理ドライブ間のリンク クローンの再分散 (P. 177)」を参照してください。

開始する前に

n 再分散操作について理解しておきます。「論理ドライブ間のリンク クローンの再分散 (P. 177)」を参照してください。

n 再分散操作のスケジュールを決定します。デフォルトでは、View Composer はすぐに操作を開始します。

特定のリンク クローンに対し、一度にスケジュール設定できる再分散操作は 1 回だけです。再分散操作がさまざま
なリンク クローンに影響する場合は、複数の再分散操作をスケジュール設定できます。

n 操作が開始されたらただちにすべてのユーザーを強制的にログオフさせるか、各ユーザーがログオフしてからその

ユーザーのデスクトップを再分散するかを決定します。

ユーザーを強制的にログオフさせる場合、View Manager は切断する前にユーザーに通知し、ユーザーはアプリケー
ションを閉じてログオフすることができます。

n プールのプロビジョニングが有効にされていることを確認します。プールのプロビジョニングが無効にされている場

合、View Manager によってデスクトップは再分散後にカスタマイズされないようになります。

手順

1 View Administrator で、 [Inventory（インベントリ）]  -  [Pools（プール）]  をクリックします。

2 左の列のプール ID をダブルクリックして、再分散するプールを選択します。

3 プール全体を再分散するか、または選択したデスクトップを再分散するかを選択します。

オプション 操作

プール内のすべてのデスクトップを再分散す

る

選択したプールのページで、 [Settings（設定）]  タブをクリックします。

選択したデスクトップを再分散する a 選択したプールのページで、 [Inventory（インベントリ）]  タブをクリックしま
す。

b 再分散するデスクトップを選択します。

 

4 [View Composer]  -  [Rebalance（再分散）]  をクリックします。

5 ウィザードの手順に従ってリンク クローン デスクトップを再分散します。

リンク クローン デスクトップが更新され、再分散されます。OS ディスクが元のサイズに縮小されます。

View Administrator で操作を監視するには、 [Inventory（インベントリ）]  -  [Pools（プール）]  をクリックし、プー
ル ID を選択して、 [Tasks（タスク）]  タブをクリックします。 [Cancel Task（タスクをキャンセル）] 、 [Pause Task
（タスクを一時停止）] 、または  [Resume Task（タスクを再開）]  をクリックして、タスクを終了したり、タスクを保留
にしたり、保留したタスクを再開したりすることができます。

論理ドライブ間のリンク クローンの再分散
デスクトップの再分散操作は、リンク クローン デスクトップを使用可能な論理ドライブ間で均等に再分配します。これ
によって、過負荷のドライブ上のストレージ領域が節約され、十分に使用されないドライブがなくなります。

大きなリンク クローン デスクトップ プールを作成し、複数の LUN（Logical Unit Number）を使用する場合、最初の
サイズ設定が正確でないと、領域が効率的に使用されないことがあります。ストレージのオーバーコミット レベルを高く
設定すると、リンク クローンが急速に拡大し、データストアのすべての空き領域が消費される可能性があります。
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仮想マシンによって、データストアの 95% の領域が使用されると、View Manager は警告ログ エントリを生成します。99%
の使用率では、vSphere はデータストアのすべての仮想マシンをサスペンドします。

再分散によって、リンク クローンも更新され、OS ディスクのサイズが削減されます。これは、View Composer 通常
ディスクには影響しません。

デスクトップの再分散では以下のガイドラインに従います。

n 専用割り当てプールと流動割り当てプールを再分散できます。

n 選択したリンク クローンまたはプール内のすべてのクローンを再分散できます。

n デスクトップ プールの再分散は、必要に応じて、またはスケジュール設定されたイベントとして実行できます。

特定のリンク クローンに対し、一度にスケジュール設定できる再分散操作は 1 回だけです。再分散操作をただちに
開始した場合、以前にスケジュール設定されたすべてのタスクが上書きされます。

再分散操作がさまざまなリンク クローンに影響する場合は、複数の再分散操作をスケジュール設定できます。

新しい再分散操作をスケジュール設定する前に、以前にスケジュール設定したすべてのタスクをキャンセルする必要

があります。

n 再分散できるのは、スケジュールや保留中のキャンセルがない、Available（使用可能）、Error（エラー）、または
Customizing（カスタマイズ）状態のデスクトップだけです。

n ベスト プラクティスとしては、同じデータストアに、リンク クローン仮想マシンと他のタイプの仮想マシンを混在
させるのは避けてください。この場合、View Composer はデータストアのすべての仮想マシンを再分散することが
できます。

n プールを編集し、ホストまたはクラスタ、およびリンク クローンが格納されているデータストアを変更した場合、
新しく選択されたホストまたはクラスタが元のデータストアと新しいデータストアの両方へのフル アクセス権を持
つ場合にのみ、リンク クローンを再分散できます。新しいクラスタのすべてのホストが元のデータストアと新しい
データストアへのアクセス権を持つ必要があります。

たとえば、スタンドアロン ホストにリンク クローン プールを作成し、クローンを格納するローカル データストアを
選択したとします。プールを編集し、クラスタと共有データストアを選択した場合、クラスタ内のホストが元のロー

カル データストアにアクセスできないため、再分散操作は失敗します。

n プールを編集し、通常ディスクと OS ディスクが格納されているデータストアを切り替えると、View Composer
は、その切り替えによって影響を受けたリンク クローンを再分散できません。

たとえば、プールを作成し、OS ディスクを datastore1 に、View Composer 通常ディスクを datastore2 に
格納したとします。後で、プールを編集し、OS ディスクに datastore2 を、通常ディスクに datastore1 を選
択しました。再分散操作では、OS ディスクを datastore2 に移動したり、通常ディスクを datastore1 に移動
したりすることはできません。

View Composer は、影響を受けたリンク クローンは飛ばし、切り替えられたデータストアによって影響を受けて
いないリンク クローンを再分散します。

再分散操作の後のリンク クローン ディスクのファイル名
リンク クローン デスクトップを再分散すると、vCenter Server は、新しいデータストアに移動されたリンク クローン内
の View Composer 通常ディスクと破棄可能データ ディスクのファイル名を変更します。

元のファイル名によってディスクの種類が識別されます。名前が変更されたディスクには識別ラベルが含まれていません。

元の通常ディスクのファイル名には、user-disk ラベルが含まれています。<desktop_name>-vdm-user-disk-D-
<ID>.vmdk

元の破棄可能データ ディスクのファイル名には、disposable ラベルが含まれています。<desktop_name>-vdm-
disposable-<ID>.vmdk

再分散操作によってリンク クローンが新しいデータストアに移動された後、vCenter Server は、両方のディスクの種類
に共通のファイル名構文 <desktop_name>_<n>.vmdk を使用します。
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View Composer 通常ディスクの管理
View Composer 通常ディスクをリンク クローン デスクトップから切断し、別のリンク クローンに接続することができ
ます。この機能により、ユーザー情報をリンク クローン デスクトップから切り離して管理できます。

通常ディスクをリンク クローン デスクトップに接続する場合は、ターゲットのリンク クローンが vSphere モードを使用
している必要があります。

View Composer 通常ディスク
View Composer を使用して、OS データとユーザー情報をリンク クローン デスクトップの別々のディスクに構成できま
す。View Composer は OS データの更新または再分散時に、通常ディスク上のユーザー情報を保持します。

View Composer 通常ディスクには、ユーザー設定とユーザーが生成したその他のデータが格納されます。リンク クロー
ン デスクトップ プールを作成する場合は、通常ディスクを作成します。「View デスクトップ上でのコマンドの実
行 (P. 148)」を参照してください。

リンク クローン デスクトップから通常ディスクを切断し、その元のデータストアまたは別のデータストアにディスクを
保存できます。ディスクを切断すると、リンク クローン仮想マシンが削除されます。切断された通常ディスクはどのデス
クトップにも関連付けられていません。

複数の方法を使用して、切断された通常ディスクを別のリンク クローン デスクトップに接続できます。この柔軟性を利
用して次のことが可能です。

n リンク クローンを削除するときに、ユーザー データを保持できます。

n 従業員が会社を辞めたときに、別の従業員が辞めた従業員のユーザー データにアクセスできます。

n 複数のデスクトップを持つユーザーが、ユーザー データを 1 つのデスクトップに統合できます。

n vCenter Server で仮想マシンにアクセスできなくなったが、通常ディスクが損傷していない場合、通常ディスクを
インポートして、そのディスクを使用して新しいリンク クローンを作成できます。

注意   Windows XP のリンク クローンから通常ディスクを切断し、その通常ディスクを Windows 7 または Windows
Vista のリンク クローンに再作成または接続することはできません。通常ディスクは、作成されたときに使用されていた
オペレーティング システムに再接続する必要があります。

View Manager では View Manager 4.5 以降で作成されたリンク クローン プールの通常ディスクを管理できます。以前
のバージョンの View Manager で作成された通常ディスクは管理できず、View Administrator の [Persistent Disks（通
常ディスク）] ページに表示されません。

View Composer 通常ディスクの切断
View Composer 通常ディスクをリンク クローン デスクトップから切断すると、ディスクが保存され、リンク クローン
が削除されます。通常ディスクを切断することによって、別のデスクトップでユーザー固有の情報を保存し再利用できます。

手順

1 View Administrator で、 [Inventory（インベントリ）]  -  [Persistent disks（通常ディスク）]  をクリックします。

2 切断する通常ディスクを選択します。

3 [Detach（切断）]  をクリックします。
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4 通常ディスクを保存する場所を選択します。

オプション 説明

Use current datastore（現在のデータスト
アを使用）

通常ディスクを現在それが存在するデータストアに格納します。

Move to the following datastore（次の
データストアに移動）

通常ディスクを格納する新しいデータストアを選択します。 [Browse（参照）]  をク
リックし、下向き矢印をクリックして、 [Choose a Datastore（データストアの選
択）]  メニューから新しいデータストアを選択します。

 

5 (オプション)  [Save the OS Disk（OS ディスクを保存）]  をクリックして、vCenter Server にリンク クローンの
OS ディスクを格納します。

vCenter Server で切断された OS ディスク内のデータを取得できます。ただし、OS ディスクは View Manager で
リンク クローン デスクトップとして存在しなくなったため、切断された OS ディスクからデスクトップを直接再作
成することはできません。OS データは基本イメージ ディスクのコピーとともに保存されるため、保存されたディス
クは元のリンク クローン OS ディスクより大きくなる可能性があります。

View Composer 通常ディスクがデータストアに保存されます。リンク クローン デスクトップは削除され、View
Administrator に表示されません。

別のリンク クローン デスクトップへの View Composer 通常ディスクの接続
切断された通常ディスクを別のリンク クローン デスクトップに接続できます。通常ディスクを接続すると、他のデスク
トップのユーザーがディスク内のユーザー設定および情報を使用できるようになります。

切断された通常ディスクを、選択したリンク クローン デスクトップ上のセカンダリ ディスクとして接続します。新しい
デスクトップのユーザーは、セカンダリ ディスクとデスクトップ上の既存のユーザー情報および設定にアクセスできます。

開始する前に

n 選択したデスクトップが、vSphere モードを使用するプール内のリンク クローンであることを確認します。

n 選択したデスクトップが、通常ディスクが作成されたリンク クローンと同じオペレーティング システムを使用して
いることを確認します。

手順

1 View Administrator で、 [Inventory（インベントリ）]  -  [Persistent disks（通常ディスク）]  をクリックします。

2 [Detached（切断）]  タブをクリックします。

3 通常ディスクを選択します。

4 [Attach（接続）]  をクリックします。

5 通常ディスクを接続するリンク クローン デスクトップを選択します。

6 [Attach as a secondary disk（セカンダリ ディスクとして接続）]  を選択します。

7 [Finish（完了）]  をクリックします。

次に進む前に

リンク クローン デスクトップのユーザーが、接続されたセカンダリ ディスクを使用するための十分な権限を持っている
ことを確認します。たとえば、元のユーザーが通常ディスクに対する特定のアクセス権を持っており、その通常ディスク

が新しいデスクトップ上のドライブ D として接続された場合、新しいデスクトップ ユーザーはドライブ D に対して元の
ユーザーのアクセス権を持っている必要があります。

デスクトップのゲスト OS に管理者としてログインし、新しいデスクトップ ユーザーに適切な権限を割り当てます。
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View Composer 通常ディスクのプールまたはユーザーの編集
View Manager から元のプールまたはユーザーが削除された場合は、切断された View Composer 通常ディスクを新し
いプールまたはユーザーに割り当てることができます。

切断された通常ディスクは、元のプールとユーザーに関連付けられたままです。そのプールまたはユーザーが View
Manager から削除された場合は、その通常ディスクを使用してリンク クローン デスクトップを再作成することはできま
せん。

そのプールとユーザーを編集することにより、切断された通常ディスクを使用して、新しいプール内にデスクトップを再

作成できます。そのデスクトップは、新しいユーザーに割り当てられます。

新しいプール、新しいユーザー、またはその両方を選択できます。

開始する前に

n 通常ディスクのプールまたはユーザーが View Manager から削除されたことを確認します。

n 新しいプールが、vSphere モードを使用するリンク クローン プールであることを確認します。

n 新しいプールが、通常ディスクが作成されたプールと同じオペレーティング システムを使用していることを確認し
ます。

手順

1 View Administrator で、 [Inventory（インベントリ）]  -  [Persistent Disks（通常ディスク）]  をクリックします。

2 ユーザーまたはプールが削除された通常ディスクを選択します。

3 [Edit（編集）]  をクリックします。

4 (オプション) リストからリンク クローン プールを選択します。

5 (オプション) 通常ディスクのユーザーを選択します。

Active Directory のドメインとユーザー名を参照できます。

次に進む前に

切断された通常ディスクを使用してリンク クローン デスクトップを再作成します。

切断された通常ディスクによるリンク クローン デスクトップの再作成
View Composer 通常ディスクを切断すると、リンク クローンが削除されます。切断されたディスクからリンク クロー
ン デスクトップを再作成して、元のユーザーが、切断されたユーザー設定および情報にアクセスできるようにすることが
できます。

注意   すでに最大サイズに達しているプール内にリンク クローン デスクトップを再作成した場合も、再作成されたデスク
トップがそのプールにそのまま追加されます。そのプールは、指定された最大サイズより大きくなります。

通常ディスクの元のプールまたはユーザーが View Manager から削除された場合は、その通常ディスクに新しいプール
またはユーザーを割り当てることができます。「View Composer 通常ディスクのプールまたはユーザーの編集 (P. 181)」
を参照してください。

開始する前に

リンク クローンを再作成するデスクトップ プールが vSphere モードを使用していることを確認します。

手順

1 View Administrator で、 [Inventory（インベントリ）]  -  [Persistent Disks（通常ディスク）]  をクリックします。

2 [Detached（切断）]  タブをクリックします。
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3 通常ディスクを選択します。

複数の通常ディスクを選択して、各ディスクのリンク クローン デスクトップを再作成できます。

4 [Recreate Desktop（デスクトップの再作成）]  をクリックします。

5 [OK]  をクリックします。

View Manager によって、選択した通常ディスクのリンク クローン デスクトップが作成され、元のプールにそのデスク
トップが追加されます。

通常ディスクはそれらが格納されていたデータストアに残ります。

vSphere からの通常ディスクのインポートによるリンク クローン デスクトップの復元
View Manager でリンク クローン デスクトップにアクセスできなくなった場合、View Composer 通常ディスクでデス
クトップが構成されていれば、デスクトップを復元できます。vSphere データストアから View Manager へ通常ディス
クをインポートできます。

View Manager で、通常ディスク ファイルを、切断された通常ディスクとしてインポートします。View Manager で、
切断されたディスクを既存のデスクトップに接続するか、または元のリンク クローンを再作成することができます。

手順

1 View Administrator で、 [Inventory（インベントリ）]  -  [Persistent Disks（通常ディスク）]  をクリックします。

2 [Detached（切断）]  タブをクリックします。

3 [Import from vCenter（vCenter からインポート）]  をクリックします。

4 vCenter Server を選択します。

5 ディスク ファイルが存在するデータセンターを選択します。

6 通常ディスクで新しいリンク クローン デスクトップを作成するリンク クローン プールを選択します。

7 [Persistent Disk File（通常ディスク ファイル）]  ボックスで、 [Browse（参照）]  をクリックし、下向き矢印をク
リックして、 [Choose a Datastore（データストアの選択）]  メニューからデータストアを選択します。

8 ディスク ストレージ ファイルと仮想マシン ファイルを表示するデータストア名をクリックします。

9 インポートする通常ディスク ファイルを選択します。

10 [User（ユーザー）]  ボックスで、 [Browse（参照）]  をクリックし、デスクトップに割り当てるユーザーを選択し
て、 [OK]  をクリックします。

ディスク ファイルが、切断された通常ディスクとして View Manager にインポートされます。

次に進む前に

リンク クローン デスクトップを復元するために、元のデスクトップを再作成するか、または切断された通常ディスクを
別のデスクトップに接続することができます。

詳細については、「切断された通常ディスクによるリンク クローン デスクトップの再作成 (P. 181)」および 「別のリン
ク クローン デスクトップへの View Composer 通常ディスクの接続 (P. 180)」を参照してください。

切断された View Composer 通常ディスクの削除
切断された通常ディスクを削除する場合は、View Manager からはディスクを削除するがデータストアには残すことも、
View Manager とデータストアからディスクを削除することもできます。

手順

1 View Administrator で、 [Inventory（インベントリ）]  -  [Persistent Disks（通常ディスク）]  をクリックします。

2 [Detached（切断）]  タブをクリックします。

VMware View の管理

182  VMware, Inc.



3 通常ディスクを選択します。

4 [Delete（削除）]  をクリックします。

5 View Manager からディスクを削除した後に、それをデータストアから削除するか、データストア上に残すかを選
択します。

オプション 説明

Delete from disk（ディスクから削除） 削除後、通常ディスクが存在しなくなります。

Delete from View Manager only（View
Manager からのみ削除）

削除後、通常ディスクは View Manager でアクセスできなくなりますが、データス
トアには残ります。

 

6 [OK]  をクリックします。
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デスクトップとデスクトップ プールの管理 10
View Administrator で、デスクトップ プール、仮想マシン デスクトップ、およびデスクトップ セッションを管理でき
ます。

この章では次のトピックについて説明します。

n デスクトップ プールの管理 (P. 185)

n Adobe Flash の帯域幅の削減 (P. 190)

n 仮想マシン デスクトップの管理 (P. 192)

n 外部ファイルへの View 情報のエクスポート (P. 197)

デスクトップ プールの管理
View Administrator でデスクトップ プールを編集、無効化、削除することができます。

デスクトップ プールの編集
既存のデスクトップ プールを編集して、プール設定、スペア デスクトップ数、データストア、カスタマイズ仕様などの
設定を構成できます。

開始する前に

プールの作成後に変更可能または変更不可能なプール設定について理解しておきます。「既存のデスクトップ プールの設
定の変更 (P. 186)」および「既存のデスクトップ プールの固定の設定 (P. 186)」を参照してください。

手順

1 [Inventory（インベントリ）]  -  [Pools（プール）]  をクリックします。

2 プールを選択します。

3 [Edit（編集）]  をクリックします。

4 [Edit<pool_name>（<プール名>の編集）]  ダイアログのタブをクリックし、プール オプションを再構成します。

5 [OK]  をクリックします。
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既存のデスクトップ プールの設定の変更
デスクトップ プールの作成後、特定の構成設定を変更できます。

表 10-1.  既存のデスクトップ プールの編集可能な設定

[Configuration（構成）] タブ 説明

[General（一般）] プール命名オプションを編集します。

[Pool Settings（プールの設定）] リモート デスクトップの電源ポリシー、表示プロトコル、Adobe Flash
設定などのデスクトップ設定を編集します。

[Provisioning Settings（プロビジョニング設定）] プールプロビジョニング オプションを編集し、デスクトップをプール
に追加します。

このタブは自動プールにのみ使用できます。

[vCenter Settings（vCenter 設定）] 仮想マシン テンプレートまたはデフォルトの基本イメージを編集しま
す。vCenter Server インスタンス、ESX ホストまたはクラスタ、デー
タストア、およびその他の vCenter 機能を追加または変更します。
新しい値は、設定の変更後に作成される新しい仮想マシンにのみ影響し

ます。新しい設定は既存の仮想マシンには影響しません。

このタブは自動プールにのみ使用できます。

[Guest Customization（ゲストのカスタマイズ）] Sysprep カスタマイズ仕様を選択します。
QuickPrep を使用して、リンク クローン プールをカスタマイズした場
合、Active Directory ドメインおよびコンテナを変更し、QuickPrep
パワーオフおよび同期後スクリプトを指定できます。

このタブは自動プールにのみ使用できます。

既存のデスクトップ プールの固定の設定
デスクトップ プールの作成後は、特定の構成設定を変更できません。

表 10-2.  既存のデスクトップ プールの固定の設定

設定 説明

プール タイプ 自動プール、手動プール、または Terminal Services プールを作成した場合、プール タイプ
を変更できません。

User assignment（ユーザー割り当て） 専用割り当てと流動割り当てを切り替えることはできません。

仮想マシンのタイプ フル デスクトップとリンク クローン デスクトップを切り替えることはできません。

Pool ID（プール ID） プール ID は変更できません。

デスクトップ命名方法およびプロビジョニ

ング方法

プールにデスクトップを追加するには、プールの作成に使用したプロビジョニング方法を使

用する必要があります。デスクトップ名の手動での指定と命名パターンの使用を切り替える

ことはできません。

名前を手動で指定する場合、デスクトップ名のリストに名前を追加できます。

命名パターンを使用する場合、デスクトップの最大数を増加できます。

vCenter 設定 既存の仮想マシンの vCenter 設定は変更できません。
[Edit<pool_name>（<プール名>の編集）]  ダイアログで vCenter 設定を変更できます
が、値は設定の変更後に作成された新しい仮想マシンにのみ影響します。

View Composer 通常ディスク 通常ディスクなしでリンク クローン プールを作成すると、通常ディスクを構成できません。

View Composer カスタマイズ方法 QuickPrep または Sysprep でリンク クローン プールをカスタマイズした後、そのプール内
のデスクトップを作成または再構成するときに別のカスタマイズ方法に切り替えることはで

きません。
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名前付けパターンによってプロビジョニングされる自動プールのサイズの変更

名前付けパターンを使用して自動デスクトップ プールをプロビジョニングする場合は、デスクトップの最大数を変更して
プールのサイズを増やしたり減らしたりすることができます。

開始する前に

n 名前付けパターンを使用してプールをプロビジョニングしたことを確認します。デスクトップ名を手動で指定する場

合は、「名前のリストによってプロビジョニングされる自動プールへのデスクトップの追加 (P. 187)」を参照してく
ださい。

n プールが自動であることを確認します。

手順

1 View Administrator で、 [Inventory（インベントリ）]  -  [Pools（プール）]  をクリックします。

2 プールを選択し、 [Edit（編集）]  をクリックします。

3 [Provisioning Settings（プロビジョニング設定）]  タブをクリックします。

4 [Max number of desktops（デスクトップの最大数）]  ボックスに、プール内の新しいデスクトップ数を入力します。

プール サイズを増やした場合は、新しいデスクトップを最大数までプールに追加できます。

流動割り当てプールのサイズを減らした場合は、未使用のデスクトップが削除されます。新しい最大数よりも多くのユー

ザーがプールにログインしている場合は、ユーザーがログオフした後にプール サイズが減少します。

専用割り当てプールのサイズを減らした場合は、未割り当てのデスクトップが削除されます。新しい最大数よりも多くの

ユーザーがデスクトップに割り当てられている場合は、ユーザーを割り当て解除した後にプール サイズが減少します。

注意   プールのサイズを減らした時点で、最大数よりも多くのユーザーがデスクトップにログインしているか、またはデ
スクトップに割り当てられている場合は、デスクトップの実際の数が  [Max number of desktops（デスクトップの最大
数）]  より多くなることがあります。

名前のリストによってプロビジョニングされる自動プールへのデスクトップの追加

手動でデスクトップ名を指定してプロビジョニングされる自動プールにデスクトップを追加するには、新しいデスクトッ

プ名の別のリストを指定します。この機能により、デスクトップ プールを拡大し、会社の命名規則を使用し続けることが
できます。

デスクトップ名を手動で追加するには、次のガイドラインに従います。

n 各デスクトップ名は個別の行に入力します。

n デスクトップ名には、最大 15 文字の英数字を使用できます。

n 各デスクトップ エントリにユーザー名を追加できます。カンマを使用して、ユーザー名とデスクトップ名を区切り
ます。

この例では、2 つのデスクトップが追加されています。2 番目のデスクトップはユーザーに関連付けられています。

Desktop-001
Desktop-002,abccorp.com/jdoe

注意   流動割り当てプールでは、ユーザー名をデスクトップ名に関連付けることはできません。デスクトップは、関連付
けられたユーザー専用ではありません。流動割り当てプールでは、ログインするユーザーは、現在使用されていないすべ

てのデスクトップにアクセスできます。

開始する前に

デスクトップ名を手動で指定してプールを作成したことを確認します。名前付けパターンを指定してプールを作成した場

合は、新しいデスクトップ名を指定することによってデスクトップを追加することはできません。
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手順

1 追加のデスクトップ名のリストを含むテキスト ファイルを作成します。

少数のデスクトップのみを追加する場合は、[プールの追加]ウィザードでデスクトップ名を直接入力できます。別の
テキスト ファイルを作成する必要はありません。

2 View Administrator で、 [Inventory（インベントリ）]  -  [Pools（プール）]  をクリックします。

3 展開するプールを選択します。

4 [Edit（編集）]  をクリックします。

5 [Provisioning Settings（プロビジョニング設定）]  タブをクリックします。

6 [Add Desktops（デスクトップの追加）]  をクリックします。

7 [Enter Desktop Names（デスクトップ名の入力）] ページにデスクトップ名のリストをコピーし、 [Next（次へ）]
をクリックします。

[Enter Desktop Names（デスクトップ名の入力）] ウィザードによってデスクトップのリストが表示され、検証エ
ラーが赤い  [X]  で示されます。

8 無効なデスクトップ名を修正します。

a カーソルを無効な名前の上に置くと、ページの下部に関連するエラー メッセージが表示されます。

b [Back（戻る）]  をクリックします。

c 正しくない名前を編集し、 [Next（次へ）]  をクリックします。

9 [Finish（完了）]  をクリックします。

10 [OK]  をクリックします。

View Manager によって新しいデスクトップがプールに追加されます。

vCenter Server で、新しい仮想マシンの作成を監視できます。

View Administrator で、 [Inventory（インベントリ）]  -  [Pools（プール）]  または  [Inventory（インベントリ）]  -
[Desktops（デスクトップ）]  をクリックすると、プールに追加されるデスクトップを表示できます。

デスクトップ プールの無効化または有効化
デスクトップ プールを無効にすると、プールがユーザーに表示されなくなります。ユーザーはプールにアクセスできませ
ん。プールを無効にした後、再度有効にすることができます。

プールを無効にすると、デスクトップの使用を準備する間に、ユーザーがデスクトップにアクセスできないようにするこ

とができます。プールが必要でなくなった場合は、無効化機能を使用してアクティブな使用を取り消すことができます。

View Manager からプールの定義を削除する必要はありません。

手順

1 View Administrator で、 [Inventory（インベントリ）]  -  [Pools（プール）]  をクリックします。

2 デスクトップ プールを選択し、そのプールのステータスを変更します。

オプション 操作

プールを無効にする [Status（ステータス）]  -  [Disable Pool（プールを無効にする）]  をクリックします。

プールを有効にする [ステータス]  -  [Enable Pool（プールの有効化）]  をクリックします。
 

3 [OK]  をクリックします。
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デスクトップ プールのプロビジョニングの無効化または有効化
デスクトップ プールのプロビジョニングを無効にすると、View Manager がプールの新しい仮想マシンのプロビジョニ
ングを停止します。プロビジョニングを無効にした後、再度有効にすることができます。

プールの構成を変更する前に、プロビジョニングを無効にして、古い構成で新しいデスクトップが作成されないようにす

ることができます。さらに、プロビジョニングを無効にして、プールの使用可能な領域がいっぱいに近づいたときに、

View Manager が追加のストレージを使用しないようにすることもできます。

リンク クローン プールでプロビジョニングを無効にすると、View Manager は新しいデスクトップのプロビジョニング
を停止し、デスクトップの再構成または再分散後に、それらがカスタマイズされないようにします。

手順

1 View Administrator で、 [Inventory（インベントリ）]  -  [Pools（プール）]  をクリックします。

2 デスクトップ プールを選択し、そのプールのステータスを変更します。

オプション 操作

プロビジョニングを無効にする [Status（ステータス）]  -  [Disable Provisioning（プロビジョニングを無効にす
る）]  をクリックします。

プロビジョニングを有効にする [Status（ステータス）]  -  [Enable Provisioning（プロビジョニングを有効にす
る）]  をクリックします。

 

3 [OK]  をクリックします。

View Manager からのデスクトップ プールの削除
View Manager からデスクトップ プールを削除すると、ユーザーはプール内のデスクトップにアクセスできなくなります。

vCenter Server の仮想マシンを維持した場合、現在アクティブなセッションのユーザーは、フル仮想マシン デスクトッ
プを使用し続けることができます。ユーザーのログオフ後、ユーザーは削除されたデスクトップにアクセスできなくなり

ます。

リンク クローン デスクトップを使用すると、vCenter Server は常にディスクから仮想マシンを削除します。

重要   View Administrator でデスクトップ プールを削除する前に vCenter Server の仮想マシンを削除しないでくださ
い。この操作によって、View コンポーネントが非整合な状態になる可能性があります。
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手順

1 View Administrator で、 [Inventory（インベントリ）]  -  [Pools（プール）]  をクリックします。

2 デスクトップ プールを選択し、 [Delete（削除）]  をクリックします。

3 プールの削除方法を選択します。

オプション 説明

フル仮想マシン デスクトップを含むプール vCenter Server の仮想マシンを維持するか削除するかを選択します。
ディスクから仮想マシンを削除する場合、アクティブなセッションのユーザーはデス

クトップから切断されます。

vCenter Server の仮想マシンを維持する場合は、アクティブなセッションのユーザー
がデスクトップに接続し続けるか、切断されるかを選択します。

View Composer 通常ディスクを含むリン
ク クローン プール

デスクトップの削除時に、通常ディスクを切断するか削除するかを選択します。

どちらの場合も、vCenter Server はリンク クローン仮想マシンをディスクから削除
します。現在アクティブなセッションのユーザーはリンク クローン デスクトップか
ら切断されます。

通常ディスクを切断する場合、それを別のデスクトップに接続できます。切断した通

常ディスクは、同じデータストアまたは別のデータストアに保存できます。

vCenter Server に OS ディスクを保存して、それらからデータを取り出すこともで
きます。各デスクトップの OS データは基本イメージ ディスクのコピーとともに保存
されるため、保存されたディスクは元のリンク クローン OS ディスクより大きくなる
可能性があります。

View Composer 通常ディスクを含まない
リンク クローン プール

vCenter Server はリンク クローン仮想マシンをディスクから削除します。現在アク
ティブなセッションのユーザーはリンク クローン デスクトップから切断されます。

 

デスクトップ プールが View Connection Server から削除されます。vCenter Server の仮想マシンを維持する場合、
View Manager はそれらにアクセスできません。

View Manager からデスクトップ プールを削除すると、リンク クローン コンピュータ アカウントが Active Directory
から削除されます。フル仮想マシン アカウントは Active Directory 内に残ります。これらのアカウントを削除するには、
Active Directory から手動で削除する必要があります。

ローカル デスクトップを含むプールを削除すると、デスクトップのデータセンター コピーが View Manager から削除さ
れます。クライアントが View Connection Server に接続するか、またはサーバに接続しない最大時間を超えた場合、
ローカル デスクトップは機能しなくなります。フル仮想マシンを vCenter Server に維持することを選択したか、また
は View Composer 通常ディスクを切断して保存した場合、最後のレプリケーションまたはチェックアウト以降にユー
ザーがローカル デスクトップに対して行った変更は仮想マシンや通常ディスクには保持されません。

Adobe Flash の帯域幅の削減
View デスクトップ セッションで実行する Adobe Flash コンテンツの使用する帯域幅の量を減らすことができます。こ
の削減により、全体的な閲覧環境が改善され、デスクトップで実行する他のアプリケーションの応答がよくなる可能性が

あります。

Adobe Flash の品質とスロットルの設定
Adobe Flash の品質およびスロットル モードを設定して、View デスクトップの Adobe Flash コンテンツによって使用
される帯域幅の量を削減できます。

開始する前に

Adobe Flash の品質とスロットル設定について理解しておきます。「Adobe Flash の品質とスロットル (P. 191)」を参
照してください。

手順

1 View Administrator で、 [Inventory（インベントリ）]  -  [Pools（プール）]  をクリックします。

2 プールを選択し、 [Edit（編集）]  をクリックします。
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3 [Pool Settings（プールの設定）]  タブをクリックします。

4 [Adobe Flash quality（Adobe Flash の品質）]  メニューから品質モードを選択します。

5 [Adobe Flash throttling（Adobe Flash のスロットル）]  メニューからスロットル モードを選択します。

6 [OK]  をクリックします。

注意   Adobe Flash の帯域幅削減の設定は、View Client がデスクトップと再接続するまで有効になりません。

Adobe Flash の品質とスロットル
Adobe Flash コンテンツの品質の許容される最大レベルを指定して、Web ページでの設定を上書きできます。Web ペー
ジの Adobe Flash 品質が許容される最大レベルより高い場合、品質は指定されている最大レベルまで下げられます。品
質が低いほど帯域幅が節約されます。

Adobe Flash 帯域幅削減の設定を使用するには、Adobe Flash をフル スクリーン モードで実行していてはいけません。

表 10-3 に使用可能な Adobe Flash のレンダリング品質設定を示します。

表 10-3.  Adobe Flash の品質設定

品質設定 説明

[Do not control（制御しない）] 品質は Web ページの設定で決まります。

[Low（低）] この設定では、帯域幅が最も節約されます。

[中] この設定では、帯域幅の節約は中程度です。

[高] この設定では、帯域幅の節約は最も少なくなります。

品質の最高レベルを指定しないと、デフォルトで  [Low（低）]  に設定されます。

Adobe Flash はタイマー サービスを使用して、特定の時点で画面に表示されるものを更新します。一般的な Adobe Flash
タイマー間隔の値は、4 ～ 50 ミリ秒の範囲です。間隔をスロットルつまり延長すると、フレーム レートを減らすことが
でき、それによって帯域幅を少なくできます。

表 10-4 に使用可能な Adobe Flash のスロットル設定を示します。

表 10-4.  Adobe Flash のスロットル設定

スロットル設定 説明

[Disabled（無効にする）] スロットルは行われません。タイマー間隔は変更されません。

[Conservative（低）] タイマー間隔は 100 ミリ秒です。この設定では、抜けるフレームの数が最も少なくなります。

[Moderate（中）] タイマー間隔は 500 ミリ秒です。

[Aggressive（高）] タイマー間隔は 2500 ミリ秒です。この設定では、抜けるフレームの数が最も多くなります。

オーディオの速度はスロットル設定の選択に関係なく一定です。

Terminal Services セッションでの Internet Explorer による Adobe Flash のスロットルの構
成

Terminal Services セッションで Adobe Flash のスロットルが Internet Explorer で確実に動作するようにするには、
ユーザーがサード パーティ製のブラウザ拡張を有効にする必要があります。

手順

1 View Client を起動し、ユーザーのデスクトップにログインします。

2 Internet Explorer で、 [Tools（ツール）]  -  [Internet Options（インターネット オプション）]  をクリックします。
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3 [Advanced（詳細設定）]  タブをクリックし、 [Enable third-party browser extensions（サード パーティ製のブ
ラウザ拡張を有効にする）]  を選択して、 [OK]  をクリックします。

4 Internet Explorer を再起動します。

デスクトップでの帯域幅削減設定の上書き

デスクトップでマウス カーソルを使用することで、ユーザーは Adobe Flash のコンテンツ表示の設定を上書きできます。

手順

1 View デスクトップで、Internet Explorer を起動して、関連 Adobe Flash コンテンツを参照します。

必要に応じてコンテンツを起動します。

Adobe Flash 設定の構成により、フレームの抜けや再生品質の低下が発生する場合があります。

2 再生中の Adobe Flash コンテンツの内部にマウス カーソルを移動します。

カーソルが Adobe Flash コンテンツの内部にある間、表示品質が向上します。

3 品質の向上を維持するには、Adobe Flash コンテンツの内部をダブルクリックします。

仮想マシン デスクトップの管理
仮想マシン デスクトップを検索、管理、削除し、デスクトップ セッションを管理できます。

アクティブなセッションの表示、切断、再起動

プール内の View デスクトップにアクティブに接続しているユーザーを表示できます。ユーザーをデスクトップから切断
したり、ユーザーを強制的にログオフさせたり、アクティブなセッションを再起動したりできます。

手順

1 View Administrator で、 [Inventory（インベントリ）]  -  [Pool（プール）]  をクリックします。

2 プールをダブルクリックし、 [Sessions（セッション）]  タブをクリックします。

3 デスクトップを選択します。

4 セッションを切断するか、ログオフするか、再起動するかを選択します。

オプション 説明

Disconnect Session（セッションの切断） ユーザーをデスクトップから切断します。セッションはアクティブなままになりま

す。 [Automatically logoff after disconnect（切断後に自動的にログオフ）]  が
[Never（ログオフしない）]  に設定されているか、切断の発生後の指定した時間を超
えていない場合、ユーザーはセッションに再ログインすることができます。

[Automatically logoff after disconnect（切断後に自動的にログオフ）]  設定は、
プールの作成時に設定できます。プールの作成後に設定を編集することもできます。

Logoff Session（セッションのログオフ） ユーザーをデスクトップから切断します。ユーザーがログオフされます。

Reset（リセット） 正常なログオフと切断を行わずに、デスクトップを強制的にシャットダウンして、セッ

ションを再起動します。

Send Message（メッセージの送信） ユーザーのデスクトップに表示されるメッセージを入力できます。
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ユーザーへのデスクトップの割り当て

専用割り当てプールでは、デスクトップの所有者になるユーザーを割り当てることができます。割り当て済みユーザーの

みがそのデスクトップにログインし接続できます。

View Manager は次の状況で、ユーザーにデスクトップを割り当てます。

n プールの作成時に  [Enable automatic assignment（自動割り当てを有効にする）]  設定を選択した場合

注意    [Enable automatic assignment（自動割り当てを有効にする）]  設定を選択した場合、手動でデスクトップ
をユーザーに割り当てることもできます。

n 自動プールの作成時に  [Specify desktop names manually（デスクトップ名を手動で指定する）]  設定を選択し
て、ユーザー名とデスクトップ名を指定した場合

専用割り当てプールのいずれかの設定を選択しない場合、ユーザーはデスクトップにアクセスできません。手動でデスク

トップを各ユーザーに割り当てる必要があります。

また、vdmadmin コマンドを使用してデスクトップをユーザーに割り当てることもできます。「-L オプションを使用した
専用デスクトップの割り当て (P. 317)」を参照してください。

開始する前に

n デスクトップが専用割り当てプールに属していることを確認します。View Administrator では、プール割り当て
は、デスクトップ プールのページの  [Settings（設定）]  タブに表示されます。

n デスクトップが、ローカル モードで使用するためにチェックアウトされていないことを確認します。デスクトップ
がチェックアウトされている間は、ユーザーを割り当てたり、ユーザー割り当てを削除したりすることはできません。

手順

1 View Administrator で、 [Inventory（インベントリ）]  -  [Desktops（デスクトップ）]  をクリックするか、
[Inventory（インベントリ）]  -  [Pools（プール）]  を選択し、プール ID をダブルクリックします。次に、 [Inventory
（インベントリ）]  タブを選択します。

2 デスクトップを選択します。

3 [More Commands（その他のコマンド）]  -  [Assign User（ユーザーの割り当て）]  をクリックします。

4 ユーザーを見つけるかグループを見つけるか選択し、ドメインを選択して、 [Name（名前）]  または  [Description
（説明）]  テキスト ボックスに検索文字列を入力します。

5 ユーザーまたはグループ名を選択し、 [OK]  をクリックします。

専用デスクトップからのユーザーの割り当て解除

専用割り当てプールでは、ユーザーへのデスクトップ割り当てを削除できます。

また、vdmadmin コマンドを使用して、ユーザーへのデスクトップ割り当てを削除することもできます。 詳細について
は、「-L オプションを使用した専用デスクトップの割り当て (P. 317)」を参照してください。

開始する前に

デスクトップが、ローカル モードで使用するためにチェックアウトされていないことを確認します。デスクトップがチェッ
クアウトされている間は、ユーザーを割り当てたり、ユーザー割り当てを削除したりすることはできません。

手順

1 View Administrator で、 [Inventory（インベントリ）]  -  [Desktops（デスクトップ）]  をクリックするか、また
は  [Inventory（インベントリ）]  -  [Pools（プール）]  をクリックし、プール ID をダブルクリックして、 [Inventory
（インベントリ）]  タブを選択します。

2 デスクトップを選択します。
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3 [More Commands（その他のコマンド）]  -  [Unassign User（ユーザーの割り当て解除）]  をクリックします。

4 [OK]  をクリックします。

デスクトップを別のユーザーが使用できるようになり、別のユーザーに割り当てることができます。

メンテナンス モードでの既存のデスクトップのカスタマイズ
デスクトップ プールの作成後、個々のデスクトップをメンテナンス モードにしてカスタマイズ、変更、またはテストす
ることができます。デスクトップがメンテナンス モードである場合、ユーザーはアクセスできません。

既存のデスクトップを 1 つずつメンテナンス モードにします。1 回の操作で、複数のデスクトップをメンテナンス モー
ドから削除できます。

プールの作成時に、デスクトップ名を手動で指定すると、メンテナンス モードでプール内のすべてのデスクトップを起動
できます。詳細については、「メンテナンス モードでのデスクトップのカスタマイズ (P. 110)」を参照してください。

手順

1 View Administrator で、 [Inventory（インベントリ）]  -  [Desktops（デスクトップ）]  をクリックするか、
[Inventory（インベントリ）]  -  [Pools（プール）]  をクリックし、プール ID をダブルクリックします。次に、
[Inventory（インベントリ）]  タブを選択します。

2 デスクトップを選択します。

3 [More Commands（その他のコマンド）]  -  [Enter Maintenance Mode（メンテナンス モードの開始）]  をク
リックします。

4 仮想マシン デスクトップをカスタマイズ、変更、またはテストします。

5 カスタマイズするすべてのデスクトップについて、手順 2 から 手順 4 を繰り返します。

6 カスタマイズしたデスクトップを選択し、 [More Commands（その他のコマンド）]  -  [Exit Maintenance Mode
（メンテナンス モードの終了）]  をクリックします。

変更したデスクトップをユーザーが使用できるようになります。

デスクトップ ステータスの監視
View Administrator のダッシュボードを使用して、View 展開内のデスクトップのステータスをすばやく調査できます。
たとえば、切断されたすべてのデスクトップやメンテナンス モードのデスクトップを表示できます。

開始する前に

デスクトップの状態について理解しておきます。「仮想マシンのデスクトップ ステータス (P. 195)」を参照してください。

手順

1 View Administrator で、 [Dashboard（ダッシュボード）]  をクリックします。

2 [Desktop Status（デスクトップのステータス）]  ペインで、ステータス フォルダを展開します。

オプション 説明

Preparing（準備中） 仮想マシンがプロビジョニング中、削除中、またはメンテナンス モードにある場合の
デスクトップの状態を表示します。

Problem Desktops（問題のあるデスクトッ
プ）

デスクトップのエラー状態を表示します。

Prepared for use（準備完了） デスクトップが使用できるようになったときのデスクトップの状態を表示します。

 

3 デスクトップのステータスを見つけて、その横のハイパーリンクされた番号をクリックします。

[Desktops（デスクトップ）]  ページに選択したステータスのすべてのデスクトップが表示されます。
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次に進む前に

デスクトップ名をクリックしてデスクトップの詳細を表示できます。また、View Administrator の戻る矢印をクリック
してダッシュボード ページに戻ることができます。

仮想マシンのデスクトップ ステータス
vCenter Server によって管理される仮想マシン デスクトップは、動作と可用性がさまざまな状態になる可能性がありま
す。View Administrator で、デスクトップリスト ページの右側の列でデスクトップのステータスを追跡できます。

表 10-5 に、View Administrator で表示される仮想マシン デスクトップの動作状態を示します。デスクトップの状態は
一度に 1 つだけです。

表 10-5.  vCenter Server によって管理される仮想マシン デスクトップのステータス

ステータス 状態のタイプ 説明

プロビジョニング プロビジョニング 仮想マシンがプロビジョニングされています。

Provisioning error（プロ
ビジョニング エラー）

プロビジョニング プロビジョニング中にエラーが発生しました。

Customizing（カスタマイ
ズ）

プロビジョニング 自動プールの仮想マシンがカスタマイズされています。

Deleting（削除） プロビジョニング 仮想マシンが削除としてマークされています。View Manager はすぐに仮想
マシンを削除します。

Waiting for Agent（エー
ジェントの待機）

エージェントの状態 View Connection Server は、手動プール内の仮想マシン上の View Agent
との通信の確立を待機しています。

注意   この状態は、自動プール内の仮想マシンのカスタマイズ状態と同じです。

Startup（スタートアップ） エージェントの状態 View Agent は仮想マシン上で起動されましたが、表示プロトコルなどの他
の必要なサービスがまだ起動中です。たとえば、RDP の起動が完了するま
で、View Agent はクライアント コンピュータとの RDP 接続を確立できま
せん。

Agent unreachable
（エージェントに到達不可）

エージェントの状態 View Connection Server は仮想マシン上の View Agent と通信を確立で
きません。

Configuration error（構
成エラー）

エージェントの状態 RDP または PCoIP などの表示プロトコルが有効になっていません。

Provisioned（プロビジョ
ニング済み）

可用性 仮想マシンがパワーオフになっています。

Available（使用可能） 可用性 仮想マシンがパワーオンされており、アクティブな接続の準備ができていま

す。専用プールで、仮想マシンがユーザーに割り当てられ、ユーザーのログ

イン時に起動します。

Checked out（チェックア
ウト）

セッション状態 ローカル デスクトップの仮想マシンがチェックアウトされています。

Connected（接続） セッション状態 仮想マシンがアクティブなセッション状態にあり、View クライアントへの
アクティブなリモート接続があります。

Disconnected（切断） セッション状態 仮想マシンはアクティブなセッション状態ですが、View クライアントから
切断されています。

Unassigned user
connected（未割り当ての
ユーザーが接続されている）

その他 割り当て済みユーザー以外のユーザーが専用プール内の仮想マシンにログイ

ンしています。

たとえば、この状態は、管理者が vSphere Client を起動し、仮想マシン上
のコンソールを開き、ログインした場合に発生することがあります。

Unassigned user
disconnected（未割り当
てのユーザーが切断されて

いる）

その他 割り当て済みユーザー以外のユーザーがログインしており、専用プール内の

仮想マシンから切断されています。

Unknown（不明） その他 仮想マシンは不明な状態にあります。
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表 10-5.  vCenter Server によって管理される仮想マシン デスクトップのステータス (続き)

ステータス 状態のタイプ 説明

Maintenance mode（メ
ンテナンス モード）

その他 仮想マシンはメンテナンス モードです。ユーザーは仮想マシンにログインす
ることも使用することもできません。

Error（エラー） その他 仮想マシンで不明なエラーが発生しました。

– その他 仮想マシンが上記のいずれかの状態であったときに、障害が発生しました。

ある特定の状態にあるデスクトップで、さらに別の状況が発生している場合もあります。View Administrator では、こ
れらの状況がデスクトップの状態の後に表示されます。たとえば、View Administrator に Customizing（カスタマイズ）

（missing（不明））状態が表示されることがあります。

表 10-6 に、これらの追加の状況を示します。

表 10-6.  デスクトップ ステータスの状況

状況 説明

Missing（不明） 仮想マシンは vCenter Server 内にありません。
通常は、仮想マシンが vCenter Server で削除されたのに、View LDAP 構成にまだデスクトップ
のレコードが含まれています。

Task halted（タスクの停止） 更新、再構成、再分散などの View Composer 操作が停止されました。
再構成操作のトラブルシューティングの詳細については、「失敗した再構成の修正 (P. 175)」を参
照してください。

View Composer のエラー状態の詳細については、「View Composer のプロビジョニング エ
ラー (P. 305)」を参照してください。

Task halted（タスクの停止）状況は、操作のために選択されたが、操作がまだ開始されていな

いすべての仮想マシンに適用されます。プール内にある、操作のために選択されていない仮想マ

シンは Task halted（タスクの停止）状況には置かれません。

View Composer タスクが停止され、仮想マシンが vCenter Server 内にない場合、デスクトップの状態は両方の状況
（missing（不明）、task halted（タスクの停止））になる可能性があります。

View Manager からのデスクトップの削除
View Manager からデスクトップを削除すると、ユーザーはデスクトップにアクセスできなくなります。

vCenter Server の仮想マシンを維持した場合、現在アクティブなセッションのユーザーは、フル仮想マシン デスクトッ
プを使用し続けることができます。ユーザーのログオフ後、ユーザーは削除されたデスクトップにアクセスできなくなり

ます。

リンク クローン デスクトップを使用すると、vCenter Server は常にディスクから仮想マシンを削除します。

注意   View Administrator でデスクトップを削除する前に vCenter Server で仮想マシンを削除しないでください。この
操作によって、View コンポーネントが非整合な状態になる可能性があります。
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手順

1 View Administrator で、 [Inventory（インベントリ）]  -  [Desktops（デスクトップ）]  をクリックします。

2 1 つ以上のデスクトップを選択し、 [Remove（削除）]  をクリックします。

3 デスクトップの削除方法を選択します。

オプション 説明

フル仮想マシン デスクトップを含むプール vCenter Server の仮想マシンを維持するか削除するかを選択します。
ディスクから仮想マシンを削除する場合、アクティブなセッションのユーザーはデス

クトップから切断されます。

vCenter Server の仮想マシンを維持する場合は、アクティブなセッションのユーザー
がデスクトップに接続し続けるか、切断されるかを選択します。

View Composer 通常ディスクを含むリン
ク クローン プール

デスクトップの削除時に、通常ディスクを切断するか削除するかを選択します。

どちらの場合も、vCenter Server はリンク クローン仮想マシンをディスクから削除
します。現在アクティブなセッションのユーザーはリンク クローン デスクトップか
ら切断されます。

通常ディスクを切断する場合、それを別のデスクトップに接続できます。切断した通

常ディスクは、同じデータストアまたは別のデータストアに保存できます。

vCenter Server に OS ディスクを保存して、それらからデータを取り出すこともで
きます。各デスクトップの OS データは基本イメージ ディスクのコピーとともに保存
されるため、保存されたディスクは元のリンク クローン OS ディスクより大きくなる
可能性があります。

View Composer 通常ディスクを含まない
リンク クローン プール

vCenter Server はリンク クローン仮想マシンをディスクから削除します。現在アク
ティブなセッションのユーザーはリンク クローン デスクトップから切断されます。

 

デスクトップが View Connection Server から削除されます。vCenter Server の仮想マシンを維持する場合、View
Manager はそれらにアクセスできません。

View Manager からデスクトップを削除すると、リンク クローン コンピュータ アカウントが Active Directory から削
除されます。フル仮想マシン アカウントは Active Directory 内に残ります。これらのアカウントを削除するには、Active
Directory から手動で削除する必要があります。

ローカル デスクトップを削除すると、デスクトップのデータセンター コピーが View Manager から削除されます。クラ
イアントが View Connection Server に接続するか、またはサーバに接続しない最大時間を超えた場合、ローカル デス
クトップは機能しなくなります。フル仮想マシンを vCenter Server に維持することを選択したか、または View Composer
通常ディスクを切断して保存した場合、最後のレプリケーションまたはチェックアウト以降にユーザーがローカル デスク
トップに対して行った変更は仮想マシンや通常ディスクには保持されません。

外部ファイルへの View 情報のエクスポート
View Administrator で、View 表情報を外部ファイルにエクスポートできます。ユーザーとグループ、プール、デスク
トップ、View Composer 通常ディスク、ThinApp アプリケーション、イベント、および VDI セッションが表示された
表をエクスポートできます。スプレッドシートや別のツールで情報を表示し、管理できます。

たとえば、1 つ以上の View Connection Server インスタンスまたは複製された View Connection Server インスタン
スのグループによって管理されるデスクトップに関する情報を収集できます。各 View Administrator インターフェイス
から  [Desktops（デスクトップ）]  表をエクスポートし、それをスプレッドシートで表示できます。

View Administrator 表をエクスポートすると、カンマ区切りの cvs ファイルに保存されます。この機能では、個々の
ページではなく表全体がエクスポートされます。
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手順

1 View Administrator で、エクスポートする表を表示します。

たとえば、 [Inventory（インベントリ）]  -  [Desktops（デスクトップ）]  をクリックして、デスクトップ表を表示
します。

2 表の右上隅にある  [Export（エクスポート）]  アイコンをクリックします。

マウスでアイコンをポイントすると、Export table contents（エクスポート表の内容）のヒントが表示されます。

3 [Select location for download（ダウンロードする場所の選択）]  ダイアログで、csv ファイルのファイル名を入
力します。

デフォルトのファイル名は global_table_data_export.csv です。

4 ファイルを保存する場所を参照します。

5 [Save（保存）]  をクリックします。

次に進む前に

スプレッドシートまたは別のツールを開いて、csv ファイルを表示します。
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物理コンピュータとターミナル サーバの管
理 11

View Administrator で、vCenter Server によって管理されない View デスクトップを追加、削除、および登録解除でき
ます。非管理対象デスクトップ ソースには、vCenter Server によって管理されない仮想マシン、物理コンピュータ、ブ
レード PC、および Microsoft Terminal Services ソースなどがあります。

注意   非管理対象デスクトップ ソースに影響を与える設定を再構成する場合は、新しい設定が有効になるまでに 10 分程
度かかることがあります。たとえば、 [Global Settings（グローバル設定）]  でメッセージ セキュリティ モードを変更
したり、プールに対する  [Automatically logoff after disconnect（切断後に自動的にログオフ）]  の設定を変更したり
すると、影響を受ける非管理対象デスクトップ ソースを View Manager で再構成するのに 10 分程度かかることがあり
ます。

この章では次のトピックについて説明します。

n プールへの非管理対象デスクトップ ソースの追加 (P. 199)

n プールからの非管理対象デスクトップ ソースの削除 (P. 200)

n 非管理対象のデスクトップを含むプールの削除 (P. 200)

n 非管理対象デスクトップ ソースの登録解除 (P. 200)

n 物理コンピュータとターミナル サーバのデスクトップのステータス (P. 201)

プールへの非管理対象デスクトップ ソースの追加
非管理対象デスクトップ ソースをプールに追加することによって、それらのデスクトップ ソースを使用する手動デスク
トップ プールのサイズを増やすことができます。

開始する前に

非管理対象デスクトップ ソースに View Agent がインストールされていることを確認します。「非管理対象デスクトッ
プ ソースへの View Agent のインストール (P. 41)」を参照してください。

手順

1 View Administrator で、 [Inventory（インベントリ）]  -  [Pools（プール）]  をクリックします。

2 [Pools（プール）]  表の左の列で、手動プールのプール ID をクリックします。

3 [Inventory（インベントリ）]  タブで  [Add（追加）]  をクリックします。

4 [Add Desktop（デスクトップの追加）]  ウィンドウからデスクトップ ソースを選択し、 [OK]  をクリックします。

View Manager によってデスクトップ ソースがプールに追加されます。
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プールからの非管理対象デスクトップ ソースの削除
非管理対象デスクトップ ソースをプールから削除することによって、それらのデスクトップ ソースを使用する手動デス
クトップ プールのサイズを減らすことができます。

手順

1 View Administrator で、 [Inventory（インベントリ）]  -  [Pools（プール）]  をクリックします。

2 プール ID をダブルクリックし、 [Inventory（インベントリ）]  タブを選択します。

3 削除するデスクトップ ソースを選択します。

4 [Remove（削除）]  をクリックします。

5 ユーザーが非管理対象のデスクトップにログインした場合に、セッションを終了するか、セッションをアクティブな

ままにするかを選択します。

オプション 説明

Leave active（アクティブなままにする） アクティブなセッションをユーザーがログオフするまで続行します。View
Connection Server はこれらのセッションを追跡しません。

Terminate（終了する） アクティブなセッションをすぐに終了します。

 

6 [OK]  をクリックします。

View Manager によってプールからデスクトップ ソースが削除されます。

非管理対象のデスクトップを含むプールの削除

非管理対象デスクトップ ソースを含むデスクトップ プールを削除すると、View Manager からそのプールが削除されます。

手順

1 View Administrator で、 [Inventory（インベントリ）]  -  [Pools（プール）]  をクリックします。

2 非管理対象のデスクトップ プールを選択し、 [Delete（削除）]  をクリックします。

3 ユーザーが非管理対象のデスクトップにログインした場合に、セッションを終了するか、セッションをアクティブな

ままにするかを選択します。

オプション 説明

Leave active（アクティブなままにする） アクティブなセッションをユーザーがログオフするまで続行します。View
Connection Server はこれらのセッションを追跡しません。

Terminate（終了する） アクティブなセッションをすぐに終了します。

 

4 [OK]  をクリックします。

非管理対象のデスクトップ プールが View Manager から削除されます。そのプールに属する非管理対象デスクトップ
ソースの登録情報は削除されません。

View Manager から非管理対象デスクトップ ソースを削除するには、それらを登録解除する必要があります。「非管理対
象デスクトップ ソースの登録解除 (P. 200)」を参照してください。

非管理対象デスクトップ ソースの登録解除
View Agent をインストールすると、vCenter Server が管理するデスクトップ ソースがすべて登録されます。登録を解
除することができるのは、非管理対象のデスクトップ ソースだけです。

非管理対象デスクトップ ソースには、vCenter Server によって管理されない仮想マシン、物理コンピュータ、ブレード
PC、および Terminal Services ソースなどがあります。
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登録を解除したデスクトップ ソースは View Manager で使用できなくなります。ソースを再び使用できるようにするに
は、デスクトップ ソースに View Agent を再インストールします。

開始する前に

登録解除するデスクトップ ソースが、どのデスクトップ プールでも使用されていないことを確認します。

手順

1 [View Configuration（View 構成）]  -  [Registered desktop sources（登録済みのデスクトップ ソース）]  をク
リックします。

2 デスクトップ ソースのタイプを選択して、 [Details（詳細）]  をクリックします。

3 登録を解除するデスクトップ ソースを選択して、 [Unregister（登録解除）]  をクリックします。

選択できるデスクトップ ソースは、デスクトップ プールで使用されていないものだけです。

4 [OK]  をクリックして、デスクトップ ソースの登録を解除することを確認します。

これでデスクトップ ソースの登録が解除され、使用できなくなります。

物理コンピュータとターミナル サーバのデスクトップのステータス
vCenter Server によって管理されない物理コンピュータ、ターミナル サーバ、または仮想マシンのデスクトップ ソース
は、動作と可用性がさまざまな状態になる可能性があります。View Administrator で、デスクトップリスト ページの右
側の列でデスクトップのステータスを追跡できます。

表 11-1 に、View Administrator で表示される物理コンピュータとターミナル サーバ のデスクトップの動作状態を示し
ます。デスクトップの状態は一度に 1 つだけです。

表 11-1.  物理コンピュータとターミナル サーバのデスクトップのステータス

ステータス 状態のタイプ 説明

Waiting for Agent（エー
ジェントの待機）

エージェントの状態 View Connection Server は物理コンピュータまたはターミナル サーバのデ
スクトップ上の View Agent から最初の要求の受信を待機しています。

Agent not reachable
（エージェントの到達不能）

エージェントの状態 View Connection Server はデスクトップ上の View Agent と通信を確立
できません。デスクトップ ソース コンピュータはパワーオフされている可能
性があります。

Configuration error（構
成エラー）

エージェントの状態 RDP などの表示プロトコルが有効になっていないか、ターミナル サーバが有
効になっていないか、別のプロトコルが有効になっていません。

Available（使用可能） 可用性 デスクトップ ソース コンピュータがパワーオンされていて、デスクトップは
アクティブな接続の準備ができています。専用プールでは、デスクトップは

ユーザーに割り当てられます。ユーザーがログインすると、デスクトップが

起動します。

Connected（接続） セッション状態 デスクトップがアクティブなセッション状態にあり、View クライアントへ
のアクティブなリモート接続があります。

Disconnected（切断） セッション状態 デスクトップはアクティブなセッション状態ですが、View クライアントか
ら切断されています。

– その他 デスクトップが上記のいずれかの状態であったときに、障害が発生しました。
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View Administrator での ThinApp アプリ
ケーションの管理 12

View Administrator を使用して、VMware ThinApp™ にパッケージ化されたアプリケーションを配布したり、管理し
たりすることができます。View Administrator での ThinApp アプリケーションの管理には、アプリケーション パッケー
ジのキャプチャと格納、View Administrator への ThinApp アプリケーションの追加、デスクトップやプールへの ThinApp
アプリケーションの割り当てなどが含まれます。

View Administrator で ThinApp 管理機能を使用するためのライセンスを持っている必要があります。

この章では次のトピックについて説明します。

n ThinApp アプリケーションに対する View の要件 (P. 203)

n アプリケーション パッケージのキャプチャと格納 (P. 204)

n デスクトップまたはプールへの ThinApp アプリケーションの割り当て (P. 207)

n View Administrator での ThinApp アプリケーションの保守 (P. 214)

n View Administrator での ThinApp アプリケーションの監視とトラブルシューティング (P. 217)

n ThinApp 構成例 (P. 221)

ThinApp アプリケーションに対する View の要件
View Administrator で、View デスクトップに配布される ThinApp アプリケーションをキャプチャして格納する場合
は、いくつかの要件を満たす必要があります。

n アプリケーションは Microsoft Installation（MSI）パッケージとしてパッケージ化する必要があります。

n ThinApp バージョン 4.6 以降を使用して、MSI パッケージを作成または再パッケージ化する必要があります。

n View Connection Server ホストと View デスクトップにアクセス可能な Active Directory ドメイン内に存在する
Windows ネットワーク共有上に MSI パッケージを格納する必要があります。ファイル サーバは、コンピュータ ア
カウントに基づく認証およびファイル アクセス権をサポートする必要があります。

n MSI パッケージをホストするネットワーク共有に対するファイルおよび共有権限を構成して、ビルトイン Active
Directory グループ ドメイン コンピュータに読み取りアクセス権を与える必要があります。ThinApp アプリケー
ションをドメイン コントローラに配布する予定がある場合は、ビルトイン Active Directory グループ ドメイン コ
ントローラにも読み取りアクセス権を与える必要があります。

n ストリーミングされた ThinApp アプリケーション パッケージへのアクセスをユーザーに許可するには、その ThinApp
パッケージをホストするネットワーク共有のユーザー用の NTFS 権限を Read&Execute に設定する必要があります。
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n 不整合な名前空間によって、ドメイン メンバーのコンピュータが MSI パッケージをホストするネットワーク共有へ
のアクセスを妨げられないことを確認します。不整合な名前空間は、Active Directory ドメイン名がそのドメイン内
のマシンで使われる DNS 名前空間の名前と異なる場合に発生します。詳細については、VMware ナレッジ ベース
（KB）の記事 1023309 を参照してください。

n View デスクトップ上でストリーミングされた ThinApp アプリケーションを実行するには、MSI パッケージをホス
トするネットワーク共有にユーザーがアクセスできる必要があります。

アプリケーション パッケージのキャプチャと格納
ThinApp は基盤のオペレーティング システムとそのライブラリおよびフレームワークからアプリケーションを切り離し、
アプリケーションをアプリケーション パッケージと呼ばれる 1 つの実行可能ファイルにバンドルすることによって、アプ
リケーションの仮想化を実現します。

View Administrator で ThinApp アプリケーションを管理するには、ThinApp [セットアップ キャプチャ] ウィザードを
使用してアプリケーションをキャプチャして MSI 形式でパッケージ化し、MSI パッケージをアプリケーション リポジト
リに格納する必要があります。

アプリケーション リポジトリは Windows ネットワーク共有です。ネットワーク共有をアプリケーション リポジトリと
して登録するには、View Administrator を使用します。複数のアプリケーション リポジトリを登録できます。

注意   複数のアプリケーション リポジトリがある場合は、サードパーティ ソリューションを使用して、ロード バランシ
ングと可用性を管理できます。View には、ロード バランシングまたは可用性ソリューションが含まれていません。

ThinApp の機能の詳細および ThinApp [セットアップ キャプチャ] ウィザードの使用方法については、『Introduction
to VMware ThinApp（VMware ThinApp 入門）』および『ThinApp ユーザーズ ガイド』を参照してください。

1 アプリケーションのパッケージ化 (P. 205)

アプリケーションをキャプチャしてパッケージ化するには、ThinApp [セットアップ キャプチャ] ウィザードを使
用します。

2 Windows ネットワーク共有の作成 (P. 205)

View Administrator で、View デスクトップおよびプールに配布される MSI パッケージをホストする Windows
ネットワーク共有を作成する必要があります。

3 アプリケーション リポジトリの登録 (P. 206)

View Administrator で、MSI パッケージをホストする Windows ネットワーク共有をアプリケーション リポジト
リとして登録する必要があります。

4 View Administrator への ThinApp アプリケーションの追加 (P. 206)

ThinApp アプリケーションを View Administrator に追加するには、アプリケーション リポジトリをスキャンし、
ThinApp アプリケーションを選択します。ThinApp アプリケーションを View Administrator に追加した後、そ
の ThinApp アプリケーションをデスクトップやプールに割り当てることができます。

5 ThinApp テンプレートの作成 (P. 207)

View Administrator でテンプレートを作成して、ThinApp アプリケーションのグループを指定できます。テンプ
レートを使用して、アプリケーションを機能、ベンダー、または組織に適したその他の論理グループでグループ化

することができます。
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アプリケーションのパッケージ化

アプリケーションをキャプチャしてパッケージ化するには、ThinApp [セットアップ キャプチャ] ウィザードを使用します。

開始する前に

n http://www.vmware.com/jp/products/thinapp から ThinApp ソフトウェアをダウンロードし、それをクリー
ンなコンピュータにインストールします。View は ThinApp バージョン 4.6 以降をサポートしています。

n 『ThinApp ユーザーズ ガイド』で ThinApp のソフトウェア要件とアプリケーションのパッケージ化手順を理解して
おきます。

手順

1 ThinApp [セットアップ キャプチャ] ウィザードを起動し、ウィザードの指示に従います。

2 ThinApp [セットアップ キャプチャ] ウィザードでプロジェクトの場所の入力を求められたら、 [Build MSI package
（MSI パッケージの構築）]  を選択します。

3 アプリケーションを View デスクトップにストリーミングする予定がある場合は、package.ini ファイルで
MSIStreaming プロパティを 1 に設定します。

 MSIStreaming=1

ThinApp [セットアップ キャプチャ] ウィザードによって、そのアプリケーション、つまりアプリケーションの実行に必
要なすべてのコンポーネントとアプリケーション自体が MSI パッケージにカプセル化されます。

次に進む前に

MSI パッケージを格納するための Windows ネットワーク共有を作成します。

Windows ネットワーク共有の作成
View Administrator で、View デスクトップおよびプールに配布される MSI パッケージをホストする Windows ネット
ワーク共有を作成する必要があります。

開始する前に

n ThinApp [セットアップ キャプチャ] ウィザードを使用して、アプリケーションをパッケージ化します。

n ネットワーク共有が、ThinApp アプリケーションを格納するための View 要件を満たしていることを確認します。
詳細については、「ThinApp アプリケーションに対する View の要件 (P. 203)」を参照してください。

手順

1 View Connection Server ホストと View デスクトップの両方にアクセス可能な Active Directory ドメイン内のコ
ンピュータに共有フォルダを作成します。

2 その共有フォルダに対するファイルおよび共有権限を構成して、ビルトイン Active Directory グループ ドメイン コ
ンピュータに読み取りアクセス権を与えます。

3 ThinApp アプリケーションをドメイン コントローラに割り当てる予定がある場合は、ビルトイン Active Directory
グループ ドメイン コントローラに読み取りアクセス権を与えます。

4 ストリーミングされた ThinApp アプリケーション パッケージを使用する予定がある場合は、ThinApp パッケージ
をホストするネットワーク共有の NTFS アクセス権をユーザーに対して Read&Execute に設定します。

5 MSI パッケージを共有フォルダにコピーします。

次に進む前に

View Administrator で、Windows ネットワーク共有をアプリケーション リポジトリとして登録します。
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アプリケーション リポジトリの登録
View Administrator で、MSI パッケージをホストする Windows ネットワーク共有をアプリケーション リポジトリとし
て登録する必要があります。

複数のアプリケーション リポジトリを登録できます。

開始する前に

Windows ネットワーク共有を作成します。

手順

1 View Administrator で、 [View Configuration（View 構成）]  -  [ThinApp Configuration（ThinApp 構成）]
を選択し、 [Add Repository（リポジトリの追加）]  をクリックします。

2 [Display name（表示名）]  テキスト ボックスに、アプリケーション リポジトリの表示名を入力します。

3 [Share path（共有パス）]  テキスト ボックスに、アプリケーション パッケージをホストする Windows ネットワー
ク共有へのパスを入力します。

ネットワーク共有パスは、¥¥<ServerComputerName>¥<ShareName> の形式である必要があります。
<ServerComputerName> はサーバ コンピュータの DNS 名です。IP アドレスを指定しないでください。

例：¥¥server.domain.com¥MSIPackages

4 [Save（保存）]  をクリックして、View Administrator にアプリケーション リポジトリを登録します。

View Administrator への ThinApp アプリケーションの追加
ThinApp アプリケーションを View Administrator に追加するには、アプリケーション リポジトリをスキャンし、
ThinApp アプリケーションを選択します。ThinApp アプリケーションを View Administrator に追加した後、その
ThinApp アプリケーションをデスクトップやプールに割り当てることができます。

開始する前に

View Administrator にアプリケーション リポジトリを登録します。

手順

1 View Administrator で  [Inventory（インベントリ）]  -  [ThinApps（ThinApp）]  を選択します。

2 [Summary（サマリ）]  タブで、 [Scan new ThinApps（新しい ThinApp のスキャン）]  をクリックします。

3 スキャンするアプリケーション リポジトリとフォルダを選択し、 [Next（次へ）]  をクリックします。

アプリケーション リポジトリにサブフォルダが含まれている場合は、ルート フォルダを展開してサブフォルダを選
択できます。

4 View Administrator に追加する ThinApp アプリケーションを選択します。

<Ctrl> キーまたは <Shift> キーを押しながらクリックして、複数の ThinApp アプリケーションを選択できます。

5 [Scan（スキャン）]  をクリックして、選択した MSI パッケージのスキャンを開始します。

スキャンを停止する必要がある場合は、 [Stop Scan（スキャンの停止）]  をクリックできます。

View Administrator は、各スキャン操作のステータスと、View Administrator に追加された ThinApp アプリケー
ションの数を報告します。すでに View Administrator に存在するアプリケーションを選択しても、そのアプリケー
ションが再び追加されることはありません。

6 [Finish（完了）]  をクリックします。

新しい ThinApp アプリケーションが  [Summary（サマリ）]  タブに表示されます。
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次に進む前に

（オプション）ThinApp テンプレートを作成します。

ThinApp テンプレートの作成
View Administrator でテンプレートを作成して、ThinApp アプリケーションのグループを指定できます。テンプレート
を使用して、アプリケーションを機能、ベンダー、または組織に適したその他の論理グループでグループ化することがで

きます。

ThinApp テンプレートを使用すると、複数のアプリケーションの配布を効率化できます。ThinApp テンプレートをデス
クトップまたはプールに割り当てると、View Administrator は、現在そのテンプレートに含まれているすべてのアプリ
ケーションをインストールします。

ThinApp テンプレートの作成はオプションです。

注意   ThinApp テンプレートをデスクトップまたはプールに割り当てた後にそのテンプレートにアプリケーションを追加
した場合、View Administrator は、その新しいアプリケーションをデスクトップまたはプールに自動的には割り当てま
せん。以前にデスクトップまたはプールに割り当てられた ThinApp テンプレートからアプリケーションを削除した場合、
そのアプリケーションはデスクトップまたはプールに割り当てられたままになります。

開始する前に

選択した ThinApp アプリケーションを View Administrator に追加します。

手順

1 View Administrator で、 [Inventory（インベントリ）]  -  [ThinApps（ThinApp）]  を選択し、 [New Template
（新規テンプレート）]  をクリックします。

2 テンプレートの名前を入力し、 [Add（追加）]  をクリックします。

使用可能なすべての ThinApp アプリケーションが表に表示されます。

3 特定の ThinApp アプリケーションを見つけるには、 [Find（検索）]  テキスト ボックスにアプリケーションの名前
を入力し、 [Find（検索）]  をクリックします。

4 テンプレートに含める ThinApp アプリケーションを選択し、 [Add（追加）]  をクリックします。

<Ctrl> キーまたは <Shift> キーを押しながらクリックして、複数のアプリケーションを選択できます。

5 [OK]  をクリックしてテンプレートを保存します。

デスクトップまたはプールへの ThinApp アプリケーションの割り当て
View デスクトップに ThinApp アプリケーションをインストールするには、View Administrator を使用して ThinApp
アプリケーションをデスクトップまたはプールに割り当てます。

ThinApp アプリケーションをデスクトップに割り当てると、View Administrator は数分後にデスクトップへのアプリ
ケーションのインストールを開始します。ThinApp アプリケーションをプールに割り当てると、ユーザーがそのプール
内のデスクトップに初めてログインしたときに、View Administrator はアプリケーションのインストールを開始します。

Streaming（ストリーミン
グ）

View Administrator は、デスクトップに ThinApp アプリケーションへのショート
カットをインストールします。このショートカットは、リポジトリをホストするネット

ワーク共有上の ThinApp アプリケーションを参照します。ストリーミングされた
ThinApp アプリケーションを実行するには、ユーザーがそのネットワーク共有にアク
セスできる必要があります。

Full（完全） View Administrator は、ローカル ファイル システムに完全な ThinApp アプリケー
ションをインストールします。
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ThinApp アプリケーションのインストールにかかる時間は、そのアプリケーションのサイズによって異なります。

重要   ThinApp アプリケーションは、仮想マシン ソースがあるデスクトップやプールにのみ割り当てることができます。
ThinApp アプリケーションをターミナル サーバ、ブレード PC、または従来の PC に割り当てることはできません。

n ThinApp アプリケーションを割り当てるためのベスト プラクティス (P. 208)

ThinApp アプリケーションをデスクトップやプールに割り当てるときは、ベスト プラクティスに従ってください。

n 複数のデスクトップへの ThinApp アプリケーションの割り当て (P. 209)

特定の ThinApp を 1 つ以上のデスクトップに割り当てることができます。

n 特定のデスクトップへの複数の ThinApp アプリケーションの割り当て (P. 209)

1 つ以上の ThinApp アプリケーションを特定のデスクトップに割り当てることができます。

n 複数のプールへの ThinApp アプリケーションの割り当て (P. 210)

特定の ThinApp アプリケーションを 1 つ以上のプールに割り当てることができます。

n 特定のプールへの複数の ThinApp アプリケーションの割り当て (P. 211)

1 つ以上の ThinApp アプリケーションを特定のプールに割り当てることができます。

n デスクトップまたはプールへの ThinApp テンプレートの割り当て (P. 212)

ThinApp テンプレートをデスクトップまたはプールに割り当てることによって、複数の ThinApp アプリケーショ
ンの配布を効率化できます。

n ThinApp アプリケーション割り当ての確認 (P. 213)

特定の ThinApp アプリケーションが現在割り当てられているすべてのデスクトップとプールを確認できます。ま
た、特定のデスクトップまたはプールに割り当てられているすべての ThinApp アプリケーションを確認すること
もできます。

n MSI パッケージ情報の表示 (P. 214)

ThinApp アプリケーションを View Administrator に追加した後、そのアプリケーションの MSI パッケージに関
する情報を表示できます。

ThinApp アプリケーションを割り当てるためのベスト プラクティス
ThinApp アプリケーションをデスクトップやプールに割り当てるときは、ベスト プラクティスに従ってください。

n ThinApp アプリケーションを特定のデスクトップにインストールするには、そのデスクトップにアプリケーション
を割り当てます。デスクトップに一般的な命名規則を使用すると、デスクトップ割り当てを使用して、その命名規則

を使用するすべてのデスクトップにアプリケーションをすばやく配布することができます。

n ThinApp アプリケーションをプール内のすべてのデスクトップにインストールするには、そのプールにアプリケー
ションを割り当てます。プールを部門またはユーザーの種類ごとに構成すると、プール割り当てを使用して、特定の

部門またはユーザーにアプリケーションをすばやく配布することができます。たとえば、会計部門のユーザー用の

プールがある場合は、アプリケーションを会計プールに割り当てることによって、同じアプリケーションを会計部門

内のすべてのユーザーに配布できます。

n 複数の ThinApp アプリケーションの配布を効率化するには、それらのアプリケーションを ThinApp テンプレート
内に含めます。ThinApp テンプレートをデスクトップまたはプールに割り当てると、View Administrator は、現
在そのテンプレートに含まれているすべてのアプリケーションをインストールします。
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n ThinApp テンプレートに、デスクトップまたはプールにすでに割り当てられている ThinApp アプリケーションが
含まれている場合は、テンプレートをそのデスクトップまたはプールに割り当てないでください。また、別のインス

トール タイプを使用して同じデスクトップまたはプールに複数回 ThinApp テンプレートを割り当てることはできま
せん。このどちらの場合も、View Administrator は ThinApp 割り当てエラーを返します。

n ThinApp アプリケーションのローカル デスクトップへの割り当てはサポートされていませんが、View Administrator
でその実行が妨げられることはありません。ThinApp アプリケーションをローカル デスクトップに割り当てたい場
合は、特定の要件を満たす必要があります。詳細については、『VMware View アーキテクチャ プランニング』ド
キュメントを参照してください。

複数のデスクトップへの ThinApp アプリケーションの割り当て
特定の ThinApp を 1 つ以上のデスクトップに割り当てることができます。

開始する前に

アプリケーション リポジトリをスキャンし、選択した ThinApp アプリケーションを View Administrator に追加しま
す。「View Administrator への ThinApp アプリケーションの追加 (P. 206)」を参照してください。

手順

1 [Inventory（インベントリ）]  -  [ThinApps（ThinApp）]  を選択し、ThinApp アプリケーションを選択します。

2 [Add Assignment（割り当ての追加）]  ドロップダウン メニューから、 [Desktops（デスクトップ）]  を選択しま
す。

その ThinApp アプリケーションがまだ割り当てられていないデスクトップが表に表示されます。

オプション 操作

特定のデスクトップを検索する [Find（検索）]  テキスト ボックスにデスクトップの名前を入力し、 [Find（検索）]
をクリックします。

同じ命名規則に従うすべてのデスクトップを

検索する

[Find（検索）]  テキスト ボックスにデスクトップ名の一部を入力し、 [Find（検
索）]  をクリックします。

 

3 ThinApp アプリケーションを割り当てるデスクトップを選択し、 [Add（追加）]  をクリックします。

<Ctrl> キーまたは <Shift> キーを押しながらクリックして、複数のデスクトップを選択できます。

4 インストール タイプを選択し、 [OK]  をクリックします。

オプション 操作

Streaming（ストリーミング） デスクトップにアプリケーションへのショートカットをインストールします。この

ショートカットは、リポジトリをホストするネットワーク共有上のアプリケーション

を参照します。アプリケーションを実行するには、ユーザーがそのネットワーク共有

にアクセスできる必要があります。

Full（完全） ローカル ファイル システムに完全なアプリケーションをインストールします。
 
両方のインストール タイプをサポートしていない ThinApp アプリケーションもあります。アプリケーション パッ
ケージがどのように作成されたかによって、どのインストール タイプを使用できるかが決まります。

View Administrator は数分後に ThinApp アプリケーションのインストールを開始します。インストールが完了すると、
デスクトップのすべてのユーザーがそのアプリケーションを使用できるようになります。

特定のデスクトップへの複数の ThinApp アプリケーションの割り当て
1 つ以上の ThinApp アプリケーションを特定のデスクトップに割り当てることができます。

開始する前に

アプリケーション リポジトリをスキャンし、選択した ThinApp アプリケーションを View Administrator に追加しま
す。「View Administrator への ThinApp アプリケーションの追加 (P. 206)」を参照してください。
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手順

1 [Inventory（インベントリ）]  -  [Desktops（デスクトップ）]  を選択し、 [Desktop（デスクトップ）]  列のデス
クトップの名前をダブルクリックします。

2 [Summary（サマリ）]  タブで、ThinApp ペインの  [Add Assignment（割り当ての追加）]  をクリックします。

デスクトップにまだ割り当てられていない ThinApp アプリケーションが表に表示されます。

3 特定のアプリケーションを見つけるには、 [Find（検索）]  テキスト ボックスにアプリケーションの名前を入力
し、 [Find（検索）]  をクリックします。

4 デスクトップに割り当てる ThinApp アプリケーションを選択し、 [Add（追加）]  をクリックします。

複数のアプリケーションを追加するには、この手順を繰り返します。

5 インストール タイプを選択し、 [OK]  をクリックします。

オプション 操作

Streaming（ストリーミング） デスクトップにアプリケーションへのショートカットをインストールします。この

ショートカットは、リポジトリをホストするネットワーク共有上のアプリケーション

を参照します。アプリケーションを実行するには、ユーザーがそのネットワーク共有

にアクセスできる必要があります。

Full（完全） ローカル ファイル システムに完全なアプリケーションをインストールします。
 
両方のインストール タイプをサポートしていない ThinApp アプリケーションもあります。アプリケーション パッ
ケージがどのように作成されたかによって、どのインストール タイプを使用できるかが決まります。

View Administrator は数分後に ThinApp アプリケーションのインストールを開始します。インストールが完了すると、
デスクトップのすべてのユーザーがそれらのアプリケーションを使用できるようになります。

複数のプールへの ThinApp アプリケーションの割り当て
特定の ThinApp アプリケーションを 1 つ以上のプールに割り当てることができます。

ThinApp アプリケーションをリンク クローン プールに割り当て、後でそのプールを更新、再構成、または再分散する
と、View Administrator によってそのアプリケーションが自動的に再インストールされます。アプリケーションを手動
で再インストールする必要はありません。

開始する前に

アプリケーション リポジトリをスキャンし、選択した ThinApp アプリケーションを View Administrator に追加しま
す。「View Administrator への ThinApp アプリケーションの追加 (P. 206)」を参照してください。

手順

1 [Inventory（インベントリ）]  -  [ThinApps（ThinApp）]  を選択し、ThinApp アプリケーションを選択します。

2 [Add Assignment（割り当ての追加）]  ドロップダウン メニューから、 [Pools（プール）]  を選択します。

その ThinApp アプリケーションがまだ割り当てられていないプールが表に表示されます。

オプション 操作

特定のプールを検索する [Find（検索）]  テキスト ボックスにプールの名前を入力し、 [Find（検索）]  をク
リックします。

同じ命名規則に従うすべてのプールを検索す

る

[Find（検索）]  テキスト ボックスにプール名の一部を入力し、 [Find（検索）]  をク
リックします。
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3 ThinApp アプリケーションを割り当てるプールを選択し、 [Add（追加）]  をクリックします。

<Ctrl> キーまたは <Shift> キーを押しながらクリックして、複数のプールを選択できます。

4 インストール タイプを選択し、 [OK]  をクリックします。

オプション 操作

Streaming（ストリーミング） デスクトップにアプリケーションへのショートカットをインストールします。この

ショートカットは、リポジトリをホストするネットワーク共有上のアプリケーション

を参照します。アプリケーションを実行するには、ユーザーがそのネットワーク共有

にアクセスできる必要があります。

Full（完全） ローカル ファイル システムに完全なアプリケーションをインストールします。
 
両方のインストール タイプをサポートしていない ThinApp アプリケーションもあります。アプリケーション パッ
ケージがどのように作成されたかによって、どのインストール タイプを使用できるかが決まります。

ユーザーがそのプール内のデスクトップに初めてログインしたときに、View Administrator は ThinApp アプリケーショ
ンのインストールを開始します。インストールが完了すると、デスクトップのすべてのユーザーがそのアプリケーション

を使用できるようになります。

特定のプールへの複数の ThinApp アプリケーションの割り当て
1 つ以上の ThinApp アプリケーションを特定のプールに割り当てることができます。

ThinApp アプリケーションをリンク クローン プールに割り当て、後でそのプールを更新、再構成、または再分散する
と、View Administrator によってそのアプリケーションが自動的に再インストールされます。アプリケーションを手動
で再インストールする必要はありません。

開始する前に

アプリケーション リポジトリをスキャンし、選択した ThinApp アプリケーションを View Administrator に追加しま
す。「View Administrator への ThinApp アプリケーションの追加 (P. 206)」を参照してください。

手順

1 [Inventory（インベントリ）]  -  [Pools（プール）]  を選択し、プール ID をダブルクリックします。

2 [Inventory（インベントリ）]  タブで、 [ThinApps（ThinApp）]  をクリックし、 [Add Assignment（割り当て
の追加）]  をクリックします。

プールにまだ割り当てられていない ThinApp アプリケーションが表に表示されます。

3 特定のアプリケーションを見つけるには、 [Find（検索）]  テキスト ボックスに ThinApp アプリケーションの名前
を入力し、 [Find（検索）]  をクリックします。
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4 プールに割り当てる ThinApp アプリケーションを選択し、 [Add（追加）]  をクリックします。

複数のアプリケーションを選択するには、この手順を繰り返します。

5 インストール タイプを選択し、 [OK]  をクリックします。

オプション 操作

Streaming（ストリーミング） デスクトップにアプリケーションへのショートカットをインストールします。この

ショートカットは、リポジトリをホストするネットワーク共有上のアプリケーション

を参照します。アプリケーションを実行するには、ユーザーがそのネットワーク共有

にアクセスできる必要があります。

Full（完全） ローカル ファイル システムに完全なアプリケーションをインストールします。
 
両方のインストール タイプをサポートしていない ThinApp アプリケーションもあります。アプリケーション パッ
ケージがどのように作成されたかによって、どのインストール タイプを使用できるかが決まります。

ユーザーがそのプール内のデスクトップに初めてログインしたときに、View Administrator は ThinApp アプリケーショ
ンのインストールを開始します。インストールが完了すると、デスクトップのすべてのユーザーがそれらのアプリケーショ

ンを使用できるようになります。

デスクトップまたはプールへの ThinApp テンプレートの割り当て
ThinApp テンプレートをデスクトップまたはプールに割り当てることによって、複数の ThinApp アプリケーションの配
布を効率化できます。

ThinApp テンプレートをデスクトップまたはプールに割り当てると、View Administrator は、現在そのテンプレートに
含まれている ThinApp アプリケーションをインストールします。

開始する前に

ThinApp テンプレートを作成します。「ThinApp テンプレートの作成 (P. 207)」を参照してください。

手順

1 View Administrator で  [Inventory（インベントリ）]  -  [ThinApps（ThinApp）]  を選択します。

2 ThinApp テンプレートを選択します。

3 [Add Assignment（割り当ての追加）]  ドロップダウン メニューから、 [Desktops（デスクトップ）]  または  [Pools
（プール）]  を選択します。

すべてのデスクトップまたはプールが表に表示されます。

オプション 操作

特定のデスクトップまたはプールを検索する [Find（検索）]  テキスト ボックスにデスクトップまたはプールの名前を入力し、
[Find（検索）]  をクリックします。

同じ命名規則に従うすべてのデスクトップま

たはプールを検索する

[Find（検索）]  テキスト ボックスにデスクトップ名またはプール名の一部を入力
し、 [Find（検索）]  をクリックします。
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4 ThinApp テンプレートを割り当てるデスクトップまたはプールを選択し、 [Add（追加）]  をクリックします。

複数のデスクトップまたはプールを選択するには、この手順を繰り返します。

5 インストール タイプを選択し、 [OK]  をクリックします。

オプション 操作

Streaming（ストリーミング） デスクトップにアプリケーションへのショートカットをインストールします。この

ショートカットは、リポジトリをホストするネットワーク共有上のアプリケーション

を参照します。アプリケーションを実行するには、ユーザーがそのネットワーク共有

にアクセスできる必要があります。

Full（完全） ローカル ファイル システムに完全なアプリケーションをインストールします。
 
両方のインストール タイプをサポートしていない ThinApp アプリケーションもあります。アプリケーション パッ
ケージがどのように作成されたかによって、どのインストール タイプを使用できるかが決まります。

ThinApp テンプレートをデスクトップに割り当てると、View Administrator は数分後にテンプレート内のアプリケー
ションのインストールを開始します。ThinApp テンプレートをプールに割り当てると、ユーザーがそのプール内のデス
クトップに初めてログインしたときに、View Administrator はテンプレート内のアプリケーションのインストールを開
始します。インストールが完了すると、デスクトップまたはプールのすべてのユーザーがそれらのアプリケーションを使

用できるようになります。

ThinApp テンプレートに、デスクトップまたはプールにすでに割り当てられているアプリケーションが含まれている場
合、View Administrator はアプリケーション割り当てエラーを返します。

ThinApp アプリケーション割り当ての確認
特定の ThinApp アプリケーションが現在割り当てられているすべてのデスクトップとプールを確認できます。また、特
定のデスクトップまたはプールに割り当てられているすべての ThinApp アプリケーションを確認することもできます。

開始する前に

「ThinApp アプリケーションのインストール ステータス値 (P. 214)」で ThinApp インストール ステータス値について
理解しておきます。

手順

u 確認する ThinApp アプリケーション割り当てを選択します。

オプション 操作

特定の ThinApp アプリケーションが割り当
てられているすべてのデスクトップとプール

を確認する

[Inventory（インベントリ）]  -  [ThinApps（ThinApp）]  を選択し、ThinApp ア
プリケーションの名前をダブルクリックします。

[Assignments（割り当て）]  タブに、そのアプリケーションが現在割り当てられて
いるデスクトップとプール、およびインストール タイプが表示されます。
[Desktops（デスクトップ）]  タブに、そのアプリケーションに現在関連付けられて
いるデスクトップ、およびインストール ステータス情報が表示されます。
注意   ThinApp アプリケーションをプールに割り当てた場合、そのプール内のデスク
トップは、アプリケーションのインストール後に  [Desktops（デスクトップ）]  タブ
に表示されます。

特定のデスクトップに割り当てられているす

べての ThinApp アプリケーションを確認す
る

[Inventory（インベントリ）]  -  [Desktops（デスクトップ）]  を選択し、 [Desktop
（デスクトップ）]  列のデスクトップの名前をダブルクリックします。
[Summary（サマリ）]  タブの ThinApp ペインに、そのデスクトップに現在割り当
てられている各アプリケーション、およびインストール ステータスが表示されます。

特定のプールに割り当てられているすべて

の ThinApp アプリケーションを確認する
[Inventory（インベントリ）]  -  [Pools（プール）]  を選択し、プール ID をダブル
クリックします。次に、 [Inventory（インベントリ）]  タブを選択し、 [ThinApps
（ThinApp）]  をクリックします。
[ThinApp Assignments（ThinApp 割り当て）]  ペインに、そのプールに現在割り
当てられている各アプリケーションが表示されます。
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ThinApp アプリケーションのインストール ステータス値

ThinApp アプリケーションをデスクトップまたはプールに割り当てると、View Administrator にインストールのステー
タスが表示されます。

表 12-1 describes each status value.

表 12-1.  ThinApp アプリケーションのインストール ステータス

ステータス 説明

Assigned（割り当て済み） ThinApp アプリケーションはデスクトップに割り当てられています。

Install Error（インストール エ
ラー）

View Administrator が ThinApp アプリケーションをインストールしようとしたときにエラーが発
生しました。

Uninstall Error（アンインストー
ル エラー）

View Administrator が ThinApp アプリケーションをアンインストールしようとしたときにエラー
が発生しました。

Installed（インストール済み） ThinApp アプリケーションはインストールされています。

Pending Install（インストールの
保留中）

View Administrator は ThinApp アプリケーションをインストールしようとしています。
このステータスのアプリケーションを割り当て解除することはできません。

注意   この値は、プール内のデスクトップには表示されません。

Pending Uninstall（アンインス
トールの保留中）

View Administrator は ThinApp アプリケーションをアンインストールしようとしています。

MSI パッケージ情報の表示
ThinApp アプリケーションを View Administrator に追加した後、そのアプリケーションの MSI パッケージに関する情
報を表示できます。

手順

1 View Administrator で  [Inventory（インベントリ）]  -  [ThinApps（ThinApp）]  を選択します。

[Summary（サマリ）]  タブに、現在使用可能なアプリケーションが一覧表示され、完全割り当てとストリーミング
割り当ての数が表示されます。

2 [ThinApp]  列のアプリケーションの名前をダブルクリックします。

3 MSI パッケージに関する一般的な情報を表示するには、 [Summary（サマリ）]  タブを選択します。

4 MSI パッケージに関する詳細情報を表示するには、 [Package Info（パッケージ情報）]  をクリックします。

View Administrator での ThinApp アプリケーションの保守
View Administrator での ThinApp アプリケーションの保守には、ThinApp アプリケーション割り当ての削除、ThinApp
アプリケーションおよびアプリケーション リポジトリの削除、ThinApp テンプレートの変更や削除などのタスクが含ま
れます。

注意   ThinApp アプリケーションをアップグレードするには、アプリケーションの古いバージョンを割り当て解除して削
除し、新しいバージョンを追加して割り当てる必要があります。

n 複数のデスクトップからの ThinApp アプリケーション割り当ての削除 (P. 215)

特定の ThinApp アプリケーションへの割り当てを 1 つ以上のデスクトップから削除できます。

n 特定のデスクトップからの複数の ThinApp アプリケーション割り当ての削除 (P. 215)

1 つ以上の ThinApp アプリケーションへの割り当てを特定のデスクトップから削除できます。

n 複数のプールからの ThinApp アプリケーション割り当ての削除 (P. 216)

特定の ThinApp アプリケーションへの割り当てを 1 つ以上のプールから削除できます。
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n 特定のプールからの複数の ThinApp アプリケーション割り当ての削除 (P. 216)

1 つ以上の ThinApp アプリケーション割り当てを特定のプールから削除できます。

n View Administrator からの ThinApp アプリケーションの削除 (P. 216)

ThinApp アプリケーションを View Administrator から削除すると、そのアプリケーションをデスクトップやプー
ルに割り当てることができなくなります。

n ThinApp テンプレートの変更または削除 (P. 217)

アプリケーションを ThinApp テンプレートに追加したり、ThinApp テンプレートから削除したりできます。ま
た、ThinApp テンプレートを削除することもできます。

n アプリケーション リポジトリの削除 (P. 217)

アプリケーション リポジトリを View Administrator から削除できます。

複数のデスクトップからの ThinApp アプリケーション割り当ての削除
特定の ThinApp アプリケーションへの割り当てを 1 つ以上のデスクトップから削除できます。

開始する前に

デスクトップのユーザーに、アプリケーションを削除しようとしていることを通知します。

手順

1 [Inventory（インベントリ）]  -  [ThinApps（ThinApp）]  を選択し、ThinApp アプリケーションの名前をダブル
クリックします。

2 [Assignments（割り当て）]  タブで、デスクトップを選択し、 [Remove Assignment（割り当ての削除）]  をク
リックします。

<Ctrl> キーまたは <Shift> キーを押しながらクリックして、複数のデスクトップを選択できます。

View Administrator は数分後に ThinApp アプリケーションをアンインストールします。

重要   View Administrator が ThinApp アプリケーションをアンインストールしようとした時点でエンド ユーザーがそ
のアプリケーションを使用している場合、アンインストールは失敗し、アプリケーションのステータスが Uninstall Error
（アンインストール エラー）に変わります。このエラーが発生したときは、まず ThinApp アプリケーション ファイルを
View デスクトップから手動でアンインストールし、次に View Administrator で  [Force Clear Assignment（割り当て
の強制クリア）]  をクリックする必要があります。

特定のデスクトップからの複数の ThinApp アプリケーション割り当ての削除
1 つ以上の ThinApp アプリケーションへの割り当てを特定のデスクトップから削除できます。

開始する前に

デスクトップのユーザーに、アプリケーションを削除しようとしていることを通知します。

手順

1 [Inventory（インベントリ）]  -  [Desktops（デスクトップ）]  を選択し、 [Desktop（デスクトップ）]  列のデス
クトップの名前をダブルクリックします。

2 [Summary（サマリ）]  タブで、ThinApp アプリケーションを選択し、ThinApp ペインの  [Remove Assignment
（割り当ての削除）]  をクリックします。

別のアプリケーション割り当てを削除するには、この手順を繰り返します。
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View Administrator は数分後に ThinApp アプリケーションをアンインストールします。

重要   View Administrator が ThinApp アプリケーションをアンインストールしようとした時点でエンド ユーザーがそ
のアプリケーションを使用している場合、アンインストールは失敗し、アプリケーションのステータスが Uninstall Error
（アンインストール エラー）に変わります。このエラーが発生したときは、まず ThinApp アプリケーション ファイルを
View デスクトップから手動でアンインストールし、次に View Administrator で  [Force Clear Assignment（割り当て
の強制クリア）]  をクリックする必要があります。

複数のプールからの ThinApp アプリケーション割り当ての削除
特定の ThinApp アプリケーションへの割り当てを 1 つ以上のプールから削除できます。

開始する前に

プール内のデスクトップのユーザーに、アプリケーションを削除しようとしていることを通知します。

手順

1 [Inventory（インベントリ）]  -  [ThinApps（ThinApp）]  を選択し、ThinApp アプリケーションの名前をダブル
クリックします。

2 [Assignments（割り当て）]  タブで、プールを選択し、 [Remove Assignment（割り当ての削除）]  をクリック
します。

<Ctrl> キーまたは <Shift> キーを押しながらクリックして、複数のプールを選択できます。

ユーザーがそのプール内のデスクトップに初めてログインしたときに、View Administrator は ThinApp アプリケーショ
ンをアンインストールします。

特定のプールからの複数の ThinApp アプリケーション割り当ての削除
1 つ以上の ThinApp アプリケーション割り当てを特定のプールから削除できます。

開始する前に

プール内のデスクトップのユーザーに、アプリケーションを削除しようとしていることを通知します。

手順

1 [Inventory（インベントリ）]  -  [Pools（プール）]  を選択し、プール ID をダブルクリックします。

2 [Inventory（インベントリ）]  タブで、 [ThinApps（ThinApp）]  をクリックし、ThinApp アプリケーションを選
択して、 [Remove Assignment（割り当ての削除）]  をクリックします。

複数のアプリケーションを削除するには、この手順を繰り返します。

ユーザーがそのプール内のデスクトップに初めてログインしたときに、View Administrator は ThinApp アプリケーショ
ンをアンインストールします。

View Administrator からの ThinApp アプリケーションの削除
ThinApp アプリケーションを View Administrator から削除すると、そのアプリケーションをデスクトップやプールに
割り当てることができなくなります。

組織で ThinApp アプリケーションを別のベンダーのアプリケーションに置き換えることを決定した場合は、その ThinApp
アプリケーションの削除が必要になることがあります。

注意   ThinApp アプリケーションがデスクトップまたはプールにすでに割り当てられている場合や、Pending Uninstall
（アンインストールの保留中）状態にある場合は、その ThinApp アプリケーションを削除できません。
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開始する前に

ThinApp アプリケーションが現在デスクトップまたはプールに割り当てられている場合は、そのデスクトップまたはプー
ルから割り当てを削除します。

手順

1 View Administrator で、 [Inventory（インベントリ）]  -  [ThinApps（ThinApp）]  を選択し、ThinApp アプリ
ケーションを選択します。

2 [Remove ThinApp（ThinApp の削除）]  をクリックします。

3 [OK]  をクリックします。

ThinApp テンプレートの変更または削除
アプリケーションを ThinApp テンプレートに追加したり、ThinApp テンプレートから削除したりできます。また、
ThinApp テンプレートを削除することもできます。

ThinApp テンプレートをデスクトップまたはプールに割り当てた後にそのテンプレートにアプリケーションを追加した
場合、View Administrator は、その新しいアプリケーションをデスクトップまたはプールに自動的には割り当てません。
以前にデスクトップまたはプールに割り当てられた ThinApp テンプレートからアプリケーションを削除した場合、その
アプリケーションはデスクトップまたはプールに割り当てられたままになります。

手順

u View Administrator で、 [Inventory（インベントリ）]  -  [ThinApps（ThinApp）]  を選択し、ThinApp テンプ
レートを選択します。

オプション 操作

ThinApp アプリケーションをテンプレート
に追加するか、またはテンプレートから削除

する

[Edit Template（テンプレートの編集）]  をクリックします。

テンプレートを削除する [Delete Template（テンプレートの削除）]  をクリックします。
 

アプリケーション リポジトリの削除
アプリケーション リポジトリを View Administrator から削除できます。

アプリケーション リポジトリに格納されている MSI パッケージが必要なくなった場合や、MSI パッケージを別のネット
ワーク共有に移動する必要がある場合は、アプリケーション リポジトリの削除が必要になることがあります。View
Administrator で、アプリケーション リポジトリの共有パスを編集することはできません。

手順

1 View Administrator で、 [View Configuration（View 構成）]  -  [ThinApp Configuration（ThinApp 構成）]
を選択し、アプリケーション リポジトリを選択します。

2 [Remove Repository（リポジトリの削除）]  をクリックします。

View Administrator での ThinApp アプリケーションの監視とトラブルシュー
ティング

View Administrator は、ThinApp アプリケーションの管理に関連したイベントをイベントおよびレポート データベー
スに記録します。これらのイベントは View Administrator の  [Events（イベント）]  タブで表示できます。

次の状況が発生した場合に、 [Events（イベント）]  タブにイベントが表示されます。

n ThinApp アプリケーションが割り当てられたか、またはアプリケーション割り当てが削除された

n ThinApp アプリケーションがデスクトップにインストールされたか、またはアンインストールされた
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n ThinApp アプリケーションをインストールまたはアンインストールできない

n View Administrator で ThinApp アプリケーション リポジトリが登録、変更、または削除された

n ThinApp アプリケーションが View Administrator に追加された

ThinApp アプリケーションの管理に関する一般的な問題についてのトラブルシューティングのヒントを参照できます。

アプリケーション リポジトリを登録できない
View Administrator にアプリケーション リポジトリを登録できません。

問題

View Administrator でアプリケーション リポジトリを登録しようとすると、エラー メッセージが表示されます。

原因

View Connection Server ホストが、アプリケーション リポジトリをホストするネットワーク共有にアクセスできませ
ん。 [Share path（共有パス）]  テキスト ボックスに入力したネットワーク共有パスが正しくない可能性があるか、アプ
リケーション リポジトリをホストするネットワーク共有が View Connection Server ホストからアクセスできないドメ
イン内にあるか、またはネットワーク共有の権限が正しく設定されていません。

解決方法

n ネットワーク共有パスが正しくない場合は、正しいネットワーク共有パスを入力します。IP アドレスを含むネット
ワーク共有パスはサポートされていません。

n ネットワーク共有がアクセス可能なドメイン内にない場合、View Connection Server ホストからアクセス可能なド
メイン内のネットワーク共有にアプリケーション パッケージをコピーします。

n 共有フォルダに対するファイルおよび共有権限によって、ビルトイン Active Directory グループ ドメイン コンピュー
タに読み取りアクセス権が与えられていることを確認します。ThinApp をドメイン コントローラに割り当てる予定
がある場合は、ファイルおよび共有権限によって、ビルトイン Active Directory グループ ドメイン コントローラに
も読み取りアクセス権が与えられていることを確認します。権限を設定または変更すると、ネットワーク共有がアク

セスできるようになるまで最大 20 分かかることがあります。

ThinApp アプリケーションを View Administrator に追加できない
View Administrator が ThinApp アプリケーションを View Administrator に追加できません。

問題

View Administrator で  [Scan new ThinApps（新しい ThinApp のスキャン）]  をクリックしたときに、MSI パッケー
ジが使用できません。

原因

アプリケーション パッケージが MSI 形式でないか、View Connection Server ホストがネットワーク共有内のディレク
トリにアクセスできないかのどちらかです。

解決方法

n アプリケーション リポジトリ内のアプリケーション パッケージが MSI 形式であることを確認します。

n ネットワーク共有が、ThinApp アプリケーションの View 要件を満たしていることを確認します。詳細については、
「ThinApp アプリケーションに対する View の要件 (P. 203)」を参照してください。

n ネットワーク共有内のディレクトリが正しい権限を持つことを確認します。詳細については、「アプリケーション リ
ポジトリを登録できない (P. 218)」を参照してください。

アプリケーション リポジトリのスキャン時に、View Connection Server デバッグ ログ ファイルにメッセージが表示さ
れます。View Connection Server ログ ファイルは View Connection Server ホストの <ドライブ>:¥Documents and
Settings¥All Users¥Application Data¥VMware¥VDM¥logs ディレクトリにあります。
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ThinApp テンプレートを割り当てることができない
ThinApp テンプレートをデスクトップまたはプールに割り当てることができません。

問題

ThinApp テンプレートをデスクトップまたはプールに割り当てようとすると、View Administrator が割り当てエラーを
返します。

原因

デスクトップまたはプールにすでに割り当てられているアプリケーションが ThinApp テンプレートに含まれているか、
または以前に別のインストール タイプを使用して ThinApp テンプレートがデスクトップまたはプールに割り当てられて
います。

解決方法

デスクトップまたはプールにすでに割り当てられている ThinApp アプリケーションがテンプレートに含まれている場合
は、そのアプリケーションが含まれていない新しいテンプレートを作成するか、または既存のテンプレートを編集してそ

のアプリケーションを削除します。新しいテンプレートまたは変更されたテンプレートをデスクトップまたはプールに割

り当てます。

ThinApp アプリケーションのインストール タイプを変更するには、既存のアプリケーション割り当てをデスクトップま
たはプールから削除する必要があります。ThinApp アプリケーションがアンインストールされた後、別のインストール
タイプを使用してそのアプリケーションをデスクトップまたはプールに割り当てることができます。

ThinApp アプリケーションがインストールされない
View Administrator が ThinApp アプリケーションをインストールできません。

問題

ThinApp アプリケーションのインストール ステータスに、 [Pending Install（インストールの保留中）]  または  [Install
Error（インストール エラー）]  が表示されます。

原因

この問題の一般的な原因には次のようなものがあります。

n デスクトップ上に、ThinApp アプリケーションをインストールするための十分なディスク領域がなかった。

n View Connection Server ホストとデスクトップ間または View Connection Server ホストとアプリケーション リ
ポジトリ間のネットワーク接続が失われている。

n ネットワーク共有内で ThinApp アプリケーションにアクセスできなかった。

n ThinApp アプリケーションが以前にインストールされたか、ディレクトリまたはファイルがすでにデスクトップ上
に存在する。

問題の原因に関する詳細は、View Agent と View Connection Server のログ ファイルで参照できます。

View Agent ログ ファイルは、デスクトップの <ドライブ>:¥Documents and Settings¥All Users¥Application
Data¥VMware¥VDM¥logs（ Windows XP システムの場合）または <ドライブ>:¥ProgramData¥VMware¥VDM¥logs
（Windows 7 システムの場合）にあります。

View Connection Server ログ ファイルは View Connection Server ホストの <ドライブ>:¥Documents and Settings
¥All Users¥Application Data¥VMware¥VDM¥logs ディレクトリにあります。
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解決方法

1 View Administrator で  [Inventory（インベントリ）]  -  [ThinApps（ThinApp）]  を選択します。

2 ThinApp アプリケーションの名前をクリックします。

3 [Desktops（デスクトップ）]  タブで、デスクトップを選択し、 [Retry Install（インストールの再試行）]  をクリッ
クして ThinApp アプリケーションを再インストールします。

ThinApp アプリケーションがアンインストールされない
View Administrator が ThinApp アプリケーションをアンインストールできません。

問題

ThinApp アプリケーションのインストール ステータスに、 [Uninstall Error（アンインストール エラー）]  と表示され
ます。

原因

このエラーの一般的な原因には次のようなものがあります。

n View Administrator がアンインストールしようとしたときに、ThinApp アプリケーションがビジー状態だった。

n View Connection Server ホストとデスクトップ間のネットワーク接続が失われている。

問題の原因に関する詳細は、View Agent と View Connection Server のログ ファイルで参照できます。

View Agent ログ ファイルは、デスクトップの <ドライブ>:¥Documents and Settings¥All Users¥Application
Data¥VMware¥VDM¥logs（ Windows XP システムの場合）または <ドライブ>:¥ProgramData¥VMware¥VDM¥logs
（Windows 7 システムの場合）にあります。

View Connection Server ログ ファイルは View Connection Server ホストの <ドライブ>:¥Documents and Settings
¥All Users¥Application Data¥VMware¥VDM¥logs ディレクトリにあります。

解決方法

1 View Administrator で  [Inventory（インベントリ）]  -  [ThinApps（ThinApp）]  を選択します。

2 ThinApp アプリケーションの名前をクリックします。

3 [Desktops（デスクトップ）]  タブで、デスクトップを選択し、 [Retry Uninstall（アンインストールの再試行）]
をクリックしてアンインストール操作を再試行します。

4 アンインストール操作が依然として失敗する場合は、ThinApp アプリケーションをデスクトップから手動で削除
し、 [Force Clear Assignment（割り当ての強制クリア）]  をクリックします。

このコマンドによって、View Administrator での ThinApp アプリケーション割り当てが解除されます。デスクトッ
プ内のファイルや設定は削除されません。

重要   このコマンドは、ThinApp アプリケーションをデスクトップから手動で削除した後にのみ使用してください。

MSI パッケージが無効
View Administrator が、アプリケーション リポジトリ内の無効な MSI パッケージを報告します。

問題

View Administrator が、スキャン操作中に MSI パッケージが無効であることを報告します。
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原因

この問題の一般的な原因には次のようなものがあります。

n MSI ファイルが破損している。

n MSI ファイルが ThinApp によって作成されていない。

n MSI ファイルがサポートされていないバージョンの ThinApp で作成または再パッケージ化されている。ThinApp
バージョン 4.6 以降を使用する必要があります。

解決方法

MSI パッケージに関する問題のトラブルシューティングについては、『ThinApp ユーザーズ ガイド』を参照してください。

ThinApp 構成例
ThinApp 構成例では、アプリケーションのキャプチャとパッケージ化から、インストールのステータスの確認までの標
準的な ThinApp 構成を順に実行します。

開始する前に

この例にある手順の実行方法の詳細については、次のトピックを参照してください。

n 「アプリケーション パッケージのキャプチャと格納 (P. 204)」

n 「デスクトップまたはプールへの ThinApp アプリケーションの割り当て (P. 207)」

手順

1 http://www.vmware.com/jp/products/thinapp から ThinApp ソフトウェアをダウンロードし、それをクリー
ンなコンピュータにインストールします。

View は ThinApp バージョン 4.6 以降をサポートしています。

2 ThinApp [セットアップ キャプチャ] ウィザードを使用して、アプリケーションをキャプチャし、MSI 形式でパッ
ケージ化します。

3 View Connection Server ホストと View デスクトップの両方にアクセス可能な Active Directory ドメイン内のコ
ンピュータ上に共有フォルダを作成し、その共有フォルダに対するファイルおよび共有権限を構成して、ビルトイ

ン Active Directory グループ ドメイン コンピュータに読み取りアクセス権を与えます。

ThinApp アプリケーションをドメイン コントローラに割り当てる予定がある場合は、ビルトイン Active Directory
グループ ドメイン コントローラにも読み取りアクセス権を与えます。

4 MSI パッケージを共有フォルダにコピーします。

5 View Administrator で、共有フォルダをアプリケーション リポジトリとして登録します。

6 View Administrator で、アプリケーション リポジトリ内の MSI パッケージをスキャンし、選択した ThinApp ア
プリケーションを View Administrator に追加します。

7 ThinApp アプリケーションをデスクトップまたはプールに割り当てるかどうかを決定します。

デスクトップに一般的な命名規則を使用すると、デスクトップ割り当てを使用して、その命名規則を使用するすべて

のデスクトップにアプリケーションをすばやく配布することができます。プールを部門またはユーザーの種類ごとに

構成すると、プール割り当てを使用して、特定の部門またはユーザーにアプリケーションをすばやく配布することが

できます。
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8 View Administrator で、デスクトップまたはプールに割り当てる ThinApp アプリケーションを選択し、インストー
ル方法を指定します。

オプション 操作

Streaming（ストリーミング） デスクトップにアプリケーションへのショートカットをインストールします。この

ショートカットは、リポジトリをホストするネットワーク共有上のアプリケーション

を参照します。アプリケーションを実行するには、ユーザーがそのネットワーク共有

にアクセスできる必要があります。

Full（完全） ローカル ファイル システムに完全なアプリケーションをインストールします。
 

9 View Administrator で、ThinApp アプリケーションのインストール ステータスを確認します。
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ローカル デスクトップの管理 13
ローカル モードで使用されるデスクトップを管理するには、ユーザーが View デスクトップを自分のローカル システム
にチェックアウトしたときにデータが転送されるように環境を設定する必要があります。デスクトップのチェックイン、

ロールバック、バックアップなど、データ転送が発生するその他のタスクを管理したり、これらの操作のうちユーザーが

開始できるものをポリシーで設定したりする必要もあります。

この章では次のトピックについて説明します。

n View デスクトップをローカル モードで使用した場合の利点 (P. 223)

n View Transfer Server の管理 (P. 229)

n Transfer Server リポジトリの管理 (P. 233)

n データ転送の管理 (P. 240)

n ローカル デスクトップの操作に関するセキュリティおよび最適化の構成 (P. 244)

n エンドポイント リソースの使用方法の構成 (P. 249)

n WAN 経由でローカル デスクトップをプロビジョニングするための HTTP キャッシュの構成 (P. 254)

n ローカル デスクトップ クライアント コンピュータのハートビート間隔の構成 (P. 257)

n ネットワーク接続が低速な場所へのローカル デスクトップの手動ダウンロード (P. 259)

n View Transfer Server およびローカル デスクトップ操作のトラブルシューティング (P. 262)

View デスクトップをローカル モードで使用した場合の利点
View Client with Local Mode を使用すると、ユーザーは、View デスクトップをチェックアウトし、ラップトップなど
のローカル システムにダウンロードできます。管理者は、バックアップ頻度やサーバへの接続頻度、USB デバイスへの
アクセス、およびデスクトップのチェック イン許可のポリシーを設定することで、これらのローカル View デスクトップ
を管理できます。

ネットワーク接続が貧弱なリモート オフィスでは、従業員はリモート デスクトップよりローカル View デスクトップの
方がアプリケーションを速く実行できます。また、ローカル版のデスクトップは、ネットワーク接続がある場合にもない

場合にも使用できます。

クライアント システムでネットワーク接続が行われている場合は、デスクトップをチェックアウトしても、View
Connection Server との通信は継続されてポリシーがアップデートされ、ローカルにキャッシュされた認証基準は最新
の状態に保たれます。デフォルトでは、5 分ごとに接続が試行されます。

View Client with Local Mode は、以前のリリースで View Client with Offline Desktop と呼ばれていた試験的な機能
を完全にサポートしたものです。
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ローカル モードの View デスクトップは、リモート デスクトップと同じように動作しますが、ローカル リソースを使用
できます。レイテンシーはなくなり、パフォーマンスは向上します。ユーザーは、自分のローカル View デスクトップを
切断し、View Connection Server に接続されていない状態で再ログインできます。ネットワーク アクセスが回復する
か、ユーザーの準備が整うと、チェックアウトした仮想マシンのバックアップ、ロール バック、またはチェック インを
実行できます。

ローカル リソースの使用 ローカル デスクトップをチェックアウトすると、そのローカル デスクトップは、ロー
カル システムのメモリと CPU 機能を使用できるようになります。たとえば、通常の場
合、vCenter Server で仮想マシン用に指定したメモリ設定に関係なく、ホスト OS と
ゲスト OS が必要とする以上の使用可能なメモリが、ホストとローカル View デスク
トップで二分して使用されるようになります。同じように、ローカル View デスクトッ
プは、ローカル システムで使用可能な最大 2 つの CPU を自動的に使用できます。ま
た、最大 4 つの CPU を使用するようにローカル デスクトップを構成できます。

ローカル デスクトップはローカル リソースを使用できますが、ESX 3.5 ホスト上で作
成された Windows 7 または Windows Vista の View デスクトップでは、3D を表示
したり、Windows Aero 効果を使用したりすることはできません。この制限は、
Windows 7 または Windows Vista のホストでローカル使用のためにデスクトップを
チェックアウトした場合にも適用されます。Windows Aero 効果と 3D 効果が使用で
きるのは、View デスクトップが vSphere 4.x を使用して作成されている場合のみです。

ローカル モードの必須化によ
るデータセンターのリソース

節約

View デスクトップをダウンロードしてローカル モードでのみ使用することを必須化す
ると、帯域幅、メモリ、CPU リソースに関連したデータセンターのコストを削減でき
ます。この戦略は、従業員や請負業者のための PC 持ち込み型（Bring-Your-Own-
PC）プログラムと呼ばれることがあります。

チェックアウト View デスクトップをチェックアウトすると、vCenter でスナップショットが取得さ
れ、仮想マシンの状態が保持されます。vCenter Server 版のデスクトップはロックさ
れ、他のどのユーザーもアクセスできなくなります。View デスクトップがロックされ
ると、オンライン デスクトップのパワーオン、スナップショットの取得、仮想マシン
設定の編集といった vCenter Server での操作が無効になります。ただし、View 管理
者は引き続き、ローカル セッションをモニタしたり、vCenter Server 版にアクセスし
てアクセスの解除やデスクトップのロールバックを実行したりすることができます。

バックアップ バックアップを行うと、クライアント システム上でスナップショットが取得され、
チェックアウトされた仮想マシンの状態が保持されます。このスナップショットと

vCenter のスナップショットの間の差分が vCenter に複製され、vCenter のスナップ
ショットとマージされます。vCenter Server の View デスクトップはすべての新しい
データと構成でアップデートされますが、ローカル デスクトップはローカル システム
上でチェックアウトされたままとなり、vCenter Server でのロックも有効なままとな
ります。

ロールバック ロールバックを行うと、ローカル View デスクトップは破棄され、vCenter Server で
のロックは解除されます。以降のクライアント接続は、デスクトップを再びチェックア

ウトするまで、vCenter Server の View デスクトップに対して行われます。

チェックイン View デスクトップをチェックインすると、クライアント システム上でスナップショッ
トが取得され、仮想マシンの状態が保持されます。このスナップショットと vCenter
のスナップショットの間の差分が vCenter に複製され、vCenter のスナップショット
とマージされます。vCenter Server の仮想マシンのロックは解除されます。以降のク
ライアント接続は、デスクトップを再びチェックアウトするまで、vCenter Server
の View デスクトップに対して行われます。
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各ローカル システムのデータは、AES で暗号化されています。128 ビット暗号がデフォルトですが、192 ビット暗号ま
たは 256 ビット暗号を構成できます。デスクトップには、ポリシーによって制御された有効期限があります。クライアン
トが View Connection Server への接続を失うと、サーバとの接続がない最大時間が、ユーザーがデスクトップを使用し
続けることのできる期間となり、その期間を超えるとユーザーはアクセスを拒否されます。同様に、ユーザーのアクセス

が削除されると、キャッシュの有効期限が切れるか、またはクライアントが View Connection Server を介してアクセス
削除を検出したときに、クライアント システムはアクセス不可能になります。

View Client with Local Mode には、次の制限および制約があります。

n Local Mode コンポーネントを含む View ライセンスが必要です。

n ロールバックまたはチェックインの実行中、エンド ユーザーはローカル デスクトップにアクセスできません。

n この機能が使用できるのは、vCenter Server によって管理されている仮想マシンのみです。

n VMware ThinApp で作成したアプリケーション パッケージの割り当ては、ローカル デスクトップではサポートさ
れていません。

n セキュリティ上の理由により、View デスクトップ内からホストの CD-ROM にアクセスすることはできません。

n また、セキュリティ上の理由により、ローカル システムと View デスクトップの間でテキストおよびシステム オブ
ジェクト（ファイルやフォルダなど）をコピーして貼り付けることはできません。

ローカル デスクトップ展開の設定の概要
ローカル モードの View デスクトップを作成して展開するには、必要なライセンスを取得し、View Transfer Server を
設定し、vCenter Server によって管理されるデスクトップ ソースを使用し、ローカル モードに固有の設定およびポリ
シーを適用する必要があります。

エンド ユーザーのローカル システムで使用するためにチェックアウトできるデスクトップを作成する場合は、通常の設
定タスクに加え、ローカル モード用のいくつかのタスクを完了する必要があります。

1 VMware View with Local Mode コンポーネントのライセンスがあることを確認します。

View Administrator で、 [View Configuration（View 構成）]  -  [Product licensing and usage（製品のライセ
ンスと使用状況）]  を選択します。

2 View Connection Server から vCenter Server へのアクセスに使用するユーザー アカウントに、必要な管理者権
限があることを確認します。

どのユーザー アカウントが使用されているかを確認するには、View Administrator で  [View Configuration（View
構成）]  -  [Servers（サーバ）]  を選択し、vCenter Server を選択して  [Edit（編集）]  をクリックします。

vCenter Server 操作に必要な権限の一覧については、『VMware View インストール』ドキュメントの vCenter
Server 用ユーザー アカウントの構成に関するセクションを参照してください。

3 View Transfer Server を仮想マシンにインストールし、このサーバを View Connection Server の構成に追加しま
す。

View Administrator で、 [View Configuration（View 構成）]  -  [Servers（サーバ）]  を選択します。

4 View Composer のリンク クローン デスクトップを使用する予定の場合は、Transfer Server リポジトリを構成し
ます。

View Administrator で、 [View Configuration（View 構成）]  -  [Transfer Server Repository（Transfer Server
リポジトリ）]  を選択します。

5 手動プールを作成する予定の場合、vCenter Server によって管理される仮想マシンがデスクトップ ソースであるこ
とを確認します。

6 デスクトップ ソースとして使用する仮想マシンを vCenter Server で作成します。

作成する仮想マシンのメモリ容量およびプロセッサ数が、ローカル クライアント システムで利用可能なメモリおよ
びプロセッサ数を超えていると、デスクトップのローカル バージョンはパワーオンされず、エラー メッセージが表
示されます。
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7 リンク クローン デスクトップを使用する予定の場合は、デスクトップの View Composer 基本イメージをパッケー
ジとして Transfer Server リポジトリ内で公開します。

基本イメージはプールを作成するとき、またはプールを作成した後に発行できます。

8 デスクトップ プールについて、 [Local Mode（ローカル モード）]  ポリシーが  [Allow（許可）]  に設定されてい
ることを確認します。

View Administrator で、そのプールの  [Policies（ポリシー）]  タブを選択します。

9 デスクトップをローカル モードのみで実行して、ユーザーに常にデスクトップをチェックアウトさせるようにする
には、 [Remote Mode（リモート モード）]  ポリシーを  [Deny（拒否）]  に設定します。

View Administrator で、そのプールの  [Policies（ポリシー）]  タブを選択します。

10 各自のローカル システムに View Client with Local Mode をインストールするようにエンド ユーザーに指示します。

重要   また、ローカル デスクトップの展開を計画するにあたっては、次の点を考慮してください。

n 自動プールを作成するときには、専用割り当てを使用して、ローカル モードで使用を予定しているデスクトップに
対してのみプールを作成します。ローカル モードでの使用を予定している仮想マシンは、多数のリモート仮想デス
クトップのサポートを予定しているストレージよりも IOPS の低いデータストアに配置できます。また、ローカル デ
スクトップへの ThinApp パッケージの割り当てはサポートされていないため、ローカル デスクトップをまったく含
まないプールに ThinApp パッケージを割り当てることを強く推奨します。

n RSA 認証を使用するようにデスクトップを構成すると、エンド ユーザーは View Connection Server へのネット
ワーク接続があるときには RSA トークンを要求されますが、ネットワーク接続がないときには要求されません。

ローカル モードでのみ実行するためのデスクトップの設定
必ず View デスクトップをダウンロードしてローカル モードでのみ使用するようにすると、帯域幅、メモリ、および CPU
リソースに関連するデータセンターのコストを削減できます。

View デスクトップがローカル モードでのみ実行されるように構成されている場合、エンド ユーザーが View Client でそ
のデスクトップを選択したときに、ダウンロードとチェックアウトが必須であると表示されます。エンド ユーザーはデス
クトップへの接続およびデスクトップのチェックインというオプションを選択できません。

開始する前に

n View デスクトップが、ローカル モードで実行するためのすべての要件を満たしていることを確認します。

「ローカル デスクトップ展開の設定の概要 (P. 225)」を参照してください。

n ローカル モードに固有のポリシーおよび設定について理解しておきます。

「データ転送の管理 (P. 240)」を参照してください。
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手順

1 View Administrator で、適切なレベルのポリシーを表示します。

オプション 操作

すべてのデスクトップおよびプール [Policies（ポリシー）]  -  [Global Policies（グローバル ポリシー）]  -  [View Policies
（View ポリシー）]  パネルを選択し、 [Edit Policies（ポリシーの編集）]  をクリッ
クします。

単一のプール [Inventory（インベントリ）]  -  [Pools（プール）]  -  [<特定のプール>]  を選択し
ます。  [Policies（ポリシー）]  タブの  [View Policies（View ポリシー）]  パネル
で、 [Edit Policies（ポリシーの編集）]  をクリックします。

単一のユーザー [Inventory（インベントリ）]  -  [Pools（プール）]  -  [<特定のプール>]  の順に選
択して、 [Policies（ポリシー）]  タブの  [User Overrides（ユーザーによる上書
き）]  をクリックします。

 

2 [Remote Mode（リモート モード）]  View ポリシーを  [Deny（拒否）]  に設定します。

オプション 操作

すべてのデスクトップとプールまたは単一の

プール

[Edit View Policies（View ポリシーの編集）]  ダイアログ ボックスで、 [Remote
Mode（リモート モード）]  を  [Deny（拒否）]  に設定して  [OK]  をクリックします。

単一のユーザー [Add User（ユーザーの追加）]  ウィザードを完了してユーザーを指定し、 [Remote
Mode（リモート モード）]  を  [Deny（拒否）]  に設定します。

 

これで、デスクトップのダウンロードとチェックアウトが必須になりました。

次に進む前に

エンド ユーザーがデスクトップを再度チェックインできないようにするには、 [User-initiated check in（ユーザーによ
るチェックイン）]  ポリシーを  [Deny（拒否）]  に設定します。

エンド ユーザーがデスクトップをロールバックできないようにするには、 [User-initiated rollback（ユーザーによるロー
ルバック）]  ポリシーを  [Deny（拒否）]  に設定します。

ローカル モード デスクトップの最初のチェックアウト
エンド ユーザーが View デスクトップをローカル モードで使用するために最初にチェックアウトするとき、チェックア
ウトとダウンロードの処理はいくつかの段階を経て行われるため、それ以降のチェックアウト操作よりも時間がかかります。

エンド ユーザーが View Client にログインし、1 つ以上のデスクトップのリストが表示されたら、ユーザーはデスクトッ
プに接続してからそのデスクトップをチェックアウトするか、最初にリモート接続せずにデスクトップをチェックアウト

するかを選択できます。

重要   ログインしたときに  [Log in as current user（現在のユーザーとしてログイン）]  機能を使用した場合は、デスク
トップをチェックアウトできません。View Client を閉じて再起動し、 [Log in as current user（現在のユーザーとして
ログイン）]  チェック ボックスをオフにします。

エンド ユーザーがデスクトップに接続してからそのデスクトップをチェックアウトする場合、ユーザーはリモート デス
クトップからログオフされ、データセンター内の仮想マシンがロックされ、仮想マシンのコピーがエンド ユーザーにダウ
ンロードされます。

ダウンロードの完了後、エンド ユーザーがローカル デスクトップを最初にパワーオンした時点で、いくつかのドライバ
がローカル デスクトップにインストールされます。インストールされるドライバの種類は、View デスクトップのオペレー
ティング システムや、ローカル コンピュータのハードウェアおよびオペレーティング システムによって異なります。
View デスクトップで Windows XP オペレーティング システムを実行する場合は特に、ドライバのインストール中に
View デスクトップのパフォーマンスが低下します。

第 13 章 ローカル デスクトップの管理

VMware, Inc.  227



ドライバのインストールが完了すると、エンド ユーザーはローカル デスクトップの再起動を指示されます。

注意   ゲスト OS の起動またはシャットダウン中に View デスクトップ ウィンドウ内をクリックすると、ポインタがウィ
ンドウ内に残ることがあります。起動が完了して VMware Tools が実行されると、ポインタは解放されます。ポインタ
がデスクトップ ウィンドウ内に捕捉されている場合は、<Ctrl> + <Alt> キーを押すとポインタを解放できます。

ローカルの View デスクトップが使用する RAM 容量と CPU の個数は、ローカル コンピュータの性能によって異なりま
す。View デスクトップでは NAT を使用してローカル コンピュータの IP アドレスと MAC アドレスを共有します。詳細
については、「エンドポイント リソースの使用方法の構成 (P. 249)」を参照してください。

ローカル デスクトップを展開するためのベスト プラクティス
メモリ、処理能力、およびローカル モード展開に影響するさまざまなコンポーネントの数に関する問題に対応する上で
の、ベスト プラクティスの推奨事項を紹介します。

大部分の展開向けの一般的な推奨事項

仮想マシンの構成 ローカル モードで実行されるデスクトップは、クライアント コンピュータから利用で
きるメモリ量および処理能力に基づいて、使用するメモリ量および処理能力を自動的に

調整します。この機能のおかげで、vCenter Server で仮想マシンを作成するときに
は、ゲスト OS で必要となる RAM と仮想 CPU を最小限に構成できます。

View Transfer Server View Transfer Server の一部の機能は、CPU を多く消費します。デスクトップのチェッ
クアウトとチェックインなどのローカル モード操作や、データを複製してデータセン
ターに戻す操作で SSL を使用すると、Transfer Server をホストする仮想マシンに仮
想 CPU を追加することが必要になる場合があります。また、レプリケーション操作の
ために圧縮を有効にすると、処理能力がさらに必要になる場合があります。メモリとプ

ロセッサの最低要件については、『View インストール 』ドキュメントで View Transfer
Server のシステム要件に関するトピックを参照してください。

View Connection Server に追加する View Transfer Server インスタンスの数を決め
るには、高可用性が重要な考慮事項であるかどうかを判断します。重要である場合は、

少なくとも 2 つのインスタンスを追加します。1 つの Transfer Server がダウンする
と、View Connection Server はもう 1 つの Transfer Server に要求を自動的に送信
します。

必要な Transfer Server インスタンスの数を計算するには、同時に何人のエンド ユー
ザーがデータを複製したり、デスクトップのチェックアウトやチェックインを実行した

りする可能性があるかという点も考慮に入れます。各 Transfer Server インスタンスで
は 60 件のディスク操作を同時に実行できますが、ネットワーク帯域幅はこれより少な
い数で限界に達する可能性があります。VMware では、20 件のディスク操作を同時に
実行するテストを行っています（1 GB/秒のネットワーク接続経由で、同時に 20 台の
クライアントからローカル デスクトップをダウンロード）。

Transfer Server リポジトリ View Composer リンク クローン デスクトップの基本イメージは、ネットワーク共有
上の Transfer Server リポジトリに保存されています。ネットワーク ストレージ ディ
スクが高速であるほど、パフォーマンスはよくなります。

プールの設定 View Composer を使用して、リンク クローン デスクトップのプールを作成しま
す。 [Create Pool（プールの作成）]  ウィザードを使用するときには、専用割り当て
を選択して、ローカル モードで使用を予定しているデスクトップに対してのみプール
を作成します。ローカル モードの仮想マシンは、多数のリモート仮想デスクトップの
サポートを予定しているストレージよりも IOPS の低いデータストアに配置できます。

データのレプリケーション エンド ユーザーが、カスタマイズ仕様に含まれている OS ディスク データなどのデー
タを複製する必要が生じるかどうかを判断します。必要でない場合は、通常ディスクの

みが複製されるようにポリシーを設定します。
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自動レプリケーション間隔を設定する場合は、デフォルトの 12 時間間隔を使用する
か、さらに頻度の少ない間隔に設定します。

ネットワーク接続の遅延による問題が発生しない限り、重複排除と圧縮は使用しないで

ください。重複排除と圧縮の機能を使用すると、エンド ユーザーのコンピュータまた
は Transfer Server で必要な処理能力が増加する代わりに、必要なネットワーク帯域幅
の量が減少します。

費用を最小限に抑えた小規模展開

各サーバ上の仮想マシンの数が増えた場合は、展開に必要な ESX サーバの数を減らすことができます。ほとんどの仮想マ
シンが同時にパワーオンされないのであれば、1 台の ESX 4.1 サーバで最大 500 台の仮想マシンをホストできます。

各仮想マシンで必要な帯域幅と I/O 操作の数を減らし、ESX サーバ上の仮想マシンの数を最大限に増やすには、次の推奨
事項に従います。

n エンド ユーザーがローカル モードでしか View デスクトップを使用できないように View ポリシーを設定します。
この設定により、データセンターの仮想マシンはロックされ、パワーオフされたままとなります。

n エンド ユーザーがデスクトップのチェックイン、ロールバック、およびレプリケーションを開始できないようにロー
カル モード ポリシーを設定します。

n 自動レプリケーション間隔は設定しないでください。

n 重複排除と圧縮がローカル モード操作で使用されないように View Connection Server 設定を構成します。重複排
除と圧縮の設定が役に立つのは、エンド ユーザーのクライアント コンピュータでパフォーマンスが低下していると
きに、遅延が発生しているネットワーク経由でローカル デスクトップのレプリケーションを行う場合のみです。

n SSL がローカル モード操作またはプロビジョニングで使用されないように View Connection Server 設定を構成し
ます。

n View Composer を使用してリンク クローン デスクトップを作成します。ただし、再構成機能は使用しないでくだ
さい。その代わりに、従来のソフトウェア更新メカニズムを使用して、パッチと更新をエンド ユーザーのコンピュー
タのローカル デスクトップに直接展開します。

n View Connection Server のパフォーマンスがローカル デスクトップの数に影響を受けている場合は、ハートビー
ト間隔の頻度を少なくします。デフォルトは 5 分です。

View Transfer Server の管理
View Transfer Server は、ローカル デスクトップでのデータ転送操作をサポートする View コンポーネントです。

View Transfer Server の概要
View Transfer Server はデータセンターとローカル デスクトップの間のデータ転送を管理し、効率化します。View
Transfer Server は、View Client with Local Mode を実行するデスクトップをサポートするために必要です。

View Transfer Server はさまざまな状況でリモート デスクトップとローカル デスクトップの間でデータを転送します。

n ユーザーがデスクトップをチェックインまたはチェックアウトするときは、View Manager がその操作を許可およ
び管理します。View Transfer Server はデータセンターとローカル デスクトップの間でファイルを転送します。

n View Transfer Server は、ユーザーが生成した変更をデータセンターに複製することで、ローカル デスクトップと
対応するリモート デスクトップを同期化します。

レプリケーションは、ローカル モード ポリシーで指定した間隔で行われます。View Administrator でレプリケー
ションを開始することもできます。ユーザーが自分のローカル デスクトップからレプリケーションを開始すること
を許可するポリシーを設定できます。
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n View Transfer Server は、共通のシステム データをデータセンターからローカル クライアントに配信します。View
Transfer Server は、View Composer 基本イメージを Transfer Server リポジトリからローカル デスクトップにダ
ウンロードします。

n ローカル コンピュータが破損するか、失われた場合、データセンターに複製されたデータを復元できます。

ネットワークに障害が発生したり、View Manager から View Transfer Server が削除されたりするなどのイベントに
よって、アクティブなデータ転送が中断されることがあります。コンポーネントが再度稼働するようになると、一時停止

した転送が View Transfer Server によって再開されます。

View Manager への View Transfer Server の追加
View Transfer Server は View Connection Server と連携して、ローカル デスクトップとデータセンターの間でファイ
ルおよびデータを転送します。View Transfer Server がこれらのタスクを実行できるよう、View Transfer Server を
View Manager の展開に追加する必要があります。

1 つの View Manager に View Transfer Server の複数のインスタンスを追加できます。View Transfer Server のインス
タンスは、1 つの共通 Transfer Server リポジトリにアクセスします。View Transfer Server のインスタンスは、1 つ
の View Connection Server インスタンスまたは複製された View Connection Server インスタンスのグループによっ
て管理されるローカル デスクトップに対する転送ワークロードを共有します。

注意   View Transfer Server が View Manager に追加されると、Distributed Resource Scheduler（DRS）自動化ポ
リシーが手動に設定され、実質的に DRS が無効になります。

開始する前に

n View Transfer Server が Windows Server 仮想マシンにインストールされていることを確認します。

n vCenter Server が View Manager に追加されていることを確認します。View Administrator の  [View
Configuration（View の構成）]  -  [Servers（サーバ）]  ページには、View Manager に追加されている vCenter
Server インスタンスが表示されます。

手順

1 View Administrator で、 [View Configuration（View の構成）]  -  [Servers（サーバ）]  の順にクリックします。

2 [Transfer Servers]  パネルで、 [Add（追加）]  をクリックします。

3 [Add Transfer Server（Transfer Server の追加）]ウィザードで、View Transfer Server 仮想マシンを管理する
vCenter Server インスタンスを選択し、 [Next（次へ）]  をクリックします。

4 View Transfer Server をインストールする仮想マシンを選択して、 [Finish（完了）]  をクリックします。

View Connection Server が仮想マシンをシャットダウンし、4 つの SCSI コントローラで再構成して、仮想マシン
を再起動します。複数の SCSI コントローラを使用すると、View Transfer Server はより多くのディスク転送を同時
に実行できるようになります。

View Administrator の  [Transfer Servers]  パネルに、View Transfer Server のインスタンスが表示されます。Transfer
Server リポジトリが構成されていない場合、View Transfer Server のステータスは  [Pending（保留中）]  から  [Missing
Transfer Server Repository（Transfer Server リポジトリ不明）]  に変化します。Transfer Server リポジトリが構成さ
れている場合は、ステータスは  [Pending（保留中）]  から  [Initializing Transfer Server Repository（Transfer Server
リポジトリ初期化中）]  に、そしてさらに  [Ready（作動可能）]  に変化します。

この処理には数分かかる場合があります。View Administrator の更新ボタンをクリックして、現在のステータスを確認
できます。
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View Transfer Server インスタンスが View Manager に追加されると、Apache2.2 サービスが View Transfer Server
仮想マシンで開始されます。

注意   View Transfer Server 仮想マシンがハードウェア バージョン 7 より前のバージョンの場合は、View Transfer Server
を View Manager に追加した後、View Transfer Server 仮想マシンで固定 IP アドレスを構成する必要があります。

複数の SCSI コントローラが View Transfer Server 仮想マシンに追加されると、Windows は固定 IP アドレスを削除し、
DHCP を使用するように仮想マシンを再構成します。仮想マシンが再起動した後、仮想マシンで固定 IP アドレスを再入
力する必要があります。

View Manager からの View Transfer Server の削除
View Transfer Server のすべてのインスタンスを View Manager から削除すると、ローカル デスクトップのチェックア
ウト、チェックイン、またはデータのレプリケーションができなくなります。

アクティブに転送を実行している View Transfer Server インスタンスを削除すると、アクティブな転送操作が一時停止
されます。ローカル デスクトップ セッションで、転送ステータスが一時停止として表示されます。

たとえば、デスクトップをチェックアウトしているときに View Transfer Server インスタンスを削除すると、チェック
アウト操作が一時停止します。ユーザーは、一時停止されている転送操作をクライアント コンピュータから再開できます。

注意   これらの操作を実行する前に、View Manager から View Transfer Server インスタンスを削除する必要があります。

n View Transfer Server インスタンスをアンインストールまたはアップグレードする

n vCenter Server で View Transfer Server 仮想マシンに対してメンテナンス操作を実行する

手順

1 View Administrator で、 [View Configuration（View 構成）]  -  [Servers（サーバ）]  をクリックします。

2 View Transfer Server インスタンスを選択します。

3 [Remove（削除）]  をクリックします。

4 転送が現在アクティブな場合は、アクティブな転送をキャンセルするか、このタスクをキャンセルして View Transfer
Server を保持するかを選択します。

5 [OK]  をクリックします。

View Transfer Server インスタンスが View Manager から削除されると、インスタンスの DRS 自動化ポリシーは、View
Transfer Server が View Manager に追加される前の値にリセットされます。

メンテナンス モードを使用したローカル デスクトップのデータ転送のサスペンド
View Transfer Server インスタンスをメンテナンス モードにすると、そのインスタンス上にあるローカル デスクトップ
でのアクティブなデータ転送がサスペンドされ、それ以降のデータ転送も行われなくなります。View Transfer Server イ
ンスタンスのメンテナンス モードを終了すると、サスペンドされた転送をクライアントから再開し、それ以降の転送を実
行することができるようになります。

Transfer Server リポジトリの移行は、すべての View Transfer Server インスタンスがメンテナンス モードのときに実
行できます。「新しい場所への Transfer Server リポジトリの移行 (P. 237)」を参照してください。

View Manager に追加された View Transfer Server インスタンスがアクティブ モードである間、その DRS 自動化ポリ
シーは  [Manual（手動）]  に設定され、DRS は実質的に無効です。View Transfer Server インスタンスを別の ESX ホス
トまたはデータストアに移行するには、移行を開始する前にインスタンスをメンテナンス モードにします。

手順

1 View Administrator で、 [View Configuration（View 構成）]  -  [Servers（サーバ）]  をクリックします。

2 View Transfer Server インスタンスを選択します。
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3 [Enter Maintenance Mode（メンテナンス モードの開始）]  をクリックします。

4 転送が現在アクティブな場合は、View Transfer Server をメンテナンス モードにする前に、アクティブな転送をキャ
ンセルするか、アクティブな転送が完了するまで待つか選択します。

アクティブな転送をキャンセルする場合、View Transfer Server はただちにメンテナンス モードに切り替わります。

アクティブな転送の完了を待つ場合、View Transfer Server は  [Pending（保留中）]  状態になります。転送が完
了すると、メンテナンス モードに切り替わります。

5 [OK]  をクリックします。

次に進む前に

View Transfer Server のメンテナンス モードを終了する準備ができたら、View Transfer Server インスタンスを選択し
て  [Exit Maintenance Mode（メンテナンス モードの終了）]  をクリックします。サスペンドされていた転送を再開し、
新しいデータ転送を開始することができるようになります。

Windows Server 2003 での WAN 経由の転送パフォーマンスの向上
ネットワーク遅延の大きい WAN 環境では、TCP 送受信ウィンドウのサイズを増やすことによって転送パフォーマンスを
高めることができます。

View Transfer Server が Windows Server 2008 にインストールされている場合、TCP 送受信ウィンドウはデフォルト
で 640KB に増加しています。これらの値を再構成する必要はありません。

View Transfer Server が Windows Server 2003 にインストールされている場合は、レジストリ キーを手動で設定して、
TCP 送受信ウィンドウを 640KB に増やす必要があります。

開始する前に

Windows Server 2003 オペレーティング システムに View Transfer Server がインストールされていることを確認します。

手順

1 View Transfer Server がインストールされている Windows Server 2003 コンピュータで、Windows レジストリ
エディタを起動します。

2 [DefaultSendWindow]  および  [DefaultReceiveWindow]  という名前の 2 つの新しいレジストリ キーを
HKEY_LOCAL_MACHINE, System, CurrentControlSet, Services, AFD, Parameters に追加します。

3 [DefaultSendWindow]  および  [DefaultReceiveWindow]  のキー値を 655360 に設定します。

値は正の整数で入力する必要があります。値はバイト単位で設定します。キーの種類は  [REG_DWORD]  です。

4 View Transfer Server を再起動します。

View Transfer Server のステータス
View Transfer Server の稼働状況および可用性の状態はさまざまに変化します。View Transfer Server の状態は、View
Administrator の  [View Configuration（View 構成）]  -  [Servers（サーバ）]  ページの  [Transfer Servers（Transfer
Server）]  ペインで追跡できます。

表 13-1.  正常に動作している Transfer Server のステータスの表示

ステータス 説明

Ready（作動可能） View Transfer Server および Transfer Server リポジトリは正常に構成され、稼働しています。

Pending（保留中） View Transfer Server は View Manager への追加中であるか、メンテナンス モードを終了中で
す。View Connection Server は View Transfer Server とのアクティブな接続を確立しようと
しています。

接続が確立されると、View Transfer Server は  [Ready（作動可能）]  として稼働状態に移行し
ます。
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表 13-1.  正常に動作している Transfer Server のステータスの表示 (続き)

ステータス 説明

Maintenance mode pending（メ
ンテナンス モード保留中）

View Transfer Server はメンテナンス モードに移行中であり、アクティブな転送およびパッケー
ジ公開操作が完了するのを待機しています。

Maintenance mode（メンテナン
ス モード）

アクティブなデータ転送がサスペンドされます。ユーザーは新しい転送を開始できません。スケ

ジュール設定された保留中の転送は実行されません。View Transfer Server はパッケージを
Transfer Server リポジトリに公開できません。

Initializing Transfer Server
repository（Transfer Server リポジ
トリの初期化中）

View Transfer Server は Transfer Server リポジトリを初期化しています。
Transfer Server リポジトリの初期化中に問題が発生した場合、ステータスはエラー状態に変化し
ます。問題の解決方法については、表示されたエラー状態のトラブルシューティング ヒントを参
照してください。

Missing Transfer Server repository
（Transfer Server リポジトリ不明）

View Manager で Transfer Server リポジトリが構成されていません。
Transfer Server リポジトリを構成しなくてもフル仮想マシンでの転送操作を実行できるため、こ
の状態はエラーを示しません。

ただし、リンク クローン デスクトップをローカル モードで使用している場合は、この状態はエ
ラーを示します。リンク クローン デスクトップでの転送操作は、Transfer Server リポジトリが
構成されていないと実行できません。

View Transfer Server は、利用できない場合、または正常に動作できない場合にエラー状態となります。問題の解決方法
については、表示されたエラー状態のトラブルシューティング ヒントを参照してください。「View デスクトップ上での
コマンドの実行 (P. 148)」を参照してください。

表 13-2.  Transfer Server のエラー状態の表示

ステータス 説明

Bad Transfer Server repository（不
正な Transfer Server リポジトリ）

View Transfer Server の接続先として構成されている Transfer Server リポジトリが、View
Connection Server で現在構成されている Transfer Server リポジトリと異なります。

Repository connection error（リ
ポジトリ接続エラー）

View Transfer Server は構成された Transfer Server リポジトリに接続できません。

Bad health check（健全性チェック
失敗）

View Manager の健全性チェックで View Transfer Server が失格とされました。View Transfer
Server は利用できないか、正常に稼働していません。

Transfer Server リポジトリ競合 複数の View Transfer Server インスタンスが、それぞれ異なる Transfer Server リポジトリに接
続するように構成されています。

同時に複数の View Transfer Server インスタンスが View Manager に追加され、各インスタン
スが異なる Transfer Server リポジトリに構成された場合に、この状態が発生する可能性があり
ます。

Web Server down（Web サーバ停
止中）

Transfer Server リポジトリの動作に必要な Apache2.2 サービスが実行されていません。

Transfer Server リポジトリの管理
View Transfer Server では、ローカル デスクトップにダウンロードされた View Composer 基本イメージを格納するた
めに Transfer Server リポジトリを使用します。Transfer Server リポジトリは、リンク クローン デスクトップをチェッ
クアウトしてローカル モードで実行するために必要です。

Transfer Server リポジトリを使用したシステム イメージのダウンロード
リンク クローン デスクトップをローカル モードで実行できるように、Transfer Server リポジトリは、アクセス可能な
データストアに View Composer 基本イメージを格納します。View Manager および View Transfer Server では、リン
ク クローン ローカル デスクトップのプロビジョニングと更新が Transfer Server リポジトリから行われます。

注意   View Composer リンク クローンをローカル モードで使用しない場合は、Transfer Server リポジトリを構成する
必要はありません。Transfer Server リポジトリは、ローカル モードで実行されるフル仮想マシン デスクトップには使用
されません。
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ユーザーがリンク クローン デスクトップをローカル モードで実行するためにチェックアウトできるようにするには、事
前にそのデスクトップの基本イメージを Transfer Server リポジトリに公開する必要があります。

イメージ ファイルを Transfer Server リポジトリに公開すると、View Transfer Server はそれらのファイルを暗号化さ
れたパッケージとして格納します。View Transfer Server は、これらのパッケージを圧縮して、ローカル デスクトップ
へのダウンロードを効率化できます。

ユーザーがリンク クローン デスクトップを初めてチェックアウトすると、View Transfer Server によって次の 2 つの操
作が実行されます。

n 基本イメージが Transfer Server リポジトリからローカル コンピュータにダウンロードされます。

n リモートのリンク クローン デスクトップがデータセンターからローカル コンピュータにダウンロードされます。こ
のデスクトップは、リンク クローンの OS デルタ ディスクと View Composer 通常ディスクで構成されます。

リンク クローン デスクトップをデータセンター内で実行すると、それらのリンク クローンは 1 つの基本イメージへのア
クセスを共有します。リンク クローン デスクトップをローカル モードで実行する場合は、基本イメージのコピーがリン
ク クローン デスクトップとともにローカル コンピュータ上に存在する必要があります。

基本イメージは、変更が行われない場合、1 回だけダウンロードされます。ユーザーがデスクトップをチェックインして
再度チェックアウトすると、基本イメージではなくリンク クローンの OS デルタ ディスクと View Composer 通常ディ
スクが View Transfer Server によって ダウンロードされます。

基本イメージが再構成されると、次回ユーザーが自分のデスクトップをチェックアウトしたときに、更新済みのイメージ

が View Transfer Server によって Transfer Server リポジトリからローカル コンピュータにダウンロードされます。詳
細については、「ローカル モードで実行可能なリンク クローン デスクトップの再構成 (P. 174)」を参照してください。

重要   基本イメージから作成されたリンク クローン デスクトップは、再構成する前にデータセンターにチェックインする
必要があります。

View Composer 基本イメージのサイズの確認
Transfer Server リポジトリには、ローカル モードで使用されるすべてのリンク クローン デスクトップの View Composer
基本イメージを格納できる容量が必要です。Transfer Server リポジトリに特定の基本イメージを格納できることを確認
するために、基本イメージのサイズの概算を調べることができます。

基本イメージのサイズは数ギガバイトになることがあります。

基本イメージの最大サイズは、親仮想マシン内のハード ディスクのプロビジョニング サイズを合計して求められます。
実際の基本イメージ サイズは最大サイズより小さくなる場合があります。

開始する前に

リンク クローン デスクトップ プールの作成に使用する親仮想マシンを作成済みであることを確認します。

手順

1 vSphere Client で、親仮想マシンを選択します。

2 [Edit Settings（設定の編集）]  をクリックします。

3 [Hardware（ハードウェア）]  タブで、最初の構成済みハード ディスクを選択します。

たとえば、 [Hard Disk 1（ハード ディスク 1）]  を選択します。

4 [Disk Provisioning（ディスク プロビジョニング）]  ペインで、 [Provisioned Size（プロビジョニング サイズ）]
を確認します。

5 仮想マシンに複数のハード ディスクがある場合は、2 台目以降のハード ディスクについて手順 3 と 4 を繰り返します。

6 ハード ディスクのプロビジョニング サイズを合計します。

VMware View の管理

234  VMware, Inc.



Transfer Server リポジトリの構成
Transfer Server リポジトリには、ローカル モードで実行されるリンク クローン デスクトップ用の View Composer 基
本イメージが格納されます。View Transfer Server が Transfer Server リポジトリにアクセスできるようにするには、
View Manager で View Transfer Server を構成する必要があります。View Composer リンク クローンをローカル モー
ドで使用しない場合は、Transfer Server リポジトリを構成する必要はありません。

Transfer Server リポジトリを構成する前に、View Manager で View Transfer Server を構成する場合、View Transfer
Server はその構成中に Transfer Server リポジトリの場所を検証します。

複数の View Transfer Server インスタンスをこの View Manager の展開に追加する予定の場合は、Transfer Server リ
ポジトリを ネットワーク共有上に構成します。ある View Transfer Server インスタンスのローカル ドライブ上に構成さ
れた Transfer Server リポジトリには、他の View Transfer Server インスタンスはアクセスできません。

ネットワーク共有上に Transfer Server リポジトリを構成する場合、ネットワーク共有にアクセスするための認証情報を
持つユーザー ID を指定する必要があります。Transfer Server リポジトリへのアクセスのセキュリティを強化するため
に、リポジトリへのネットワークアクセスを View 管理者に制限することを強く推奨します。

開始する前に

n Windows Server 仮想マシンに View Transfer Server がインストールされていることを確認します。

n View Transfer Server が View Manager に追加されていることを確認します。「View Manager への View Transfer
Server の追加 (P. 230)」を参照してください。

注意   Transfer Server リポジトリを構成する前に、View Transfer Server を View Manager に追加することを推
奨しますが、これは必須ではありません。

n View Composer 基本イメージを格納するために必要な Transfer Server リポジトリの容量を調べます。基本イメー
ジのサイズは数ギガバイトになることがあります。特定の基本イメージのサイズを調べる方法については、「View
Composer 基本イメージのサイズの確認 (P. 234)」を参照してください。

手順

1 Transfer Server リポジトリのパスとフォルダを構成します。

Transfer Server リポジトリはローカル ドライブまたはネットワーク共有に配置できます。

オプション 操作

Local Transfer Server repository（ローカ
ルの Transfer Server リポジトリ）

View Transfer Server がインストールされている仮想マシン上に、Transfer Server
リポジトリ用のパスとフォルダを作成します。

例：C:¥TransferRepository¥

Remote Transfer Server repository（リ
モートの Transfer Server リポジトリ）

ネットワーク共有の UNC パスを構成します。

例：¥¥server.domain.com¥TransferRepository¥
この View Manager の展開に追加するすべての View Transfer Server インスタン
スに、共有ドライブへのネットワーク アクセスが必要です。

 

2 View Administrator で、 [View Configuration（View 構成）]  -  [Servers（サーバ）]  をクリックします。

3 すべての View Transfer Server インスタンスをメンテナンス モードにします。

a [Transfer Servers（Transfer Server）]  パネルで、いずれかの View Transfer Server インスタンスを選択し
ます。

b [Enter Maintenance Mode（メンテナンス モードの開始）]  をクリックし、 [OK]  をクリックします。

View Transfer Server のステータスが  [Maintenance mode（メンテナンス モード）]  に変わります。

c インスタンスごとに手順 3a および 手順 3bを繰り返します。

すべての View Transfer Server インスタンスがメンテナンス モードになると、現在の転送操作が停止します。
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4 [Transfer Servers（Transfer Server）]  パネルで、Transfer Server リポジトリの横にある  [None Configured（構
成なし）]  をクリックします。

5 Transfer Server リポジトリ ページの  [General（一般）]  パネルで、 [Edit（編集）]  をクリックします。

6 Transfer Server リポジトリの場所とその他の情報を入力します。

オプション 説明

Network Share（ネットワーク共有） n [Path（パス）]  -構成した UNC パスを入力します。
n [Username（ユーザー名）]  -ネットワーク共有にアクセスするための認証情報

を持つ管理者のユーザー ID を入力します。
n [Password（パスワード）]  -管理者パスワードを入力します。
n [Domain（ドメイン）]  -ネットワーク共有のドメイン名を NetBIOS 形式で入力

します。.com サフィックスは使用しないでください。

Local File System（ローカル ファイル シス
テム）

ローカルの View Transfer Server 仮想マシンで構成したパスを入力します。

 

7 [OK]  をクリックします。

リポジトリのネットワーク パスまたはローカル ドライブが正しくない場合、 [Edit Transfer Server Repository
（Transfer Server リポジトリの編集）]  ダイアログにエラー メッセージが表示され、場所を構成できません。有効
な場所を入力する必要があります。

8 [View Configuration（View 構成）]  -  [Servers（サーバ）]  ページで、View Transfer Server インスタンスを選
択して  [Exit Maintenance Mode（メンテナンス モードの終了）]  をクリックします。

View Transfer Server のステータスが  [Ready（作動可能）]  に変わります。

Transfer Server リポジトリ内のパッケージ ファイルの公開
ユーザーがリンク クローン デスクトップをチェックアウトできるようにするには、そのデスクトップの View Composer
基本イメージを Transfer Server リポジトリ内のパッケージとして公開しておく必要があります。

ユーザーがリンク クローン デスクトップをチェックアウトすると、View Transfer Server によってクローンの基本イメー
ジのパッケージ ファイルが Transfer Server リポジトリからローカル コンピュータにダウンロードされます。

パッケージは View Administrator の  [Transfer Server repository（Transfer Server リポジトリ）]  ページから公開で
きます。リンク クローン プールの作成時にパッケージを公開することもできます。プールが作成された後に、 [View
Composer]  -  [Publish（公開）]  オプションを使用して個別プールのページからパッケージを公開することもできます。

開始する前に

n View Manager で View Transfer Server インスタンスが構成されていることを確認します。「View Manager へ
の View Transfer Server の追加 (P. 230)」を参照してください。

n View Manager で Transfer Server リポジトリが構成されていることを確認します。「Transfer Server リポジトリ
の構成 (P. 235)」を参照してください。

n 基本イメージはサイズが数 GB に達することがあるので、基本イメージを格納できるだけの容量が Transfer Server
リポジトリにあることを確認します。パッケージ ファイルが圧縮される前に、基本イメージのための容量がリポジ
トリに確保されている必要があります。「View Composer 基本イメージのサイズの確認 (P. 234)」を参照してくだ
さい。

n ローカル モードで使用する予定のリンク クローン デスクトップ プールが作成されていることを確認します。

手順

1 View Administrator で、 [View Configuration（View 構成）]  -  [Transfer Server Repository（Transfer Server
リポジトリ）]  をクリックします。

2 [Publish（公開）]  をクリックします。
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3 View Composer 基本イメージをリストから選択して、 [Next（次へ）]  をクリックします。

4 [Finish（完了）]  をクリックします。

[Transfer Server Repository（Transfer Server リポジトリ）]  ページの  [Contents（内容）]  ペインにパッケージが表
示されます。パッケージのステータスは  [Initializing（初期化中）] 、 [Publishing（公開中）] 、 [Published（公開済
み）]  の順に変化します。

この公開プロセスには時間がかかることがあります。 [Transfer Server Repository（Transfer Server リポジトリ）]
ページの  [Refresh（更新）]  アイコンをクリックすると、完了した処理の割合が表示されます。

View Transfer Server は、公開された View Composer 基本イメージをローカル デスクトップにダウンロードできます。

Transfer Server リポジトリからのパッケージ ファイルの削除
View Transfer Server では、View Composer の基本イメージがパッケージ ファイルとして Transfer Server リポジト
リに格納されます。これらのファイルが古くなるか、使用されなくなった場合は、パッケージを Transfer Server リポジ
トリから削除できます。

公開されたパッケージ ファイルの元になっている基本イメージがリンク クローン デスクトップでまだ使用されている場
合でも、パッケージ ファイルを削除できます。パッケージ ファイルを削除すると、これらのデスクトップはチェックア
ウトできなくなります。

開始する前に

n View Manager で View Transfer Server が構成されていることを確認します。「View Manager への View Transfer
Server の追加 (P. 230)」を参照してください。

n Transfer Server リポジトリが構成されていることを確認します。「Transfer Server リポジトリの構成 (P. 235)」を
参照してください。

手順

1 View Administrator で、 [View Configuration（View 構成）]  -  [Transfer Server Repository（Transfer Server
リポジトリ）]  をクリックします。

2 [Contents（コンテンツ）]  パネルで、パッケージ ファイルを選択します。

3 [Remove（削除）]  をクリックします。

選択した公開中のパッケージ ファイルの元になっている基本イメージがリンク クローン デスクトップで使用されて
いる場合、警告ダイアログが表示されます。パッケージの削除をキャンセルまたは続行できます。

4 [OK]  をクリックします。

パッケージが  [Pending Delete（削除の保留中）]  状態になり、削除されます。

新しい場所への Transfer Server リポジトリの移行
現在のディスク ドライブの空き領域がなくなった場合は、Transfer Server リポジトリを新しい場所に移行できます。

Transfer Server リポジトリを移行するには、View Connection Server に関連付けられているすべての View Transfer
Server インスタンスがメンテナンス モードになっている必要があります。

複数の View Transfer Server インスタンスがある場合は、Transfer Server リポジトリをネットワーク共有ドライブに移
行します。ある View Transfer Server インスタンスのローカル ドライブ上に構成された Transfer Server リポジトリに
は、他の View Transfer Server インスタンスはアクセスできません。
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開始する前に

n View Transfer Server がインストールされ、構成されていることを確認します。「View Manager への View Transfer
Server の追加 (P. 230)」を参照してください。

n Transfer Server リポジトリの移行中にリポジトリでパッケージを公開しないでください。リポジトリ ファイルを新
しい場所にコピーし始めた後に、パッケージを現在のリポジトリで公開すると、そのパッケージが新しい場所にコ

ピーされないことがあります。

この前提条件を適用するには、View Transfer Server をメンテナンス モードにしてから手動でリポジトリをコピー
すればよいのですが、その方法ではリポジトリ ファイルのコピー中にデータ転送のためのダウンタイムが拡大します。

代わりに、次の手順に従ってリポジトリ ファイルをコピーしてから、View Transfer Server をメンテナンス モード
にします。この方法によって View Transfer Server が利用できなくなる時間を最小限に抑えられます。

手順

1 Transfer Server リポジトリを移行するローカルまたはリモートの移行先フォルダを構成します。

オプション アクション

ローカル Transfer Server リポジトリ View Transfer Server がインストールされている仮想マシンに、Transfer Server リ
ポジトリのパスとフォルダを作成します。

例：C:¥TransferRepository¥

リモート Transfer Server リポジトリ ネットワーク共有の UNC パスを構成します。

例：¥¥server.domain.com¥TransferRepository¥
この View Manager の展開に追加するすべての View Transfer Server インスタン
スは、共有ドライブにネットワーク アクセスできる必要があります。

 

2 Transfer Server リポジトリのルート ディレクトリを移行先の場所に手動でコピーします。

ルート ディレクトリの下に存在するパッケージ ファイルだけでなく、ルート ディレクトリ全体をコピーする必要が
あります。

3 View Administrator で、 [View Configuration（View 構成）]  -  [Servers（サーバ）]  をクリックします。

4 すべての View Transfer Server インスタンスをメンテナンス モードにします。

a [Transfer Servers（Transfer Server）]  パネルで、いずれかの View Transfer Server インスタンスを選択し
ます。

b [Enter Maintenance Mode（メンテナンス モードの開始）]  をクリックし、 [OK]  をクリックします。

View Transfer Server のステータスが  [Maintenance（メンテナンス）]  に変わります。

c 各インスタンスについて、この手順を繰り返します。

すべての View Transfer Server インスタンスがメンテナンス モードになると、現在の転送操作が停止します。

5 [Transfer Servers（Transfer Server）]  パネルで、Transfer Server リポジトリ パスをクリックします。

例：C:¥TransferRepository

6 Transfer Server リポジトリ ページの  [General（一般）]  パネルで、 [Edit（編集）]  をクリックします。
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7 移行先の Transfer Server リポジトリの場所やその他の情報を入力します。

オプション 説明

Network Share（ネットワーク共有） n [Path（パス）] 　構成した UNC パスを入力します。
n [Username（ユーザー名）] 　管理者のユーザー ID およびネットワーク共有に

アクセスするための認証情報を入力します。

n [Password（パスワード）] 　管理者のパスワードを入力します。
n [Domain（ドメイン）] 　ネットワーク共有のドメイン名を NetBIOS 形式で入

力します。.com 接尾辞は使用しないでください。

ローカル ファイル システム ローカル View Transfer Server 仮想マシンで構成したパスを入力します。
 

8 [OK]  をクリックします。

9 [View Configuration（View 構成）]  -  [Servers（サーバ）]  ページで、View Transfer Server の各インスタンス
を選択して  [Exit Maintenance Mode（メンテナンス モードの終了）]  をクリックします。次に、 [OK]  をクリッ
クします。

View Transfer Server のステータスが  [Ready（作動可能）]  に変わります。

10 (オプション) 元の Transfer Server リポジトリ フォルダからパッケージ ファイルを手動で削除します。

破損した Transfer Server リポジトリ フォルダの回復
Transfer Server リポジトリの場所として構成されているネットワーク共有フォルダまたはローカル フォルダが破損した
場合、正常なフォルダに Transfer Server リポジトリを再作成する必要があります。

この状況は、ネットワーク共有またはローカル ドライブがアクセス不能になり、リポジトリの場所として構成されたフォ
ルダに格納されている Transfer Server パッケージ ファイルにアクセスできない場合を指します。この場合、破損した
フォルダから新しいフォルダにパッケージ ファイルを手動でコピーすることはできません。

開始する前に

n Transfer Server リポジトリの構成について理解しておきます。「Transfer Server リポジトリの構成 (P. 235)」を参
照してください。

n View Manager での View Transfer Server の削除および追加と、メンテナンス モードへの View Transfer Server
の切り替えについて理解しておきます。「View Transfer Server の管理 (P. 229)」を参照してください。

n Transfer Server リポジトリでのパッケージの公開と、リポジトリ内のパッケージの削除について理解しておきます。
「Transfer Server リポジトリ内のパッケージ ファイルの公開 (P. 236)」および 「Transfer Server リポジトリからの
パッケージ ファイルの削除 (P. 237)」を参照してください。

手順

1 View Transfer Server のすべてのインスタンスを View Manager から削除します。

View Transfer Server のすべてのインスタンスが削除されると、View Manager は、Transfer Server リポジトリ
の構成をパスや関連情報も含めて削除します。

2 ネットワーク共有またはローカル ドライブの新しいパスおよびフォルダを構成します。

新しい Transfer Server リポジトリを作成するときと同じ手順を使用します。

3 View Transfer Server インスタンスを View Manager に追加します。

4 View Transfer Server インスタンスをメンテナンス モードにします。

5 View Manager で Transfer Server リポジトリを構成し、新しいネットワーク共有またはローカル パスを指定します。

View Transfer Server は新しい Transfer Server リポジトリのパスを検証します。各パッケージのステータスは
[Missing Package（不明パッケージ）]  になっています。
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6 メンテナンス モードを終了して、個々の View Transfer Server インスタンスを  [Ready（作動可能）]  状態に戻し
ます。

7 移動されたパッケージを Transfer Server リポジトリから削除します。

8 パッケージを Transfer Server リポジトリに再公開します。

元の親仮想マシンとスナップショットを使用して、View Composer 基本イメージをパッケージとしてリポジトリ内
で公開します。

データ転送の管理

レプリケーションを構成するポリシーと、転送操作を最適化するポリシーを設定できます。スケジュールされたレプリケー

ションの合間にレプリケーション要求を開始することもできます。必要に応じ、デスクトップをロールバックして、ロー

カルにチェックアウトしたバージョンを破棄できます。

レプリケーションは、ローカル デスクトップ データの整合性を維持するために順次実行されます。

レプリケーションが行われるたびに、レプリケーションの開始時に取得したローカル デスクトップのスナップショットか
らデータが転送されます。したがって、各レプリケーションはローカル デスクトップの異なる状態を表します。

レプリケーションを開始するか、レプリケーションの開始がスケジュール設定されている時刻になると、クライアント コ
ンピュータが次回データセンターと通信したときに要求が開始されます。View Client with Local Mode によってスナッ
プショットが取得され、レプリケーションが開始されます。

View では、保留中のレプリケーションは一度に 1 つのみ保持されます。

注意   各レプリケーションの開始時と終了時に、ローカル スナップショットの取得中または更新中の数秒間、エンド ユー
ザーがデスクトップのパフォーマンスの低下を感じる場合があります。

n レプリケーション ポリシーの設定 (P. 241)

レプリケーションを実行すると、ユーザーが生成した変更がデータセンターに送信されるため、ローカル デスク
トップと対応するリモート デスクトップが同期化されます。レプリケーションの頻度を構成するポリシー、ユー
ザーにレプリケーションの延期を許可するポリシー、および複製するリンク クローン ディスクのタイプを選択する
ポリシーを設定できます。

n ローカル デスクトップのレプリケーションの開始 (P. 242)

ローカル モードで実行されるデスクトップのレプリケーションを開始できます。要求により、次にスケジュール設
定されているレプリケーションよりも前にレプリケーションを開始できます。クライアント ポリシーで許可されて
いる場合は、ローカル デスクトップをチェックアウトしたエンド ユーザーが View Client 内からレプリケーショ
ンを開始することもできます。

n ローカルにチェックアウトされたデスクトップのロールバック (P. 242)

エンド ユーザーがローカル デスクトップを含むラップトップを紛失したり、ハード ディスクが損傷したりした場
合、View デスクトップをロールバックすると、エンド ユーザーが他のコンピュータ上でデスクトップをチェック
アウトできるようになります。クライアント ポリシーで許可されている場合は、ローカル デスクトップをチェック
アウトしたエンド ユーザーが View Client 内からデスクトップをロールバックすることもできます。

n ローカル デスクトップの削除 (P. 243)

ローカル デスクトップをロールバックするか、または View Client をアンインストールしても、そのクライアン
ト コンピュータ上でローカル デスクトップを構成するファイルは削除、消去されません。ローカル デスクトップ
を削除するには、そのファイルを手動で削除する必要があります。
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レプリケーション ポリシーの設定
レプリケーションを実行すると、ユーザーが生成した変更がデータセンターに送信されるため、ローカル デスクトップと
対応するリモート デスクトップが同期化されます。レプリケーションの頻度を構成するポリシー、ユーザーにレプリケー
ションの延期を許可するポリシー、および複製するリンク クローン ディスクのタイプを選択するポリシーを設定できます。

ローカル モード ポリシーを設定することで、レプリケーションの機能を構成できます。説明については、「ローカル モー
ド ポリシー (P. 144)」を参照してください。

開始する前に

これらのポリシーをグローバルに、また個別のデスクトップ プールや個別のユーザーについて設定するかどうかを決定し
ます。詳細については、「View Administrator でのポリシーの設定 (P. 141)」を参照してください。

手順

n [Target replication frequency（ターゲット レプリケーションの頻度）]  を設定します。

このポリシーでは、レプリケーションの開始から次のレプリケーションの開始までの間隔を日、時間、または分単位

で指定します。 [No replication（レプリケーションなし）]  を選択すると、スケジュール設定されたレプリケーショ
ンを禁止できます。

[No replication（レプリケーションなし）]  ポリシーを設定しても、明示的なレプリケーション要求は禁止されま
せん。View Administrator でレプリケーションを開始でき、 [User initiated replication（ユーザーによるレプリ
ケーション）]  ポリシーが  [Allow（許可）]  に設定されている場合はユーザーがレプリケーションを要求すること
もできます。

レプリケーションにかかる時間が  [Target replication frequency（ターゲット レプリケーションの頻度）]  ポリ
シーで指定されている間隔よりも長い場合、次にスケジュール設定されているレプリケーションは、前のレプリケー

ションが完了した後に開始されます。前のレプリケーションは保留中のレプリケーションによってキャンセルされま

せん。

たとえば、 [Target replication frequency（ターゲット レプリケーションの頻度）]  ポリシーが 1 日に設定されて
いるとします。レプリケーションは火曜日の正午に開始するものとします。クライアント コンピュータがネットワー
クから切断されている場合、このレプリケーションは 24 時間以上かかる場合があります。水曜日の正午に、View
Client with Local Mode によって次のレプリケーション要求が開始されます。前回のレプリケーションの完了後、
View Client with Local Mode によってスナップショットが取得され、保留中のレプリケーションが開始されます。

n [User deferred replication（ユーザーによるレプリケーションの延期）]  を設定します。

このポリシーを設定すると、進行中のレプリケーションをユーザーが一時停止できます。延期期間が終了するまで、

レプリケーションが再開されず、新しいレプリケーションも開始されません。延期期間は 2 時間です。

n [Disks replicated（複製するディスク）]  を設定します。

このポリシーによって、View Composer 通常ディスクのみを複製するか、OS ディスクを複製するか、OS ディス
クと通常ディスクの両方を複製するかが決定されます。このポリシーは、リンク クローン デスクトップにのみ影響
します。

このポリシーは、デスクトップがチェックアウトされているときに設定されます。このポリシーを変更した場合、変

更はデスクトップが再度チェックアウトされたときに有効になります。

n [User initiated replication（ユーザーによるレプリケーション）]  を設定します。

このポリシーを設定すると、ユーザーがローカル デスクトップからレプリケーションを要求できます。
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ローカル デスクトップのレプリケーションの開始
ローカル モードで実行されるデスクトップのレプリケーションを開始できます。要求により、次にスケジュール設定され
ているレプリケーションよりも前にレプリケーションを開始できます。クライアント ポリシーで許可されている場合は、
ローカル デスクトップをチェックアウトしたエンド ユーザーが View Client 内からレプリケーションを開始することも
できます。

View Client with Local Mode がすでにデータを複製しているときにレプリケーションを開始した場合、そのレプリケー
ションは前のレプリケーションが完了した後に開始されます。前のレプリケーションは保留中の要求によって中止されま

せん。

手順

1 View Administrator で、 [Monitoring（監視）]  -  [Local Sessions（ローカル セッション）]  をクリックします。

2 ローカル デスクトップを選択します。

3 [Initiate Replication（レプリケーションの開始）]  をクリックします。

4 ローカル デスクトップとデータセンターが次回接続されたときにレプリケーションを開始するかどうかを選択します。

オプション 説明

行う 次に View Client が実行されてデスクトップがデータセンターに接続したときに、レ
プリケーションが開始されます。

× レプリケーション要求がキャンセルされます。

以前にレプリケーションを要求していて、そのレプリケーションがまだ開始されてい

ない場合は、 [No（いいえ）]  を選択して保留中のレプリケーションをキャンセルで
きます。

 

5 [OK]  をクリックします。

次に View Client が実行されてクライアント コンピュータがデータセンターに接続したときに、レプリケーションが開始
されます。レプリケーションがすでにアクティブな場合は、要求したレプリケーションは前のレプリケーションが完了し

たときに開始されます。

次に進む前に

エンド ユーザーの操作なしでデスクトップを再度チェックインする必要があるためにレプリケーションを開始した場合
は、レプリケーションの完了後にローカル デスクトップをロールバックできます。「ローカルにチェックアウトされたデ
スクトップのロールバック (P. 242)」を参照してください。

ローカルにチェックアウトされたデスクトップのロールバック

エンド ユーザーがローカル デスクトップを含むラップトップを紛失したり、ハード ディスクが損傷したりした場合、
View デスクトップをロールバックすると、エンド ユーザーが他のコンピュータ上でデスクトップをチェックアウトでき
るようになります。クライアント ポリシーで許可されている場合は、ローカル デスクトップをチェックアウトしたエン
ド ユーザーが View Client 内からデスクトップをロールバックすることもできます。

管理者がロールバック操作を開始すると、クライアントで次のいずれかのアクションが実行されます。

n チェックアウトされたデスクトップにユーザーがログインしている場合は、View Client が通知を受け取ると同時に
セッションが終了します。ユーザーはチェックアウトされたデスクトップにログインできなくなります。

n ユーザーがログインしていない場合、その後の接続試行はデスクトップのオンライン コピーにリダイレクトされま
す。ローカル モードで作業を続けるには、ユーザーがデスクトップをサーバからチェックアウトする必要があります。
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開始する前に

管理者がローカル デスクトップからの最新のデータを保持する必要がある場合は、レプリケーション操作を実行します。
「ローカル デスクトップのレプリケーションの開始 (P. 242)」を参照してください。

重要   レプリケーションを実行する場合は、そのレプリケーションが完了するまで待機してからロールバック操作を開始
する必要があります。ロールバック操作は、他の操作が完了するまで開始されません。レプリケーション操作がいつ完了

するのかを確認するには、View Administrator で  [Monitoring（監視）]  -  [Local Sessions（ローカル セッション）]
をクリックし、最後のレプリケーションが完了した時刻を確認します。

手順

u [Rollback（ロールバック）]  オプションを選択します。

オプション 操作

View Administrator ユーザー View Administrator で、 [Monitoring（監視）]  -  [Local Sessions（ローカル セッ
ション）]  を選択し、デスクトップを選択して、 [Rollback（ロールバック）]  をク
リックします。

エンド ユーザー 対象のデスクトップに対する資格を持つユーザーの場合は、View Client で、利用可
能なデスクトップのリストでそのデスクトップを右クリックし、 [Rollback（ロール
バック）]  を選択します。
[Rollback（ロールバック）]  オプションはクライアント デスクトップのポリシーで
許可されている場合にのみ選択できます。

 

チェックアウトされたバージョンのデスクトップが破棄されます。ユーザーがデスクトップをローカル モードで使用する
には、再度オンライン バージョンをチェックアウトする必要があります。

次に進む前に

エンド ユーザーのコンピュータ上のファイルを消去するには、エンド ユーザーにこのデスクトップのローカル モード
ディレクトリを削除してもらいます。「ローカル デスクトップの削除 (P. 243)」を参照してください。

ローカル モードで使用するための View デスクトップのチェックアウトについては、『View インストール』ドキュメント
を参照してください。

ローカル デスクトップの削除
ローカル デスクトップをロールバックするか、または View Client をアンインストールしても、そのクライアント コン
ピュータ上でローカル デスクトップを構成するファイルは削除、消去されません。ローカル デスクトップを削除するに
は、そのファイルを手動で削除する必要があります。

開始する前に

ローカル デスクトップがチェックアウトされていないことを確認します。データセンター内に存在する View デスクトッ
プに複製されていないデータがローカル デスクトップに含まれている場合は、エンド ユーザーにデスクトップへのチェッ
クインを依頼します。デスクトップへのチェックインができない場合は、View Administrator を使用してデータを複製
します。詳細については、「ローカル デスクトップのレプリケーションの開始 (P. 242)」を参照してください。
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手順

u クライアント コンピュータ上で、削除するローカル デスクトップを構成するファイルを含むフォルダを選択して、
削除します。

このフォルダは、ローカル デスクトップのチェックアウト ディレクトリに存在します。最初のローカル デスクトッ
プをダウンロードしたときに  [Options（オプション）]  をクリックせず、ローカル デスクトップの保存先ディレク
トリを変更しなかった場合、ローカル デスクトップはデフォルトのチェックアウト ディレクトリに保存されています。

デスクトップのオペレーティング システム デフォルトのチェックアウト ディレクトリ

Windows 7 および Windows Vista でのデ
フォルト ディレクトリ

C:¥Users¥<User Name>¥AppData¥Local¥VMware¥VDM¥Local
Desktops¥<pool_display_name>

Windows XP でのデフォルト ディレクトリ C:¥Documents and Settings¥<User Name>¥Local Settings
¥Application Data¥VMware¥VDM¥Local Desktops
¥<pool_display_name>

 
Windows 7 オペレーティングシステムの AppData ディレクトリは隠しフォルダです。ローカル デスクトップ ファ
イルに移動するには、この隠しフォルダを表示することが必要な場合もあります。

ローカル デスクトップの操作に関するセキュリティおよび最適化の構成
ローカル デスクトップの操作のために、トンネリングされた通信および SSL 暗号化を構成できます。ローカル コンピュー
タとデータセンターの間のデータ転送を最適化することもできます。

これらの設定は、単一の View Connection Server インスタンスに固有です。インターネットから接続するローカル デ
スクトップ ユーザーにサービスを提供するインスタンス上ではこれらの設定を有効にし、ローカル デスクトップを使用
しない内部ユーザー専用のインスタンス上ではこれらの設定を無効にすることもできます。

開始する前に

n ローカル デスクトップ操作用の SSL およびトンネリングされた通信の設定について理解しておきます。「ローカル
デスクトップの操作に関するセキュリティ オプションの設定 (P. 245)」を参照してください。

n 重複排除および圧縮を使用して、ネットワーク上のデータ転送を最適化する方法について理解しておきます。「ロー

カル デスクトップのホスト コンピュータとデータセンターとのデータ転送の最適化 (P. 244)」を参照してください。

手順

1 View Administrator で、 [View Configuration（View 構成）]  -  [Servers（サーバ）]  をクリックします。

2 [View Servers（View サーバ）]  パネルで、View Connection Server インスタンスを選択して  [Edit（編集）]  を
クリックします。

3 データ転送とローカル デスクトップの操作のためのセキュリティおよび最適化の設定を選択します。

ローカル デスクトップのホスト コンピュータとデータセンターとのデータ転送の最適化
ローカル デスクトップをホストするクライアント コンピュータとデータセンターの間の転送操作で、ネットワークを介
して送信されるデータの量を削減できます。重複排除および圧縮を使用して、データ転送を最適化します。

表 13-3 shows the deduplication and compression settings for data transfers.

転送操作には、デスクトップのチェックインとチェックアウト、ローカル デスクトップからデータセンターへのデータの
レプリケーション、およびローカル デスクトップへのシステム イメージのダウンロードが含まれます。

View Client with Local Mode ログを読み取ることによって、データ転送時の重複排除と圧縮の影響を確認できます。
「データ転送の重複排除および圧縮の影響の確認 (P. 247)」を参照してください。
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表 13-3.  データ転送の重複排除および圧縮の設定

設定 説明

[Use deduplication for Local Mode operations（ローカル モー
ドの操作に重複排除を使用する）]

重複するデータがクライアント コンピュータからデータセンターに
送信されないようにします。レプリケーションおよびデスクトップ

のチェックインを含め、クライアント コンピュータからデータセン
ターへの転送に重複排除が適用されます。デスクトップがチェック

アウトされているときには、重複排除は行われません。

重複排除を使用すると、まったく同じデータ ブロックがクライアン
ト コンピュータによって検出され、ブロック全体を再度送信する代
わりに元のブロックの参照が送信されます。

重複排除は、ネットワーク帯域幅を節約できるため、低速のネット

ワークで有益です。ただし、重複排除を行うと、同じデータ ブロッ
クの有無を確認するときにクライアント コンピュータ上の CPU の
ワークロードが増加したり、重複するブロックをディスクから読み

取るときに View Transfer Server の I/O ワークロードが増加した
りすることがあります。高速のネットワークでは、重複排除を無効

にした方が効率的な場合があります。

デフォルトでは、重複排除は使用されません。

[Use compression for Local Mode operations（ローカル モー
ドの操作に圧縮を使用する）]

ネットワークを介してシステム イメージ ファイルおよびデスクトッ
プ ファイルを送信する前に、それらを圧縮します。
重複排除と同様、圧縮によって帯域幅を節約でき、低速ネットワー

ク上での転送が速くなります。ただし、ファイルを圧縮するために

View Transfer Server でより多くのコンピューティング リソース
が使用されます。圧縮を使用するかどうか決定するときは、ネット

ワークのパフォーマンス上の利点とサーバ コンピューティングのコ
ストを比較して検討する必要があります。

デフォルトでは、圧縮は使用されません。

ローカル デスクトップの操作に関するセキュリティ オプションの設定
ローカル デスクトップをホストするクライアント コンピュータとデータセンターの間で SSL 暗号化およびトンネリング
された接続を使用して、転送操作のセキュリティのレベルを設定できます。

表 13-4 に、ローカル デスクトップの操作のセキュリティ設定を示します。

SSL またはトンネリングされた接続を使用しないと、データ転送速度は向上しますが、データ通信の安全性が低下します。

SSL の設定は、クライアント コンピュータ上のローカル データには影響を及ぼしません。このデータは常に暗号化され
ます。

クライアント システムにローカルに格納されるデータ ディスクは、AES-128 というデフォルトの暗号強度で暗号化され
ます。暗号化キーは、ユーザーの認証情報（ユーザー名とパスワードまたはスマート カードと PIN）のハッシュから導出
されたキーによって暗号化され、クライアント システムに格納されます。サーバ側では、キーは View LDAP に格納され
ます。サーバ上で View LDAP を保護するために使用されるセキュリティ方式が、LDAP に格納されるローカル モードの
暗号化キーの保護にも使用されます。

第 13 章 ローカル デスクトップの管理

VMware, Inc.  245



表 13-4.  ローカル デスクトップの操作での、トンネリングされた安全な接続および SSL の使用

設定 説明

[Use secure tunnel connection for Local Mode operations
（ローカル モード操作にセキュア トンネル接続を使用する）]

ローカル デスクトップはトンネリングされた通信を使用します。
ネットワーク トラフィックは、View Connection Server または
セキュリティ サーバ（構成されている場合）を介してルーティング
されます。

この設定を使用しない場合、ローカル デスクトップと、データセン
ター内の対応するリモート デスクトップの間で、データ転送が直接
行われます。

デフォルトでは、安全なトンネル接続ではなく直接接続が使用され

ます。

[Use SSL for Local Mode operations（ローカル モードの操作に
SSL を使用する）]

クライアント コンピュータとデータセンターとの通信およびデータ
転送に SSL 暗号化が使用されます。対象となる操作には、デスク
トップのチェックインとチェックアウト、およびクライアント コン
ピュータからデータセンターへのデータのレプリケーションが含ま

れますが、View Composer 基本イメージの転送は含まれません。
これらは、クライアント コンピュータと View Transfer Server と
の接続を伴います。

デフォルトでは、SSL は使用されません。

[Use SSL when provisioning desktops in Local Mode（ローカ
ル モードのデスクトップのプロビジョニングに SSL を使用する）]

Transfer Server リポジトリからクライアント コンピュータへの
View Composer 基本イメージ ファイルの転送に SSL 暗号化が使
用されます。これらの操作は、クライアント コンピュータと View
Transfer Server との接続を伴います。
デフォルトでは、SSL は使用されません。

新規キー生成のためのローカル デスクトップ暗号化キー暗号方式の変更
ユーザーがローカル デスクトップをチェックインまたはチェックアウトするとき、View Connection Server はデフォル
トで AES-128 を使用して仮想ディスク（.vmdk）ファイルを暗号化します。より強固な暗号化を使用したい場合は、View
Connection Server ホスト上の View LDAP でグローバル プロパティを編集することにより、暗号化キー暗号方式を
AES-192 または AES-256 に変更できます。

ローカル デスクトップの暗号化キー暗号方式を変更した後は、ローカル デスクトップが最初にチェックアウトされると
きなどに、新しい暗号化方式を使用して新しいキーが生成されます。以前に生成されたキーは変更されません。既存のロー

カル デスクトップの暗号化キー暗号方式を変更する方法については、「既存のローカル デスクトップの暗号化キー暗号方
式の変更 (P. 247)」を参照してください。

ADSI Edit ユーティリティを使用して View LDAP に変更を加えます。ADSI Edit ユーティリティは View Connection
Server とともにインストールされます。View Connection Server インスタンス上で View LDAP を変更すると、複製
されたすべての View Connection Server インスタンスに変更内容が伝わります。

開始する前に

お使いのバージョンの Windows オペレーティング システムでの ADSI Edit ユーティリティの使用方法については、
Microsoft TechNet Web サイトを参照してください。

手順

1 View Connection Server ホスト上で ADSI Edit ユーティリティを起動します。

2 [DC=vdi, DC=vmware, DC=int]  を選択するか、これに接続します。

3 オブジェクト  [CN=Common, OU=Global, OU=Properties]  で、 [pae-OVDIKeyCipher]  属性に新しい暗号化
キー暗号方式の値を設定します。

暗号化キー暗号方式の値は AES-128、AES-192、または AES-256 に設定できます。デフォルト値は AES-128 で
す。
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既存のローカル デスクトップの暗号化キー暗号方式の変更
既存のローカル デスクトップの暗号化キー暗号方式を変更するには、View Connection Server ホスト上の View LDAP で、
ローカル デスクトップの  [pae-VM]  レコードを編集します。

ADSI Edit ユーティリティを使用して View LDAP に変更を加えます。ADSI Edit ユーティリティは View Connection
Server とともにインストールされます。View Connection Server インスタンス上で View LDAP を変更すると、複製
されたすべての View Connection Server インスタンスに変更内容が伝わります。

開始する前に

n ローカル デスクトップの暗号化キー暗号方式を変更します。「新規キー生成のためのローカル デスクトップ暗号化
キー暗号方式の変更 (P. 246)」を参照してください。

n お使いのバージョンの Windows オペレーティング システムでの ADSI Edit ユーティリティの使用方法については、
Microsoft TechNet Web サイトを参照してください。

手順

1 ローカル デスクトップがチェックアウトされている場合、デスクトップをチェックインし、既存のローカル ファイ
ルをすべて削除します。

2 View Connection Server ホスト上で ADSI Edit ユーティリティを起動します。

3 [DC=vdi, DC=vmware, DC=int]  を選択するか、これに接続します。

4 ローカル デスクトップの  [pae-VM]  レコードで、 [pae-mVDIOfflineAuthKey] 、 [pae-mVDIOfflineDataKey] 、
および  [pae-mVDIOfflineObfuscationKey]  属性の値をクリアします。

5 ローカル デスクトップをチェックアウトします。

View Connection Server により、ローカル デスクトップ用の新しいキーが生成されます。新しいキーには、新しい暗号
化キー暗号方式の値が入っています。

データ転送の重複排除および圧縮の影響の確認

転送操作中にネットワーク経由で送信されるデータ量が、重複排除および圧縮によってどの程度減少するかを確認できま

す。クライアント コンピュータの View Client with Local Mode ログを読み取ることによって、データ転送サイズを取
得できます。

チェックインまたはレプリケーション中には、最適化を行わない場合にデータセンターのリモート デスクトップに転送さ
れるデータの量がローカル デスクトップに表示されます。ただし、この量はネットワーク経由で送信される実際のデータ
を反映していません。重複排除と圧縮が有効にされていてもいなくても、同じ値が表示されます。

重複排除と圧縮の両方を有効にすると、View Client では、転送されるデータから重複データ ブロックを削除する重複排
除が開始されます。次に、残りのデータが圧縮されるか、またはデータが圧縮できないことが確認されます。

View Client with Local Mode ログの読み取り

重複排除と圧縮の統計値を表示するログ エントリを生成するには、ログを Debug（デバッグ） モードに設定する必要があり
ます。

表 13-5 に、クライアント コンピュータの View Client with Local Mode ログの場所を示します。
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表 13-5.  View Client with Local Mode ログの場所

オペレーティング システム パス

Windows 7 および Windows Vista C:¥Users¥<user name>¥AppData¥VMware¥VDM
¥Logs¥

Windows XP C:¥Documents and Settings¥<user name>
¥Local Settings¥Application Data¥VMware
¥VDM¥Logs¥

ローカル デスクトップのチェックインまたはレプリケーションが行われると、View Transfer Server は、最後のチェッ
クアウトまたはレプリケーション以降にローカル デスクトップで生成されたデータを転送します。デスクトップが新しい
データを生成するのにかかる時間がわかれば、データ転送サイズを推測できます。次のサンプルのログ エントリには、最
後のチェックアウトまたはレプリケーション以降の時間が分単位で表示されています。

2010-06-28 17:22:12,281 DEBUG <536> [wswc_localvm]
GetTotalCheckinSize:Total checkin size over 34 minutes:

重複排除と圧縮の影響の確認

GetTotalCheckinSize ログには、転送が行われる前の予想転送サイズが表示されます。この値は、データの転送元と
なるローカル デスクトップのすべてのディスクを対象としています。

次のサンプル エントリには、チェックイン操作中に重複排除による最適化が行われないデータの量が表示されています。View
は、この量のデータが転送されると予測します。

2010-06-28 17:22:12,281 DEBUG <536> [wswc_localvm]
GetTotalCheckinSize:non-dedupe:2 MB

次のサンプル エントリの parent-dedupe エントリには、View Transfer Server で重複排除による最適化が行われる
データの量が表示されています。self-dedupe エントリには、クライアント コンピュータでの重複排除の量が表示され
ています。これらのエントリの数値を加えて、重複排除による最適化が行われるデータ量の合計を推測します。

2010-06-28 17:22:12,281 DEBUG <536> [wswc_localvm]
GetTotalCheckinSize:parent-dedupe:871 MB
2010-06-28 17:22:12,281 DEBUG <536> [wswc_localvm]
GetTotalCheckinSize:self-dedupe:0 MB

Replication statistics ログ エントリには、ネットワーク経由で送信された実際のデータ量が表示されます。デー
タの転送元となったローカル デスクトップ ディスクごとに、別々の統計値が生成されます。

次の例の parent-dedupe エントリと self-dedupe エントリには、View Transfer Server およびクライアント コン
ピュータでの重複排除の統計値がそれぞれ表示されています。

2010-06-28 17:24:53,046 DEBUG <BoraThread> [wswc_localvm]
Replication statistics:
2010-06-28 17:24:53,046 DEBUG <BoraThread> [wswc_localvm]
Parent dedup:871.139 MB
2010-06-28 17:24:53,046 DEBUG <BoraThread> [wswc_localvm]
Self dedup:0 MB

次のサンプル エントリには、転送操作中に圧縮されたデータの量が表示されています。

2010-06-28 17:24:53,046 DEBUG <BoraThread> [wswc_localvm]
Compression:0.000 MB compressed to 0.000 MB

VMware View の管理

248  VMware, Inc.



次のサンプル エントリには、圧縮されなかったデータの量が表示されています。

2010-06-28 17:24:53,046 DEBUG <BoraThread> [wswc_localvm] Raw
data:2.198 MB

この例では、ローカル デスクトップが "Transferring 871MB" というメッセージを表示しました。ただし、このデー
タ量は重複排除によって縮小されました。残りのデータは圧縮できなかったものの、ネットワーク経由で転送されたデー

タはわずか 2.198MB でした。

データ転送のゲスト ファイル システム最適化
View Transfer Server は転送操作中、ゲスト ファイル システム最適化を利用することによって、ネットワーク経由で送
信する必要があるデータの量を削減します。

デスクトップの仮想マシンにプライマリ NTFS パーティションが含まれている場合、View Transfer Server は NTFS に
よって割り当てられるブロックを転送します。割り当てられないブロックは転送されません。この方式により、転送され

るブロックの総数を最小化されます。

ゲスト ファイル システム最適化は、データの転送元がプライマリ NTFS パーティションである場合にのみ行われます。
拡張パーティション、論理ディスク マネージャ パーティション、Windows 7 または Windows Vista 仮想マシン上の圧
縮 NTFS ボリュームに対しては、View Transfer Server によるこの最適化は実行されません。

ゲスト ファイル システム最適化はデータの重複排除や圧縮とは異なります。これらの機能もデータ転送を最適化します
が、デスクトップのゲスト OS とは無関係です。これらの操作の詳細については、「ローカル デスクトップのホスト コン
ピュータとデータセンターとのデータ転送の最適化 (P. 244)」を参照してください。

エンドポイント リソースの使用方法の構成
デフォルトでは、ローカル システムで使用するためにチェックアウトされた View デスクトップは、そのホストのメモリ
および CPU の能力を利用します。デスクトップ上の仮想 NIC は、NAT を使用してホストの IP アドレスおよび MAC ア
ドレスを共有します。このデフォルトの動作は変更できます。

メモリおよび CPU リソースのローカル使用量の上書き
ローカル デスクトップがチェックアウトされた後、そのデスクトップでは vCenter Server で仮想マシン用に指定されて
いるメモリおよび CPU の設定に関係なく、ローカル システムのメモリおよび CPU の能力を利用できます。このデフォ
ルトの動作は上書きできます。

デフォルトでは、ローカル モードで使用するためにチェックアウトされた View デスクトップに割り当てられる RAM の
量は、クライアント ホスト上で利用可能な RAM の中の一定量に自動的に調整されます。

式では、ホストおよびゲストの View デスクトップ間で配分するために利用可能なメモリ容量が考慮されます。Windows
XP オペレーティング システムでは最低 512MB の RAM が必要です。32 ビットの Windows 7 または Windows Vista
オペレーティング システムでは最低 1GB の RAM が必要です。配分可能なメモリ容量は、ホスト上の RAM の合計容量
から、ホスト OS とゲスト OS に最小限必要な RAM 容量を引いたものです。

表 13-7.  ローカルの View デスクトップに割り当てられるメモリ

メモリ割り当て Windows XP ゲスト Windows 7 および Vista ゲスト

最小 512MB 1GB

ベスト エフォート 512MB + （利用可能量/2） 1GB + （利用可能量/2）

最大 2GB 4GB
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たとえば、Windows 7 ホストに合計 2GB の RAM がある場合、Windows 7 View デスクトップをローカルで実行する
には 2GB の RAM が必要です（RAM のうち 1GB がホストに、1GB がローカルの View デスクトップに割り当てられま
す）。ホストに 3GB の RAM がある場合、RAM のうち 1.5GB がホストに、1.5GB がローカルの View デスクトップに割
り当てられます。

注意   メモリ割り当ての自動調整によって、ローカル デスクトップのメモリ容量が、vCenter Server で構成される容量
よりも低い値に設定されることはありません。

同様に、ローカルの View デスクトップでは、その View デスクトップで Windows Vista 以降のオペレーティング シス
テムが動作している場合、クライアント ホストで利用可能な最大 2 個の CPU を使用できます。

デフォルト値を変更したり、設定の範囲を指定したりできます。設定はクライアント上のすべてのローカル デスクトップ
に適用できます。設定によっては、ユーザーがクライアント上で使用する資格を持つ特定の View Connection Server イ
ンスタンスの特定のデスクトップまたはすべてのデスクトップに適用できます。

これらのデフォルトを変更するには、Windows レジストリの設定を構成する必要があります。その後、グループ ポリ
シー オブジェクト（GPO）などの標準の Windows ツールを使用して、それらのレジストリ設定を展開できます。

開始する前に

n ローカル デスクトップが使用できる CPU を一定の数に設定する予定の場合は、ローカル デスクトップをパワーオフ
します。

n 設定の範囲を指定できる場合が多いため、指定する必要がある識別子を調べます。

表 13-6.  ローカル モードのリソース使用量に関するレジストリ設定で使用される識別子

範囲 変数名 説明

ブローカー固有 <broker_guid> View Connection Server インスタンスま
たはグループのグローバル一意識別子。

GUID を調べるには vdmadmin -C コマ
ンドを使用します。「-C オプションを使用
した View Connection Server グループ
の名前の設定 (P. 314)」を参照してくださ
い。

ユーザー固有 <remote_user_sid> エンド ユーザーのセキュリティ ID。View
Connection Server ホスト上で ADSI Edit
ユーティリティを使用して、

[CN=<machine_CN>,OU=Servers,DC
=vdi,DC=vmware,DC=int]  の  [pae-
SIDString]  フィールドの値を確認します。

デスクトップ固有 <desktop_ID> View デスクトップの ID。View
Connection Server 上で ADSI Edit ユー
ティリティを使用します。ID は
[DC=vdi,DC=vmware,DC=int]  の
[OU=Applications]  にあります。デスク
トップ ID は、デスクトップ プールの表示
名を使用する識別名です：

[CN=<pool_display_name>,OU=Ap
plications,DC=vdi,DC=vmware,DC=i
nt]

ブローカー GUID はクライアント コンピュータ上の mvdi.lst ファイルから探すこともできます。Windows XP
では、ファイルの場所は C:¥Documents and Settings¥<user_name>¥Local Settings¥Application
Data¥VMware¥VDM フォルダです。ファイルを開き、brokerGUID を探します。リモート ユーザーのセキュリ
ティ ID もこのファイルに含まれています。ファイルを開き、user-sid を探します。
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手順

n vCenter Server で構成された量のメモリだけがローカル デスクトップで使用されるようにデフォルトの動作を上書
きするには、次のいずれかのレジストリ キーを追加し、そのキーを 1 に設定する GPO を作成して展開します。

設定の範囲 パス

クライアント全体 HKCU¥Software¥VMware, Inc.¥VMware VDM¥Client
¥disableOfflineDesktopMemoryScaleup

ブローカーおよびユーザー固有 HKCU¥Software¥VMware, Inc.¥VMware VDM¥Client
¥<broker_guid>¥<remote_user_sid>
¥disableOfflineDesktopMemoryScaleup

 
値 1 は disableOfflineDesktopMemoryScaleup がオンであることを示し、値 0 はオフであることを示します。

n View デスクトップがローカルで実行されているときに使用できるメモリを一定の量に設定するには、32 GB までの
数値をメガバイト単位で指定する次のいずれかのレジストリ キーを追加する GPO を作成して展開します。

設定の範囲 パス

クライアント全体 HKCU¥Software¥VMware, Inc.¥VMware VDM¥Client
¥<broker_guid>¥<remote_user_sid>
¥offlineDesktopDefaultMemoryScaleupValue

デスクトップ固有 HKCU¥Software¥VMware, Inc.¥VMware VDM¥Client
¥<broker_guid>¥<remote_user_sid>¥<desktop_ID>
¥offlineDesktopDefaultMemoryScaleupValue

 
この値を大きすぎる数値に設定すると、ローカル デスクトップがパワーオンせず、エラー メッセージが表示されます。

n クライアント ホスト上で利用可能な量よりも多くのメモリを必要とするように構成されているデスクトップをチェッ
クアウトするには、ローカル デスクトップに必要なメガバイト数を指定する次のレジストリ キーを追加する GPO
を作成して展開します。

HKCU¥Software¥VMware, Inc.¥VMware VDM¥Client¥<broker_guid>¥<remote_user_sid>
¥offlineDesktopReportedHostMemoryValue
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n vCenter Server で構成された数の CPU だけがローカル デスクトップで使用されるようにデフォルトの動作を上書
きするには、次のいずれかのレジストリ キーを追加し、そのキーを 1 に設定する GPO を作成して展開します。

設定の範囲 パス

クライアント全体 HKCU¥Software¥VMware, Inc.¥VMware VDM¥Client
¥disableOfflineDesktopCPUScaleup

ブローカーおよびユーザー固有 HKCU¥Software¥VMware, Inc.¥VMware VDM¥Client
¥<broker_guid>¥<remote_user_sid>
¥disableOfflineDesktopCPUScaleup

 
値 1 は disableOfflineDesktopCPUScaleup がオンであることを示し、値 0 はオフであることを示します。

n View デスクトップがローカルで実行されているときに使用できる CPU を一定の数に設定するには、CPU 数（最大
2 個）を指定する次のいずれかのレジストリ キーを追加する GPO を作成して展開します。

設定の範囲 パス

クライアント全体 HKCU¥Software¥VMware, Inc.¥VMware VDM¥Client
¥<broker_guid>¥<remote_user_sid>
¥offlineDesktopDefaultCPUScaleupValue

デスクトップ固有 HKCU¥Software¥VMware, Inc.¥VMware VDM¥Client
¥<broker_guid>¥<remote_user_sid>¥<desktop_ID>
¥offlineDesktopDefaultCPUScaleupValue

 
無効な値を指定するか、ホスト上で利用可能な数よりも多い CPU 数を指定すると、デスクトップがパワーオンせず、
エラー メッセージが表示されます。この値を 2 より大きい数に設定した場合は、値 2 が使用されます。

設定はローカル デスクトップがパワーオンされると有効になりますが、報告されるメモリの必要量が vCenter Server で
設定されている量よりも少なくなることが許可される設定の場合は例外です。この設定は、デスクトップがチェックアウ

トされているときには読み取り専用になります。

NAT からブリッジへのネットワーク タイプの変更
デフォルトでは、ローカル システムで使用するためにデスクトップがチェックアウトされると、View デスクトップの仮
想ネットワーク タイプが NAT（ネットワーク アドレス変換）に変更されます。この動作を上書きして、View デスクトッ
プがネットワーク上で独自の ID を持つようにブリッジ ネットワークを使用することができます。

ブリッジ ネットワークでは、View デスクトップの仮想ネットワーク アダプタがホスト コンピュータの物理ネットワー
ク アダプタに接続されます。ブリッジ ネットワークを使用すると、View デスクトップがネットワーク上の他のコンピュー
タに対して可視になり、デスクトップに独自の IP アドレスが必要になります。

NAT では、仮想マシンがホストの IP アドレスと MAC アドレスを共有するように構成されます。View デスクトップとク
ライアント ホストが、ネットワーク上で単一の ID を共有します。

クライアント ホスト上のすべてのローカル デスクトップまたは特定のローカル デスクトップについてこれらのデフォル
トを変更するには、Windows のレジストリ設定を構成する必要があります。その後、グループ ポリシー オブジェクト
（GPO）などの標準の Windows ツールを使用して、それらのレジストリ設定を展開できます。
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開始する前に

n 設定の範囲を指定できる場合が多いため、指定する必要がある識別子を調べます。

表 13-8.  ローカル モードのリソース使用量に関するレジストリ設定で使用される識別子

範囲 変数名 説明

ブローカー固有 <broker_guid> View Connection Server インスタンスま
たはグループのグローバル一意識別子。

GUID を調べるには vdmadmin -C コマ
ンドを使用します。「-C オプションを使用
した View Connection Server グループ
の名前の設定 (P. 314)」を参照してくださ
い。

ユーザー固有 <remote_user_sid> エンド ユーザーのセキュリティ ID。View
Connection Server ホスト上で ADSI Edit
ユーティリティを使用して、

[CN=<machine_CN>,OU=Servers,DC
=vdi,DC=vmware,DC=int]  の  [pae-
SIDString]  フィールドの値を確認します。

デスクトップ固有 <desktop_ID> View デスクトップの ID。View
Connection Server 上で ADSI Edit ユー
ティリティを使用します。ID は
[DC=vdi,DC=vmware,DC=int]  の
[OU=Applications]  にあります。デスク
トップ ID は、デスクトップ プールの表示
名を使用する識別名です：

[CN=<pool_display_name>,OU=Ap
plications,DC=vdi,DC=vmware,DC=i
nt]

ブローカー GUID はクライアント コンピュータ上の mvdi.lst ファイルから探すこともできます。Windows XP
では、ファイルの場所は C:¥Documents and Settings¥<user_name>¥Local Settings¥Application
Data¥VMware¥VDM フォルダです。ファイルを開き、brokerGUID を探します。リモート ユーザーのセキュリ
ティ ID もこのファイルに含まれています。ファイルを開き、user-sid を探します。

手順

u ローカル デスクトップでブリッジ ネットワークが使用されるようにデフォルトの動作を上書きするには、GPO を作
成および展開し、次のいずれかのレジストリ キーを追加して、そのキーを 1 に設定します。

設定の範囲 パス

クライアント全体 HKCU¥Software¥VMware, Inc.¥VMware VDM¥Client
¥offlineDesktopUseBridgedNetworking

Connection Server およびユーザー固有 HKCU¥Software¥VMware, Inc.¥VMware VDM¥Client
¥<broker_guid>¥<remote_user_sid>
¥offlineDesktopUseBridgedNetworking

デスクトップ固有 HKCU¥Software¥VMware, Inc.¥VMware VDM¥Client
¥<broker_guid>¥<remote_user_sid>¥<desktop_ID>
¥offlineDesktopUseBridgedNetworking

 
値を 1 にすると、デスクトップでブリッジ ネットワークを使用するように設定されます。値を 0 にすると、NAT を
使用するように設定されます（デフォルト）。

この設定は、エンド ユーザーがローカル デスクトップをパワーオンしたときに有効になります。
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WAN 経由でローカル デスクトップをプロビジョニングするための HTTP キャッ
シュの構成

HTTP キャッシュを使用して、リンク クローン ローカル デスクトップのプロビジョニングを効率化できます。HTTP
キャッシュを構成すると、リモート オフィスや支社から WAN 経由でデータセンターに接続する環境でメリットが得られ
ます。HTTP キャッシュにより、View Composer 基本イメージを WAN 経由で転送する際のパフォーマンス コストが軽
減されます。

リモート オフィスでローカル モードを使用するようにリンク クローン デスクトップを構成する場合、WAN の帯域幅不
足により、View Composer 基本イメージを個々のローカル コンピュータに直接、効率的にダウンロードできない場合が
あります。たとえば、6GB の基本イメージを繰り返し転送するのに時間がかかりすぎる場合があります。

HTTP キャッシュを設定すると、最初のユーザーがデスクトップをチェックアウトするときに、基本イメージがプロキシ
サーバのキャッシュに保存されます。それ以降のユーザーがデスクトップをチェックアウトするときは、ローカル オフィ
ス内の LAN 経由で基本イメージが転送されます。

View Transfer Server でチェックアウト操作を完了するためには、さらに各ユーザーのリンク クローン OS ディスクと
通常ディスクを WAN 経由でデータセンターから転送する必要がありますが、これらのディスクのサイズは基本イメージ
に比べればごく小さいものです。

1 View Composer 基本イメージの HTTP キャッシュを有効にするための View Connection Server の構成 (P. 254)

キャッシング プロキシ サーバがローカル デスクトップとデータセンターの間で View Composer 基本イメージや
その他のデータを渡すことができるようにするには、View Connection Server でいくつかの設定を構成する必要
があります。

2 キャッシュ使用のための基本イメージ パッケージ ファイルのサイズ制限 (P. 255)

View Composer 基本イメージ パッケージには 1GB を超えるファイルが含まれることがありますが、多くのプロ
キシ サーバではそのようなサイズのファイルをキャッシュに保存できません。プロキシ サーバのキャッシュ容量を
超えない大きさのファイルに基本イメージ パッケージを分割するように View Transfer Server を構成できます。

3 プロキシ サーバ経由でデータを転送するためのクライアント コンピュータの構成 (P. 256)

HTTP キャッシュを有効にするには、キャッシング プロキシ サーバ経由でデスクトップ データを転送するように、
ローカル デスクトップのホストであるクライアント コンピュータを構成する必要があります。インターネット接続
にプロキシ サーバの HTTP アドレスを使用するようにクライアント コンピュータを構成する必要もあります。

4 View Composer 基本イメージをキャッシュするためのプロキシ サーバの構成 (P. 257)

プロキシ サーバを設定してローカル デスクトップの HTTP キャッシュを有効にするときは、キャッシュの容量と
HTTP 接続方式を構成する必要があります。

View Composer 基本イメージの HTTP キャッシュを有効にするための View Connection
Server の構成

キャッシング プロキシ サーバがローカル デスクトップとデータセンターの間で View Composer 基本イメージやその他
のデータを渡すことができるようにするには、View Connection Server でいくつかの設定を構成する必要があります。

2 つの独立した View 設定を使用して、次の 2 種類のデータの SSL 暗号化を構成します。

n View Composer 基本イメージ

n その他のリンク クローン デスクトップ データ（OS ディスクや通常ディスクなど）

Transfer Server リポジトリからローカル コンピュータへの基本イメージ パッケージ ファイルの転送については、SSL 暗
号化を無効にする必要があります。SSL を無効化すると、プロキシ サーバがパッケージ ファイルの内容にアクセスし、
キャッシュに保存できるようになります。SSL を無効化しても基本イメージ データが危険にさらされるわけではありませ
ん。データは基本イメージを Transfer Server リポジトリに公開する時点で暗号化され、WAN 経由でプロキシ サーバに
ダウンロードされるときも暗号化されたままです。
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その他すべてのローカル デスクトップ データの転送について、SSL 暗号化を使用するかどうかを選択できます。その他
のローカル デスクトップ データがキャッシング プロキシ サーバを通過できるようにするには、HTTP CONNECT メソッ
ドの使用を許可するようにプロキシ サーバを構成するか、または View Connection Server でローカル モード操作の
SSL 暗号化を有効にする必要があります。

SSL 暗号化を使用する場合、プロキシ サーバ設定を変更する必要はありませんが、SSL 暗号化はリンク クローン OS ディ
スクまたは通常ディスクの転送パフォーマンスに影響することがあります。

HTTP キャッシュを構成する対象のクライアントに View サービスを提供する個々の View Connection Server インスタ
ンスで、これらの SSL 設定を構成する必要があります。

手順

1 View Administrator で、 [View Configuration（View 構成）]  -  [Servers（サーバ）]  をクリックします。

2 [View Servers（View サーバ）]  パネルで、View Connection Server インスタンスを選択して  [Edit（編集）]  を
クリックします。

3 [Use SSL when provisioning desktops in local mode（ローカル モードのデスクトップのプロビジョニングに
SSL を使用する）]  を選択解除します。

この設定により、Transfer Server リポジトリからローカル コンピュータへの基本イメージ パッケージ ファイルの
ダウンロードで SSL 暗号化が無効になります。

4 HTTP CONNECT メソッドを使用するようにキャッシング プロキシ サーバを設定しない場合は、 [Use SSL for Local
Mode operations（ローカル モード操作に SSL を使用する）]  を選択します。

この設定は、他のすべてのローカル デスクトップ データの転送に影響します。

キャッシュ使用のための基本イメージ パッケージ ファイルのサイズ制限
View Composer 基本イメージ パッケージには 1GB を超えるファイルが含まれることがありますが、多くのプロキシ
サーバではそのようなサイズのファイルをキャッシュに保存できません。プロキシ サーバのキャッシュ容量を超えない大
きさのファイルに基本イメージ パッケージを分割するように View Transfer Server を構成できます。

Transfer Server リポジトリでパッケージを公開すると、View Transfer Server は指定されたサイズのパッケージ ファイ
ルを作成します。パッケージをリポジトリに公開する手順を開始する前に、サイズ制限を構成しておく必要があります。

View Transfer Server では、サイズ制限に収まるように既存のパッケージ ファイルを分割する処理は行いません。

この値は、複製されたグループ内の任意の View Connection Server インスタンスで設定できます。View LDAP を変更
すると、複製されたすべての View Connection Server インスタンスに変更内容が伝わります。

開始する前に

-T オプションと組み合わせて vdmadmin コマンドを使用する方法について理解しておきます。詳細については、「-T オ
プションを使用した View Transfer Server パッケージを公開する場合の分割制限の設定 (P. 333)」を参照してください。 .

手順

1 View Connection Server コンピュータで、Windows コマンド プロンプトを起動します。

2 -T オプションを指定して vdmadmin コマンドを入力します。

vdmadmin

                        -T [-packagelimit
                        <size_in_bytes>]

デフォルトでは、vdmadmin コマンドの実行可能ファイルのパスは C:¥Program Files¥VMware¥VMware View
¥Server¥tools¥bin です。
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例: パッケージ ファイルのサイズ制限の設定

パッケージ ファイルの分割制限を 10KB に設定します。

vdmadmin -T -packagelimit 10240

現在のパッケージ ファイル分割制限を表示します。

vdmadmin -T

プロキシ サーバ経由でデータを転送するためのクライアント コンピュータの構成
HTTP キャッシュを有効にするには、キャッシング プロキシ サーバ経由でデスクトップ データを転送するように、ロー
カル デスクトップのホストであるクライアント コンピュータを構成する必要があります。インターネット接続にプロキ
シ サーバの HTTP アドレスを使用するようにクライアント コンピュータを構成する必要もあります。

プロキシ サーバを経由して転送できるように、レジストリ キーをクライアント コンピュータに追加します。Active
Directory でグループ ポリシーを作成すれば、ドメイン内の複数のコンピュータでこのレジストリ キーを設定できます。

手順

1 ローカル モードのクライアント システムで Windows レジストリ エディタを起動します。

2 左側のペインで、レジストリ パスを展開します。

プロセッサ 説明

64 ビット HKEY_LOCAL_MACHINE, SOFTWARE, Wow6432Node, VMware
Inc., VMware VDM

32 ビット HKEY_LOCAL_MACHINE, SOFTWARE, VMware Inc., VMware VDM
 

3 [Edit（編集）]  -  [New（新規）]  -  [String Value（文字列値）]  をクリックし、新しい値エントリに
useProxyForTransfer と入力します。

4 [useProxyForTransfer]  エントリを右クリックして  [Modify（修正）]  をクリックし、true と入力して  [OK]  を
クリックします。

レジストリにエントリが追加されます。

5 Windows レジストリ エディタを終了します。

6 クライアント コンピュータで、キャッシング プロキシ サーバを使用するように Internet Explorer の接続設定を構
成します。

a Internet Explorer を起動し、 [Tools（ツール）]  -  [Internet Options（インターネット オプション）]  をク
リックします。

b [Connections（接続）]  タブをクリックし、 [LAN Settings（LAN の設定）]  をクリックします。

c [Use a proxy server for your LAN（LAN にプロキシ サーバを使用する）]  をクリックし、 [Advanced（詳
細設定）]  をクリックします。

d HTTP、Secure、FTP、Socks の各接続ごとにプロキシのアドレスとポート番号を入力し、 [OK]  をクリックし
ます。
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View Composer 基本イメージをキャッシュするためのプロキシ サーバの構成
プロキシ サーバを設定してローカル デスクトップの HTTP キャッシュを有効にするときは、キャッシュの容量と HTTP
接続方式を構成する必要があります。

開始する前に

n 基本イメージのパッケージ ファイルのサイズ制限を確認します。この制限は vdmadmin -T コマンドで設定します。
詳細については、「キャッシュ使用のための基本イメージ パッケージ ファイルのサイズ制限 (P. 255)」を参照してく
ださい。

n ローカル モード操作に SSL を使用するかどうかを決定します。詳細については、「キャッシュ使用のための基本イ
メージ パッケージ ファイルのサイズ制限 (P. 255)」を参照してください。

手順

1 プロキシ サーバ上のキャッシュの最大サイズを構成します。

最大サイズを計算するときは、ローカル デスクトップで使用する View Composer 基本イメージの個数とサイズを
考慮します。基本イメージはパッケージ ファイルとしてプロキシ サーバにダウンロードされます。プロキシ サーバ
でキャッシュに保存する予定のその他のファイルについても考慮します。

2 キャッシュに保存できる最大の単一ファイルのサイズを構成します。

プロキシ サーバでの単一ファイルの最大サイズは、vdmadmin -T コマンドで設定するパッケージ ファイルの最大
サイズ以上に設定する必要があります。

3 View Connection Server で  [Use SSL for Local Mode operations（ローカル モード操作に SSL を使用する）]
設定を有効にしない場合、プロキシ サーバ上でアクセス制御リスト（ACL）を設定してポート 80 を開き、CONNECT
メソッドによるポート 80 への接続を許可します。

View Transfer Server では、プロキシ サーバ経由のトンネル接続を提供するために CONNECT メソッドを使用しま
す。View Transfer Server はこの接続を使用して、View Composer 基本イメージ以外のファイルおよびデータを
ローカル デスクトップとデータセンターの間で転送します。ポート 80 を使用すると転送のパフォーマンスが向上し
ます。

ローカル デスクトップ クライアント コンピュータのハートビート間隔の構成
ローカル デスクトップのホストであるクライアント コンピュータは、チェックアウトしたデスクトップのステータスを
読み取るために、View Connection Server に一定間隔でハートビート メッセージを送信します。デフォルトのハート
ビート間隔はすべてのクライアント コンピュータで 5 分です。すべてのクライアント コンピュータを対象にハートビー
ト間隔を変更できます。異なるハートビート間隔を特定のクライアント コンピュータに設定することもできます。

n すべてのローカル デスクトップ クライアント コンピュータのハートビート間隔の変更 (P. 257)

ローカル デスクトップのホストであるすべてのクライアント コンピュータのハートビート間隔を変更するには、
View Connection Server ホスト上で ADSI Edit ユーティリティを使用して View LDAP を編集します。ADSI Edit
ユーティリティは View Connection Server とともにインストールされます。

n 特定のローカル デスクトップ クライアント コンピュータのハートビート間隔の設定 (P. 258)

ローカル デスクトップをホストする特定のクライアント コンピュータのハートビート間隔を設定するには、そのコ
ンピュータ上で Windows レジストリ エディタを使用してシステム レジストリを編集します。

すべてのローカル デスクトップ クライアント コンピュータのハートビート間隔の変更
ローカル デスクトップのホストであるすべてのクライアント コンピュータのハートビート間隔を変更するには、View
Connection Server ホスト上で ADSI Edit ユーティリティを使用して View LDAP を編集します。ADSI Edit ユーティリ
ティは View Connection Server とともにインストールされます。

View Connection Server インスタンス上で View LDAP を変更すると、複製されたすべての View Connection Server
インスタンスに変更内容が伝わります。
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開始する前に

お使いのバージョンの Windows Server オペレーティング システムでの ADSI Edit ユーティリティの使用方法について
は、Microsoft TechNet Web サイトを参照してください。

手順

1 View Connection Server ホスト上で ADSI Edit ユーティリティを起動します。

2 [DC=vdi, DC=vmware, DC=int]  を選択するか、これに接続します。

3 オブジェクト  [CN=Common, OU=Global, OU=Properties]  で、 [pae-mVDIOfflineUpdateFrequency]  属性
の値として新しいハートビート間隔を分単位で設定します。

値は正の整数で入力する必要があります。デフォルトでは、この属性は設定されていません。この属性が設定されて

いないときのデフォルト値は 5 分です。

新しいハートビート間隔は、ローカル デスクトップをホストするクライアント コンピュータが次にハートビート メッセー
ジを View Connection Server に送信した時点で有効になります。View Connection Server サービスまたはクライア
ント コンピュータを再起動する必要はありません。

クライアント コンピュータで設定されたハートビート間隔の値のほうが小さい場合、View Connection Server 側の設定
値ではなくクライアント コンピュータ側の値が使用されます。デフォルトでは、クライアント コンピュータでハートビー
ト間隔は設定されていません。

特定のローカル デスクトップ クライアント コンピュータのハートビート間隔の設定
ローカル デスクトップをホストする特定のクライアント コンピュータのハートビート間隔を設定するには、そのコン
ピュータ上で Windows レジストリ エディタを使用してシステム レジストリを編集します。

クライアント コンピュータで設定されたハートビート間隔の値のほうが View Connection Server ホストで設定された
値より大きい場合、クライアント コンピュータ側の設定は使用されません。2 つの値のうち小さいほうが常に使用されま
す。View Connection Server のデフォルトのハートビート間隔は 5 分です。

開始する前に

ローカル モードのクライアント システムで動作している Windows オペレーティング システムのバージョンでの Windows
レジストリ エディタの使用方法については、Microsoft TechNet Web サイトを参照してください。

手順

1 ローカル デスクトップのクライアント コンピュータ上で Windows レジストリ エディタを起動します。

2 [policyUpdateFrequency]  という名前の新しいレジストリ キーを追加します。

システム レジストリの場所は、クライアント コンピュータのプロセッサの種類によって異なります。

オプション 操作

64 ビット Add  [policyUpdateFrequency]  to HKEY_LOCAL_MACHINE, SOFTWARE,
Wow6432Node, VMware Inc., VMware VDM.

32 ビット Add  [policyUpdateFrequency]  to HKEY_LOCAL_MACHINE, SOFTWARE,
VMware Inc., VMware VDM.

 

3 [policyUpdateFrequency]  キーの値として新しいハートビート間隔をミリ秒単位で設定します。

値は正の整数で入力する必要があります。
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ネットワーク接続が低速な場所へのローカル デスクトップの手動ダウンロード
極度に低帯域幅のネットワークに接続しているユーザーは、数 GB ものデータをダウンロードしなければならないので、
デスクトップのチェックアウトを利用できない可能性があります。このようなユーザーのために、デスクトップ ファイル
を手動でダウンロードしてクライアント コンピュータにコピーすることができます。

たとえば、ダイヤルアップ ネットワーク接続しか利用できない地域に住んでいるユーザーが自宅で作業する場合を考えま
す。メイン オフィスに行けば LAN 経由で自分のラップトップにデスクトップをチェックアウトできますが、何らかの理
由により行くことができません。

この場合、管理者が USB デバイスや DVD などのポータブル デバイスにデスクトップ ファイルを手動でダウンロードで
きます。送付されたデバイスを受け取ったユーザーは、クライアント コンピュータ上の指定されたディレクトリにファイ
ルをコピーして、デスクトップを View データセンターからチェックアウトすることができます。

この方法は View Composer のリンク クローン デスクトップでのみ使用できます。

n View Composer 基本イメージ ファイルを手動でダウンロードします。

n ユーザーがデスクトップをチェックアウトするとき、さらにリンク クローン OS ディスクおよび通常ディスクのファ
イルをネットワーク経由でダウンロードする必要があります。

ただし、最もサイズの大きいファイル群は基本イメージに含まれています。たとえば、Windows 7 基本イメージは 6 ～
10GB に達する場合があります。これに比べれば、OS ディスクや通常ディスクのサイズはごく小さいものです。

1 Transfer Server リポジトリからの基本イメージのコピー (P. 259)

ローカル モードで使用するデスクトップを手動でクライアント コンピュータにダウンロードするには、View
Composer 基本イメージをポータブル デバイスにコピーする必要があります。基本イメージはパッケージとして
Transfer Server リポジトリ内で公開されます。

2 クライアント コンピュータへの基本イメージ ファイルのコピー (P. 260)

ローカル モードで使用するデスクトップを手動でクライアント コンピュータにダウンロードするには、基本イメー
ジ パッケージ ファイルをポータブル デバイスからクライアント コンピュータにコピーする必要があります。

3 コピーしたパッケージ ファイルを View で使用するためのアクセス権の設定 (P. 260)

ローカル モードのためのチェックアウト操作を続行するには、クライアント コンピュータ上のチェックアウト ディ
レクトリにコピーされた基本イメージ パッケージ ファイルのアクセス権を設定する必要があります。

4 基本イメージの手動コピー後のデスクトップのチェックアウト (P. 261)

基本イメージをクライアント コンピュータに手動でコピーし、パッケージ ファイルのアクセス権を設定したら、デ
スクトップをチェックアウトするようユーザーに指示する必要があります。

Transfer Server リポジトリからの基本イメージのコピー
ローカル モードで使用するデスクトップを手動でクライアント コンピュータにダウンロードするには、View Composer
基本イメージをポータブル デバイスにコピーする必要があります。基本イメージはパッケージとして Transfer Server リ
ポジトリ内で公開されます。

開始する前に

n ローカル デスクトップを展開するために View Manager を構成済みであることを確認します。「ローカル デスク
トップ展開の設定の概要 (P. 225)」を参照してください。

n リンク クローン デスクトップ プールを作成済みであり、パッケージを Transfer Server リポジトリに公開済みであ
ることを確認します。「Transfer Server リポジトリ内のパッケージ ファイルの公開 (P. 236)」を参照してください。
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手順

1 View Administrator で、 [View Configuration（View 構成）]  -  [Transfer Server Repository（Transfer Server
リポジトリ）]  をクリックします。

2 [Contents（内容）]  ペインで、デスクトップのチェックアウト元になる予定のデスクトップ プールと関連付けられ
たパッケージを選択して  [Details（詳細）]  をクリックします。

3 デスクトップ プールがこのパッケージと関連付けられていることを確認します。

4 パッケージ ID を含むリポジトリのパスを特定します。

例：¥¥mycomputer.com¥ImageRepository¥Published¥f222434a-e52a-4ce3-92d1-c14122fca996

5 パッケージの内容を Transfer Server リポジトリからポータブル デバイスにコピーします。

パッケージ ディレクトリ全体をポータブル デバイスにコピーする必要があります。

クライアント コンピュータへの基本イメージ ファイルのコピー
ローカル モードで使用するデスクトップを手動でクライアント コンピュータにダウンロードするには、基本イメージ パッ
ケージ ファイルをポータブル デバイスからクライアント コンピュータにコピーする必要があります。

開始する前に

n ユーザーがクライアント コンピュータに View Client with Local Mode をインストールしたことを確認します。

n パッケージ ファイルをポータブル デバイスにコピー済みであることを確認します。詳細については、「Transfer
Server リポジトリからの基本イメージのコピー (P. 259)」を参照してください。

手順

1 デスクトップ プールのパッケージ ファイルが保存されたポータブル デバイスをユーザーに送付します。

2 クライアント コンピュータ上の指定されたチェックアウト ディレクトリにパッケージ ファイルをコピーします。

チェックアウト ディレクトリ内のサブディレクトリにファイルをコピーします。このサブディレクトリの名前はデ
スクトップ プールの表示名になります。たとえば、表示名が LocalPool であるデスクトップ プールからファイル
をダウンロードするには、<check_out_directory>¥LocalPool にファイルをコピーします。

チェックアウト ディレクトリ 説明

Windows 7 および Windows Vista でのデ
フォルト ディレクトリ

C:¥Users¥<User Name>¥AppData¥Local¥VMware¥VDM¥Local
Desktops¥<pool_display_name>

Windows XP でのデフォルト ディレクトリ C:¥Documents and Settings¥<User Name>¥Local Settings
¥Application Data¥VMware¥VDM¥Local Desktops
¥<pool_display_name>

カスタム ディレクトリ 独自のディレクトリを指定できます。たとえば、表示名が LocalPool であるデス
クトップ プールからファイルをダウンロードするために、C:
¥CheckOutDirectory¥LocalPool というパスを作成できます。

 

コピーしたパッケージ ファイルを View で使用するためのアクセス権の設定
ローカル モードのためのチェックアウト操作を続行するには、クライアント コンピュータ上のチェックアウト ディレク
トリにコピーされた基本イメージ パッケージ ファイルのアクセス権を設定する必要があります。

パッケージ ファイルの読み取り専用属性を削除し、ディレクトリとそれに含まれるすべてのファイルに対する Full control
（フル コントロール） 権限をユーザーに付与する必要があります。

この例では、Windows 7 コンピュータでアクセス権を設定する方法を説明します。その他のオペレーティング システム
では、手順が多少異なる場合があります。
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開始する前に

クライアント コンピュータ上のディレクトリにパッケージ ファイルをコピー済みであることを確認します。「クライアン
ト コンピュータへの基本イメージ ファイルのコピー (P. 260)」を参照してください。

手順

1 Windows 7 ゲスト OS にログインし、 [Libraries（ライブラリ）]  アイコンをクリックし、チェックアウト ディレ
クトリに移動します。

2 チェックアウト ディレクトリを右クリックして、 [Properties（プロパティ）]  をクリックします。

3 [Security（セキュリティ）]  タブをクリックし、 [Edit（編集）]  をクリックします。

4 [Group or user names（グループ名またはユーザー名）]  リストで、デスクトップをチェックアウトする予定のユー
ザーの名前を選択します。

ユーザー名がリストにない場合、 [Add（追加）]  をクリックしてユーザー名を追加します。

5 [Allow（許可）]  列の  [Full control（フル コントロール）]  にチェックマークを付けて  [OK]  をクリックします。

6 [General（全般）]  タブをクリックし、 [Read-only (Only applies to files in folder)（読み取り専用 (フォルダ内
のファイルのみ)）]  を選択解除します。

チェック ボックスが完全に選択解除されていることを確認します。

7 [Confirm Attribute Changes（属性変更の確認）]  ダイアログ ボックスで、 [Apply changes to this folder,
subfolders and files（変更をこのフォルダ、サブフォルダおよびファイルに適用する）]  が選択されていることを
確認して  [OK]  をクリックします。

基本イメージの手動コピー後のデスクトップのチェックアウト

基本イメージをクライアント コンピュータに手動でコピーし、パッケージ ファイルのアクセス権を設定したら、デスク
トップをチェックアウトするようユーザーに指示する必要があります。

開始する前に

n View Client with Local Mode がローカル コンピュータにインストールされていることを確認します。

n クライアント コンピュータにコピーされたパッケージ ファイルを使用するためのアクセス権が設定されていること
を確認します。「コピーしたパッケージ ファイルを View で使用するためのアクセス権の設定 (P. 260)」を参照して
ください。

手順

1 クライアント コンピュータで VMware View Client を起動し、View Connection Server に接続してログインし、
デスクトップ プールを選択します。

2 デスクトップ プールの横にある下矢印ボタンをクリックし、 [Check out（チェックアウト）]  をクリックします。

3 (オプション) パッケージ ファイルをカスタム ディレクトリにコピーした場合は、デスクトップをカスタム ディレク
トリにチェックアウトするように View Client を構成します。

a [Check Out（チェックアウト）]  ダイアログで  [Options（オプション）]  をクリックします。

b [Check-out directory（チェックアウト ディレクトリ）]  の横にある  [Browse（参照）]  をクリックし、プー
ル名のフォルダが含まれるディレクトリを選択します。

プール名のフォルダ自体は選択しないでください。

たとえば、LocalPool という表示名のプールのパッケージ ファイルを C:¥CheckOutDirectory
¥LocalPool ディレクトリにコピーした場合、C:¥CheckOutDirectory ディレクトリを選択します。

c [OK]  をクリックします。

4 [Check Out（チェックアウト）]  ダイアログで  [OK]  をクリックします。
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View Manager がデスクトップをチェックアウトします。View Transfer Server は、基本イメージ ファイルがクライア
ント コンピュータ上に存在することを検出し、残りのデスクトップ ファイルのみをダウンロードします。これらのファ
イルには OS ディスクと通常ディスクが含まれます（構成されている場合）。

View Transfer Server およびローカル デスクトップ操作のトラブルシューティン
グ

View Transfer Server とローカル デスクトップの一般的な操作について、トラブルシューティングのヒントを提供して
います。

n チェックアウトが失敗して「No Available Transfer Server」エラーが表示される (P. 263)

ユーザーがデスクトップをチェックアウトしようとすると、操作に失敗し、No available Transfer
Server エラーが表示されます。

n 最初のチェックアウト後にデスクトップのチェックアウトで問題が発生する (P. 264)

View Transfer Server が正常に機能している状況で、ローカル マシン上のファイルに対する暗号化キーが View
Connection Server に存在しなくなったことが原因でチェックアウトの問題が発生する場合があります。

n ログイン ウィンドウの表示に時間がかかる (P. 264)

状況によっては、View Client を開いて View Connection Server インスタンスを指定した後に、ログイン ウィン
ドウが 30 秒以上表示されない場合があります。

n View Transfer Server が保留中状態から変化しない (P. 265)

View Transfer Server が  [Pending（保留中）]  状態のまま長時間にわたって利用不能になります。たとえば、
[Pending（保留中）]  状態が 10 分以上続くことがあります。

n View Transfer Server がメンテナンス モードに切り替わらない (P. 265)

View Transfer Server をメンテナンス モードに切り替えようとすると、View Transfer Server の状態が長時間
[Maintenance mode pending（メンテナンス モード保留中）]  のままになります。

n Transfer Server リポジトリが無効 (P. 266)

View Administrator で、View Transfer Server のステータスが  [Bad Transfer Server repository（不正な
Transfer Server リポジトリ）]  と表示されます。

n View Transfer Server が Transfer Server リポジトリに接続できない (P. 266)

View Administrator で、View Transfer Server のステータスが  [Repository Connection Error（リポジトリ接
続エラー）]  と表示されます。

n View Transfer Server 健全性チェックに失敗する (P. 267)

View Administrator で、View Transfer Server のステータスが  [Bad Health Check（健全性チェック失敗）]
と表示されます。View Administrator のダッシュボードで、View Transfer Server に赤色の下向き矢印が表示さ
れます。

n Transfer Server リポジトリが見つからない (P. 267)

View Administrator で、View Transfer Server のステータスが  [Missing Transfer Server Repository（Transfer
Server リポジトリ不明）]  と表示されます。

n View Transfer Server インスタンス間での Transfer Server リポジトリの競合 (P. 268)

View Administrator で、View Transfer Server インスタンスのステータスが  [Transfer Server Repository
Conflict（Transfer Server リポジトリ競合）]  と表示されます。

n View Transfer Server Web サービスが停止する (P. 268)

View Administrator で、View Transfer Server のステータスが  [Web Server Down（Web サーバ停止中）]  と
表示されます。
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n 修復が必要なローカル デスクトップの仮想ディスク (P. 269)

ローカル デスクトップの仮想ディスクの修復が必要になる場合があります。

n ローカル デスクトップからのデータの回復 (P. 269)

VMware View は、 すべての仮想ディスクを暗号化することで、ローカル デスクトップの仮想マシンを保護してい
ます。仮想マシンのチェックアウト識別子が構成から削除されたり、セッションまたはポリシーのファイルが破損

したりすると、ローカル デスクトップのパワーオンまたはチェックインができなくなることがあります。ローカ
ル デスクトップの仮想マシンの暗号化を解除すると、そこからデータを回復できるようになります。

チェックアウトが失敗して「No Available Transfer Server」エラーが表示される
ユーザーがデスクトップをチェックアウトしようとすると、操作に失敗し、No available Transfer Server エラー
が表示されます。

問題

View Transfer Server がデータをクライアントコンピュータに転送する前に、チェックアウト操作が約 10% 完了したと
ころで失敗することがあります。また、プロセスの後半でもチェックアウトが失敗することがあります。たとえば、基本

イメージをクライアント コンピュータに転送できても、他の仮想マシン ディスクを転送できないことがあります。

この問題は、特定の View Transfer Server インスタンスによって管理されているすべてのチェックアウト操作で発生し
ます。

原因

この問題が発生する原因は、デスクトップが存在するデータストアにアクセスできない ESX ホスト上で、View Transfer
Server が実行されていることです。チェックアウト操作中、View Transfer Server はデータストアのデスクトップ デー
タをクライアント コンピュータに転送します。View Transfer Server 仮想マシンが実行されている ESX ホストからデー
タストアにアクセスできる必要があります。

解決方法

n View Transfer Server 仮想マシンを、データストアにアクセスできる ESX ホストに移行します。

a View Administrator で、View Transfer Server インスタンスをメンテナンス モードにします。

b vSphere Client で、移行ウィザードを使用して、View Transfer Server 仮想マシンを目的の ESX ホストに移
行します。

c View Administrator で、View Transfer Server インスタンスを選択してメンテナンス モードを終了します。

n View Transfer Server 仮想マシンを移行できない場合は、データストアにアクセスできる ESX ホスト上の別の仮想
マシンで View Transfer Server を再作成します。

a View Administrator で、View Transfer Server インスタンスを View Manager から削除します。

b vSphere Client で、View Transfer Server をアンインストールするか、または View Transfer Server 仮想マ
シンを削除します。

c 目的の ESX ホスト上で新しい仮想マシンを作成します。

d その仮想マシンに View Transfer Server をインストールします。

e View Administrator で、View Transfer Server を View Manager に追加します。

View Transfer Server のインストールの詳細については、『VMware View インストール 』ドキュメントを参照して
ください。
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最初のチェックアウト後にデスクトップのチェックアウトで問題が発生する

View Transfer Server が正常に機能している状況で、ローカル マシン上のファイルに対する暗号化キーが View Connection
Server に存在しなくなったことが原因でチェックアウトの問題が発生する場合があります。

問題

ローカル デスクトップを正常にチェックアウトしてチェックインした後で、デスクトップを再度チェックアウトすると、
ローカル デスクトップに接続できません。「Cannot access local desktop--desktop corrupted（ローカル デス

クトップにアクセスできません - デスクトップが破損しています）」のようなエラー メッセージが表示される場合があります。

原因

ローカル デスクトップの暗号化キー暗号方式を変更したり、デスクトップをプールから削除して新しいデスクトップを作
成したりした場合、View Connection Server は新しい認証キーを使用して新しい構成ファイルを生成します。

エンド ユーザーがデスクトップを再度チェックアウトしようとすると、変更されたファイルだけがダウンロードされま
す。ダウンロードされる新しいファイルは新しい暗号化キーを使用しますが、ローカル マシンに以前から存在する古い
ファイルは、View Connection Server に存在しない古い暗号化キーを使用します。

解決方法

u エンド ユーザーは、デスクトップを再度チェックアウトする前に、すべてのローカル デスクトップ ファイルを削除
する必要があります。

このフォルダは、ローカル デスクトップのチェックアウト ディレクトリに存在します。最初のローカル デスクトッ
プをダウンロードしたときに  [Options（オプション）]  をクリックせず、ローカル デスクトップの保存先ディレク
トリを変更しなかった場合、ローカル デスクトップはデフォルトのチェックアウト ディレクトリに保存されています。

デスクトップのオペレーティング システム デフォルトのチェックアウト ディレクトリ

Windows 7 および Windows Vista でのデ
フォルト ディレクトリ

C:¥Users¥<User Name>¥AppData¥Local¥VMware¥VDM¥Local
Desktops¥<pool_display_name>

Windows XP でのデフォルト ディレクトリ C:¥Documents and Settings¥<User Name>¥Local Settings
¥Application Data¥VMware¥VDM¥Local Desktops
¥<pool_display_name>

 

ログイン ウィンドウの表示に時間がかかる
状況によっては、View Client を開いて View Connection Server インスタンスを指定した後に、ログイン ウィンドウ
が 30 秒以上表示されない場合があります。

問題

接続の試行がタイムアウトになるまで、ログイン ウィンドウに 30 秒間ほどアクセスできないことがあります。

原因

View Client が View Connection Server の IP アドレスを使用している場合は、ネットワーク接続が確立しているにも
かかわらず View Connection Server に到達できないときにこの問題が発生します。たとえば、インターネット接続は可
能なものの、View Connection Server にアクセスできる VPN 接続が利用できない自宅からローカル デスクトップにロ
グインしようとした場合に、この問題が発生することがあります。

View Client がローカル エリア ネットワーク（LAN）上で IP アドレスではなくホスト名を使用している場合は、View
Connection Server またはプロキシ（使用している場合）がダウンしているか、ファイアウォールによって接続がブロッ
クされていることをこの問題は示しています。ワイド エリア ネットワーク（WAN）の場合は、同じ問題を示している
か、またはホスト名が公開 DNS で解決できるにもかかわらず、サーバが WAN からアクセスできないようになっている
ことを示している可能性があります。
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解決方法

接続の試行がタイムアウトになるまで待つ必要があります。最終的には、ログイン ウィンドウが表示されます。

View Transfer Server が保留中状態から変化しない
View Transfer Server が  [Pending（保留中）]  状態のまま長時間にわたって利用不能になります。たとえば、 [Pending
（保留中）]  状態が 10 分以上続くことがあります。

問題

View Transfer Server を View Manager に追加した後に、View Transfer Server のステータスが  [Ready（作動可
能）]  に変わりません。

原因

一般的な原因は、View Connection Server が View Transfer Server に接続できないことです。

解決方法

n 仮想マシンに View Transfer Server がインストールされていることを確認します。

n View Transfer Server サービスが動作していることを確認します。

a View Transfer Server 仮想マシンで、 [Control Panel（コントロール パネル）]  -  [Administrative Tools(管
理ツール）]  -  [Services（サービス）]  ダイアログ ボックスを開きます。

b VMware View Transfer Server サービス、VMware View Transfer Server Control サービス、および VMware
View Framework Component サービスが開始されていることを確認します。

n View Transfer Server 仮想マシンが View Connection Server のホスト名を解決できることを確認します。

n View Connection Server マシンから、View Transfer Server の IP アドレスに ping を実行できることを確認しま
す。

n View Transfer Server 仮想マシンが推奨システム構成の要件を満たしていることを確認します。 『VMware View
インストール』ドキュメントで、View Transfer Server のシステム要件を参照してください。

View Transfer Server がメンテナンス モードに切り替わらない
View Transfer Server をメンテナンス モードに切り替えようとすると、View Transfer Server の状態が長時間
[Maintenance mode pending（メンテナンス モード保留中）]  のままになります。

問題

View Transfer Server が  [Maintenance mode pending（メンテナンス モード保留中）]  になっている場合、新しい
場所に Transfer Server リポジトリを移行するなどの操作は実行できません。これは View Transfer Server がメンテナ
ンス モードになってから実行できます。

原因

アクティブな転送操作または Transfer Server リポジトリへのパッケージ公開操作がまだ進行中です。

解決方法

アクティブなデータ転送および公開操作が完了するまで待ちます。すべての操作が完了すると、View Transfer Server は
メンテナンス モードに切り替わります。
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Transfer Server リポジトリが無効
View Administrator で、View Transfer Server のステータスが  [Bad Transfer Server repository（不正な Transfer
Server リポジトリ）]  と表示されます。

問題

View Transfer Server がこの状態である間は、リンク クローン デスクトップの転送操作やパッケージの公開を実行でき
ません。

原因

View Transfer Server の接続先として構成されている Transfer Server リポジトリが、View Connection Server で現在
構成されている Transfer Server リポジトリと異なります。

Transfer Server リポジトリの移行が無効であるために、View Transfer Server がこの状態になることがあります。

解決方法

Transfer Server リポジトリを新しい場所に再び移行します。手順については、「新しい場所への Transfer Server リポジ
トリの移行 (P. 237)」を参照してください。

View Transfer Server が Transfer Server リポジトリに接続できない
View Administrator で、View Transfer Server のステータスが  [Repository Connection Error（リポジトリ接続エ
ラー）]  と表示されます。

問題

View Transfer Server が、View Connection Server で構成された Transfer Server リポジトリに接続できません。

原因

Transfer Server リポジトリの構成が無効です。リポジトリがネットワーク共有上で構成されている場合は、ネットワー
ク パスまたは認証情報が無効です。リポジトリがローカルである場合は、ファイルシステムのパスが無効です。

解決方法

1 すべての View Transfer Server インスタンスをメンテナンス モードにします。

a View Administrator で、 [View Configuration（View 構成）]  -  [Servers（サーバ）]  をクリックします。

b View Transfer Server インスタンスを選択します。

c 転送が現在アクティブな場合は、View Transfer Server インスタンスをメンテナンス モードにする前に、アク
ティブな転送をキャンセルするか、アクティブな転送が完了するまで待つか選択します。

d [OK]  をクリックします。

e すべての View Transfer Server インスタンスに対してこれらの手順を繰り返します。

2 View Administrator で、 [View Configuration（View 構成）]  -  [Transfer Server Repository（Transfer Server
リポジトリ）]  をクリックします。

3 [Edit（編集）]  をクリックして Transfer Server リポジトリを再構成します。

View Transfer Server は、Transfer Server リポジトリが有効であることを確認します。
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View Transfer Server 健全性チェックに失敗する
View Administrator で、View Transfer Server のステータスが  [Bad Health Check（健全性チェック失敗）]  と表示
されます。View Administrator のダッシュボードで、View Transfer Server に赤色の下向き矢印が表示されます。

問題

[Bad Health Check（健全性チェック失敗）]  状態では、View Transfer Server は正常に機能できません。転送操作また
は Transfer Server リポジトリでのパッケージの公開を実行できません。

原因

View Transfer Server は利用不能であるか、動作していないか、または正常に機能していません。

解決方法

n 仮想マシンに View Transfer Server がインストールされていることを確認します。

n View Transfer Server サービスが動作していることを確認します。

a View Transfer Server 仮想マシンで、 [Control Panel（コントロール パネル）]  -  [Administrative Tools(管
理ツール）]  -  [Services（サービス）]  ダイアログ ボックスを開きます。  [★前のセグメントに訳を入れました☆]   [★
前のセグメントに訳を入れました☆]   [★前のセグメントに訳を入れました☆]  ★前のセグメントに訳を入れました☆

b VMware View Transfer Server サービス、VMware View Transfer Server Control サービス、および VMware
View Framework Component サービスが開始されていることを確認します。

n View Transfer Server 仮想マシンが View Connection Server のホスト名を解決できることを確認します。

n View Connection Server マシンから、View Transfer Server の IP アドレスに ping を実行できることを確認しま
す。

n View Transfer Server 仮想マシンが推奨システム構成の要件を満たしていることを確認します。『VMware View イ
ンストール ガイド』で、View Transfer Server のシステム要件を参照してください。

Transfer Server リポジトリが見つからない
View Administrator で、View Transfer Server のステータスが  [Missing Transfer Server Repository（Transfer Server
リポジトリ不明）]  と表示されます。

問題

リンク クローン デスクトップの転送操作または Transfer Server リポジトリでのパッケージの公開を実行できません。

原因

View Manager で Transfer Server リポジトリが構成されていません。
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解決方法

1 すべての View Transfer Server インスタンスをメンテナンス モードにします。

a View Administrator で、 [View Configuration（View 構成）]  -  [Servers（サーバ）]  をクリックします。

b View Transfer Server インスタンスを選択します。

c 転送が現在アクティブな場合は、View Transfer Server インスタンスをメンテナンス モードにする前に、アク
ティブな転送をキャンセルするか、アクティブな転送が完了するまで待つか選択します。

d [OK]  をクリックします。

e すべての View Transfer Server インスタンスに対してこれらの手順を繰り返します。

2 View Administrator で、 [View Configuration（View 構成）]  -  [Transfer Server Repository（Transfer Server
リポジトリ）]  をクリックします。

3 [Edit（編集）]  をクリックして Transfer Server リポジトリを構成します。

View Transfer Server は、Transfer Server リポジトリが有効であることを確認します。

View Transfer Server インスタンス間での Transfer Server リポジトリの競合
View Administrator で、View Transfer Server インスタンスのステータスが  [Transfer Server Repository Conflict
（Transfer Server リポジトリ競合）]  と表示されます。

問題

リンク クローン デスクトップの転送操作または Transfer Server リポジトリでのパッケージの公開を実行できません。

原因

複数の View Transfer Server インスタンスが、それぞれ異なる Transfer Server リポジトリに接続するように構成され
ています。

同時に複数の View Transfer Server インスタンスが View Manager に追加され、各インスタンスが異なる Transfer
Server リポジトリに構成された場合に、この状態が発生する可能性があります。

解決方法

View Transfer Server インスタンスを 1 つずつ View Manager から削除してから追加します。View Transfer Server イ
ンスタンスのステータスが  [Bad Transfer Server Repository（不正な Transfer Server リポジトリ）]  と表示される場
合の対処については、「Transfer Server リポジトリが無効 (P. 266)」のトラブルシューティング情報を参照してください。

View Transfer Server Web サービスが停止する
View Administrator で、View Transfer Server のステータスが  [Web Server Down（Web サーバ停止中）]  と表示
されます。

問題

View Transfer Server が Transfer Server リポジトリからパッケージをダウンロードできず、他のデスクトップ データ
をローカル デスクトップに転送できません。

原因

Transfer Server リポジトリの動作に必要な Apache2.2 Web サービスが実行されていません。

解決方法

1 View Transfer Server 仮想マシンで、 [Control Panel（コントロール パネル）]  -  [Administrative Tools（管理
ツール）]  -  [Services（サービス）]  ダイアログ ボックスを開きます。

2 Apache2.2 サービスを開始します。
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修復が必要なローカル デスクトップの仮想ディスク
ローカル デスクトップの仮想ディスクの修復が必要になる場合があります。

問題

ローカル デスクトップに接続しようとすると、エラー メッセージが表示されます。例：

Cannot open the disk 'C:\Documents and Settings\jo\Local Settings\Application
Data\View\Local Desktops\Win7_32b_Local_Mode\52411f5e05b854ca-b5c54521f6010b22-
scsi00-000002.vmdk' or one of the snapshot disks it depends on.

Reason:The specified disk needs repair.

原因

この問題は、仮想マシンのイメージの更新中にクライアント コンピュータを切断またはパワーオフした場合に発生するこ
とがあります。

解決方法

1 コマンド ラインで -repairLocalDesktops オプションを指定して View Client を起動します。

例：

wswc -desktopName lmdt01 -userName jo -domainName MYDOM -repairLocalDesktops

修復プロセスには数分かかります。

2 修復プロセスに失敗した場合は、ローカル セッションをロールバックして新しいローカル デスクトップをチェック
アウトします。

ローカル デスクトップからのデータの回復
VMware View は、 すべての仮想ディスクを暗号化することで、ローカル デスクトップの仮想マシンを保護しています。
仮想マシンのチェックアウト識別子が構成から削除されたり、セッションまたはポリシーのファイルが破損したりすると、

ローカル デスクトップのパワーオンまたはチェックインができなくなることがあります。ローカル デスクトップの仮想
マシンの暗号化を解除すると、そこからデータを回復できるようになります。

重要   この手順を使用するのは、他のどのような方法でもローカル デスクトップのデータが回復できない場合のみです。

View Connection Server インスタンスが、ローカル デスクトップの認証キーを保持する View LDAP 構成にアクセスで
きる必要があります。

回復するデータの量に応じて、仮想マシン全体の暗号化を解除するのか、その構成ディスクの 1 つを暗号化解除するのか
を選択できます。暗号化解除のプロセスは、単一のディスクに対して実行する方が速くなります。

開始する前に

n データが失われないようにしながらローカル デスクトップをロールバックすることができないことを確認します。

n ローカル デスクトップのデータが複製されたり、他の場所に保存されたりしていないことを確認します。

n View Connection Server インスタンスがインストールされている Windows コンピュータの Administrators（管
理者） ロールのユーザーとしてログインします。

n 暗号化解除を実行しようとしているフォルダに、暗号化および暗号化解除された仮想マシン ファイルを保存するた
めの十分な領域があることを確認します。また、そのフォルダに対する書き込み権限があることを確認します。
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手順

1 仮想マシンのファイルを、クライアント マシンから View Connection Server インスタンスのローカル フォルダに
コピーします。

重要   ネットワーク共有またはマッピングされたドライブを使用してファイルにアクセスしないでください。

2 ファイルの暗号化を解除するには、vdmadmin コマンドを実行します。

vdmadmin

                        -V
                        -rescue
                        -d
                        <desktop>

                        -u
                        <domain>¥<user>

                        -infile
                        <path_to_VM_file>

オプション 説明

-d  <desktop> デスクトップ プールの名前を指定します。

-infile <path_to_VM_file> ローカル デスクトップの仮想マシン用の仮想マシン ファイルへのパスを指定します。

仮想マシン全体を回復するには、-infile オプションの引数として VMware 仮想
マシン構成ファイル（VMX ファイル）の名前を指定します。

仮想マシンの単一のディスクを回復するには、-infile オプションの引数として、
ディスクの VMware 仮想ディスクファイル（VMDK ファイル）の名前を指定しま
す。ディスク スライスに相当する VMDK ファイルは指定しないでください。

-u <domain>¥<user> ローカル デスクトップのエンド ユーザーのドメインおよび名前を指定します。
 

vdmadmin コマンドは、暗号化解除された仮想マシン ファイルを rescued という名のサブフォルダに書き込みます。

例: 仮想マシン ファイルの暗号化解除

VMX ファイルを指定して、仮想マシン全体の暗号化を解除します。

vdmadmin -V -rescue -d lmdtpool -u MYCORP¥jo -infile "J:¥Temp¥LMDT_Recovery
¥CN=lmdtpool,OU=Applications,DC=mycorp,DC=com.vmx"

ローカル デスクトップの仮想マシンの scsi00 ディスクで使用できるファイルを一覧表示します。

J:¥Temp¥LMDT_Recovery>dir /b *scsi00*
52e52b7c26a2f683-42b945f934e0fbb2-scsi00-000001.vmdk
52e52b7c26a2f683-42b945f934e0fbb2-scsi00-000001-s001.vmdk
52e52b7c26a2f683-42b945f934e0fbb2-scsi00-000001-s002.vmdk
52e52b7c26a2f683-42b945f934e0fbb2-scsi00-000001-s003.vmdk
52e52b7c26a2f683-42b945f934e0fbb2-scsi00-000001-s004.vmdk
5215df4df635a14d-caf14c8dbbb14a3d-scsi00.vmdk
5215df4df635a14d-caf14c8dbbb14a3d-scsi00-s001.vmdk
5215df4df635a14d-caf14c8dbbb14a3d-scsi00-s002.vmdk
5215df4df635a14d-caf14c8dbbb14a3d-scsi00-s003.vmdk
5215df4df635a14d-caf14c8dbbb14a3d-scsi00-s004.vmdk

VMDK ファイルを指定して、現バージョンの scsi00 ディスクの暗号化を解除します。

vdmadmin -V -rescue -d lmdtpool -u MYCORP¥jo -infile "J:¥Temp¥LMDT_Recovery
¥52e52b7c26a2f683-42b945f934e0fbb2-scsi00-000001.vmdk"
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次に進む前に

VMware Workstation を使用して、暗号化解除された仮想マシン全体をパワーオンして調べるか、または
VMware DiskMount を使用して、暗号化解除されたディスクをマウントします。または、VMDK ファイルを
VMware Workstation. 仮想マシン ファイルからデータを回復したら、ローカル デスクトップをロールバックします。
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View コンポーネントの保守 14
View コンポーネントが常に使用でき、実行し続けるように、さまざまな保守タスクを実行できます。

この章では次のトピックについて説明します。

n View 構成データのバックアップと復元 (P. 273)

n View コンポーネントの監視 (P. 278)

n デスクトップ ステータスの監視 (P. 279)

n View Manager サービスの概要 (P. 279)

n VMware View へのライセンスの追加 (P. 282)

n Active Directory からの一般的なユーザー情報の更新 (P. 282)

n 既存のデータベースによる View Composer の移行 (P. 282)

n View Connection Server インスタンスまたはセキュリティ サーバでの証明書の更新 (P. 284)

View 構成データのバックアップと復元
View Administrator で自動バックアップをスケジュール設定するか、実行して、View Manager と View Composer
の構成データをバックアップできます。View 構成を復元するには、バックアップした View LDAP ファイルと View
Composer データベース ファイルを手動でインポートします。

バックアップ機能と復元機能を使用して、View 構成データを保持および移行できます。

View Connection Server と View Composer のデータのバックアップ
View Connection Server の初期構成が完了したら、View Manager と View Composer の構成データの定期的なバッ
クアップをスケジュール設定する必要があります。View Administrator を使用して、View Manager と View Composer
のデータを保持できます。

View Manager は View Connection Server の構成データを View LDAP リポジトリに保存します。View Composer
はリンク クローン デスクトップの構成データを View Composer データベースに保存します。

View Administrator を使用してバックアップを実行すると、View Manager が View LDAP 構成データと View
Composer データベースをバックアップします。両方のバックアップ ファイル セットは同じ場所に保存されます。View
LDAP データは LDAP データ交換形式（LDIF）でエクスポートされます。View LDAP については、「View LDAP ディ
レクトリ (P. 23)」を参照してください。

View Manager は任意の View Connection Server インスタンスから構成データをエクスポートできます。

複製されたグループに複数の View Connection Server インスタンスがある場合は、1 つのインスタンスのデータをエク
スポートするだけで済みます。複製されたすべてのインスタンスに同じ構成データが含まれています。

VMware, Inc.  273



View Connection Server の複製されたインスタンスを使用しているからといって、バックアップ メカニズムが機能して
いると考えないでください。View Manager が View Connection Server の複製されたインスタンスのデータを同期化
するとき、1 つのインスタンスで何らかのデータが失われていると、グループのすべてのメンバーでそのデータが失われ
る可能性があります。

View Connection Server が複数の View Composer サービスで複数の vCenter Server インスタンスを使用する場合、
View Manager は vCenter Server インスタンスに関連付けられているすべての View Composer データベースをバッ
クアップします。

バックアップは複数の方法で実行できます。

n View Manager 構成バックアップ機能を使用して自動バックアップをスケジュール設定します。

n View Administrator の  [Backup Now（今すぐバックアップ）]  機能を使用してすぐにバックアップを開始します。

n vdmexport ツールを使用して、手動で View LDAP データをエクスポートします。このツールは、View Connection
Server の各インスタンスで提供されます。

注意   vdmexport ツールは View LDAP データのみをバックアップします。このツールは View Composer データ
ベース情報はバックアップしません。

View Manager 構成バックアップのスケジュール

View Manager 構成データを定期的にバックアップするようにスケジュールを設定できます。View Manager は View
Connection Server インスタンスが構成データを格納する View LDAP リポジトリの内容をバックアップします。

構成をすぐにバックアップするには、View Connection Server インスタンスを選択し、 [Backup Now（今すぐバック
アップ）]  をクリックします。

開始する前に

バックアップ設定について理解しておきます。「View Manager 構成バックアップ設定 (P. 275)」を参照してください。

手順

1 View Administrator で、 [Configuration（構成）]  -  [Servers（サーバ）]  をクリックします。

2 バックアップする View Connection Server インスタンスを選択して、 [Edit（編集）]  をクリックします。

3 View Manager 構成バックアップ設定を指定して、バックアップの頻度、バックアップの最大数、バックアップ ファ
イルのフォルダの場所を設定します。

4 [OK]  をクリックします。
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View Manager 構成バックアップ設定

View Manager で View Connection Server と View Composer の構成データを定期的にバックアップできます。View
Administrator で、バックアップ処理の頻度とその他の側面を設定できます。

表 14-1.  View Manager 構成バックアップ設定

設定 説明

Automatic backup
frequency（自動バックアップ
の頻度）

Every Hour（1 時間ごと）：1 時間ごとにバックアップを行います。
Every 6 Hours（12 時間ごと）：午前 0 時、午前 6 時、午後 0 時、午後 6 時にバックアップを行います。
Every 12 Hours（12 時間ごと）：午前 0 時と午後 0 時にバックアップを行います。
Every Day（毎日）：毎日午前 0 時にバックアップを行います。
Every 2 Days（2 日ごと）：土曜日、月曜日、水曜日、金曜日の午前 0 時にバックアップを行います。
Every Week（毎週）：毎週、土曜日の午前 0 時にバックアップを行います。
Every 2 Weeks（2 週ごと）：2 週ごとの土曜日の午前 0 時にバックアップを行います。
Never（バックアップしない）：自動バックアップを行いません。

Max number of backups
（バックアップの最大数）

View Connection Server インスタンスに格納できるバックアップ ファイル数です。この数には、0 よ
り大きい整数を指定する必要があります。

最大数に達すると、View Manager は最も古いバックアップ ファイルを削除します。
この設定は、 [Backup Now（今すぐバックアップ）]  を使用した場合に作成されるバックアップ ファ
イルにも適用されます。

Folder Location（フォルダの
場所）

バックアップ ファイルの場所です。
デフォルトの場所は、View Connection Server を実行しているコンピュータの次のパスになります。
n Windows Server 2008 コンピュータの場合：C:¥Programdata¥VMWare¥VDM¥backups
n Windows Server 2003 コンピュータの場合：C:¥Documents and Settings¥All

Users¥Application Data¥VMWare¥VDM¥backups
[Backup Now（今すぐバックアップ）]  を使用した場合も、View Manager はこの場所にバックアッ
プ ファイルを保存します。

View Connection Server からの構成データのエクスポート

View LDAP リポジトリの内容をエクスポートして、View Connection Server インスタンスの構成データをバックアッ
プできます。

vdmexport コマンドを使用して、データを LDIF ファイルにエクスポートします。任意の View Connection Server イ
ンスタンスで vdmexport コマンドを実行できます。

複製されたグループに複数の View Connection Server インスタンスがある場合は、1 つのインスタンスのデータをエク
スポートするだけで済みます。複製されたすべてのインスタンスに同じ構成データが含まれています。

注意   vdmexport.exe コマンドは View LDAP データのみをバックアップします。このコマンドでは、View Composer
データベース情報はバックアップされません。

開始する前に

n View Connection Server とともにインストールされている vdmexport.exe コマンドの実行可能ファイルを次の
デフォルト パスで見つけます。

C:¥Program Files¥VMware¥VMware View\Server¥tools¥bin

n Administrators（管理者）または Administrators (Read Only)（管理者（読み取り専用））ロールのユーザーとし
て View Connection Server インスタンスにログインします。
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手順

1 [Start（スタート）]  -  [Command Prompt（コマンド プロンプト）]  を選択します。

2 コマンド プロンプトで vdmexport コマンドを入力し、出力をファイルにリダイレクトします。

例：

vdmexport > Myexport.LDF

出力ファイル名を -f パラメータの引数として指定できます。

例：

vdmexport -f Myexport.LDF

vdmexport コマンドは、View Connection Server 構成データを指定された LDIF ファイルに書き込みます。

vdmexport コマンドの詳細については、『VMware View Integration（VMware View 統合）』ドキュメントを参照し
てください。

次に進む前に

LDIF ファイルを使用して、次の方法で構成データを保守できます。

n View Connection Server の構成情報を復元するか転送します。

n ファイルのエントリを編集し、ファイルを目的の View Connection Server インスタンスにインポートして、View
Connection Server の構成情報を変更します。

LDIF ファイルのインポートの詳細については、「View Connection Server と View Composer の構成データの復
元 (P. 276)」を参照してください。

View Connection Server と View Composer の構成データの復元
View Manager によってバックアップされた View Connection Server LDAP 構成ファイルおよび View Composer
データベース ファイルを手動で復元できます。

個別のユーティリティを手動で実行して、View Connection Server と View Composer の構成データを復元します。

構成データを復元する前に、View Administrator で構成データをバックアップしたことを確認します。「View Connection
Server と View Composer のデータのバックアップ (P. 273)」を参照してください。

vdmimport ユーティリティを使用して、View Connection Server データを LDIF バックアップ ファイルから View
Connection Server インスタンス内の View LDAP リポジトリにインポートします。

SviConfig ユーティリティを使用すると、View Composer データを .svi バックアップ ファイルから View Composer
SQL データベースにインポートできます。

View Connection Server への構成データのインポート

LDIF ファイルに格納されているデータのバックアップ コピーをインポートして、View Connection Server インスタン
スの構成データを復元できます。

vdmimport コマンドを使用して、LDIF ファイルのデータを View Connection Server インスタンス内の View LDAP
リポジトリにインポートします。

View LDAP リポジトリのバックアップの詳細については、「View Connection Server と View Composer のデータの
バックアップ (P. 273)」を参照してください。
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開始する前に

n View Connection Server とともにインストールされている vdmimport コマンドの実行可能ファイルを次のデフォ
ルト パスで見つけます。

C:¥Program Files¥VMware¥VMware View\Server¥tools¥bin

n Administrators（管理者）ロールのユーザーとして View Connection Server インスタンスにログインします。

手順

1 [Start（スタート）]  -  [Command Prompt（コマンド プロンプト）]  を選択します。

2 コマンド プロンプトで、vdmimport コマンドを入力し、-f パラメータの引数として既存の LDIF ファイルを指定
します。

例：

vdmimport -f Myexport.LDF

vdmimport コマンドは、View Connection Server 内の View LDAP リポジトリを LDIF ファイルの構成データで更新
します。

vdmimport コマンドの詳細については、『VMware View Integration（VMware View 統合）』ドキュメントを参照し
てください。

View Composer データベースの復元

View Composer 構成のバックアップ ファイルを、リンククローン情報が格納された View Composer データベースに
インポートできます。

SviConfig restoredata コマンドを使用して、システムの障害の発生後に View Composer データベース データを
復元したり、View Composer 構成を以前の状態に戻したりすることができます。

重要   SviConfig ユーティリティは、経験豊富な View Composer 管理者のみが使用してください。このユーティリ
ティは View Composer サービスに関する問題を解決することを目的としています。

開始する前に

View Composer データベース バックアップ ファイルの場所を確認します。デフォルトでは、View Manager はバック
アップ ファイルを View Connection Server コンピュータの C:ドライブに保存します。

n Windows Server 2008 コンピュータの場合：C:¥Programdata¥VMWare¥VDM¥backups

n Windows Server 2003 コンピュータの場合：C:¥Documents and Settings¥All Users¥Application
Data¥VMWare¥VDM¥backups

View Composer バックアップ ファイルは日付スタンプと .svi サフィックスが付く命名規則を使用します。

Backup-<YearMonthDayCount>-<vCenter Server Name_Domain Name>.svi

例：Backup-20090304000010-foobar_test_org.svi

手順

1 View Composer バックアップ ファイルを、View Connection Server コンピュータから、View Composer サー
ビスがインストールされている vCenter Server コンピュータからアクセス可能な場所にコピーします。

2 vCenter Server コンピュータで、VMware View Composer サービスを停止します。

3 vCenter Server コンピュータで、Windows コマンド プロンプトを開き、SviConfig 実行可能ファイルに移動し
ます。

ファイルは View Composer アプリケーションと同じ場所にあります。

C:¥Program Files¥VMware¥VMware View Composer¥sviconfig.exe
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4 SviConfig restoredata コマンドを実行します。

sviconfig -operation=restoredata
-DsnName=<target_database_source_name_(DSN)>
-Username=<database_administrator_username>
-Password=<database_administrator_password>
-BackupFilePath=<path_to_View_Composer_backup_file>

例：

sviconfig -operation=restoredata -dsnname=LinkedClone
-username=Admin -password=Pass 
-backupfilepath="C:¥Program Files¥VMware¥VMware View 
Composer¥Backup-20090304000010-foobar_test_org.SVI"

5 VMware View Composer サービスを開始します。

次に進む前に

SviConfig restoredata コマンドの出力結果コードについては、「View Composer データベースの復元の結果コー
ド (P. 278)」を参照してください。

View Composer データベースの復元の結果コード

View Composer データベースを復元すると、SviConfig restoredata コマンドで結果コードが表示されます。

表 14-2.  restoredata の結果コード

コード 説明

0 操作は正常に終了しました。

1 指定された DSN が見つかりませんでした。

2 無効なデータベース管理者認証情報が指定されました。

3 データベースのドライバがサポートされていません。

4 予期しない問題が発生し、コマンドは完了できませんでした。

14 別のアプリケーションが View Composer サービスを使用しています。コマンドを実行する前に、サービスを終了し
てください。

15 復元処理中に問題が発生しました。詳細は画面ログ出力として提供されます。

View コンポーネントの監視
View Administrator のダッシュボードを使用して、View 展開内の View Manager および vSphere コンポーネントの
ステータスをすばやく調査できます。

View Administrator には、View Connection Server インスタンス、イベント データベース、セキュリティ サーバ、
View Composer サービス、データストア、vCenter Server インスタンス、およびドメインに関する監視情報が表示さ
れます。

注意   View Manager は、Kerberos ドメインに関するステータス情報を特定できません。ドメインが構成され、機能し
ている場合でも、View Administrator には Kerberos ドメインのステータスが不明として表示されます。
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手順

1 View Administrator で、 [Dashboard（ダッシュボード）]  をクリックします。

2 [System Health（システムの健全性）]  ペインで、 [View components（View コンポーネント）] 、 [vSphere
components（vSphere コンポーネント）] 、または  [Other components（その他のコンポーネント）]  を展開
します。

n 緑色の上向き矢印は、コンポーネントに問題がないことを示します。

n 赤色の下向き矢印は、コンポーネントが使用できないか、または機能していないことを示します。

n 黄色の二重矢印は、コンポーネントが警告状態にあることを示します。

n 疑問符は、コンポーネントのステータスが不明であることを示します。

3 コンポーネント名をクリックします。

ダイアログに名前、バージョン、ステータス、その他のコンポーネント情報が表示されます。

デスクトップ ステータスの監視
View Administrator のダッシュボードを使用して、View 展開内のデスクトップのステータスをすばやく調査できます。
たとえば、切断されたすべてのデスクトップやメンテナンス モードのデスクトップを表示できます。

開始する前に

デスクトップの状態について理解しておきます。「仮想マシンのデスクトップ ステータス (P. 195)」を参照してください。

手順

1 View Administrator で、 [Dashboard（ダッシュボード）]  をクリックします。

2 [Desktop Status（デスクトップのステータス）]  ペインで、ステータス フォルダを展開します。

オプション 説明

Preparing（準備中） 仮想マシンがプロビジョニング中、削除中、またはメンテナンス モードにある場合の
デスクトップの状態を表示します。

Problem Desktops（問題のあるデスクトッ
プ）

デスクトップのエラー状態を表示します。

Prepared for use（準備完了） デスクトップが使用できるようになったときのデスクトップの状態を表示します。

 

3 デスクトップのステータスを見つけて、その横のハイパーリンクされた番号をクリックします。

[Desktops（デスクトップ）]  ページに選択したステータスのすべてのデスクトップが表示されます。

次に進む前に

デスクトップ名をクリックしてデスクトップの詳細を表示できます。また、View Administrator の戻る矢印をクリック
してダッシュボード ページに戻ることができます。

View Manager サービスの概要
View Connection Server インスタンスおよびセキュリティ サーバの動作は、システムで実行しているいくつかのサービ
スに依存しています。これらのシステムは、自動で起動および停止されますが、これらのサービスの動作を手動で調整す

る必要がある場合があります。

Microsoft Windows サービス ツールを使用して、View Manager サービスを停止または開始します。View Connection
Server ホストまたはセキュリティ サーバ上の View Manager サービスを停止した場合は、そのサービスを再起動するま
で、エンド ユーザーはデスクトップにログインできません。さらに、サービスの実行が停止した場合またはそのサービス
が制御する View Manager 機能が応答していないように見える場合も、サービスを再起動する必要がある可能性があり
ます。
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View サービスの停止と開始
View Connection Server インスタンスおよびセキュリティ サーバの動作は、システムで実行しているいくつかのサービ
スに依存しています。VMware View の動作に関する問題をトラブルシューティングするときに、これらのサービスを手
動で停止したり開始したりすることが必要になる場合があります。

View サービスを停止すると、エンド ユーザーはデスクトップにログインできなくなります。このような操作はシステム
メンテナンスのためにすでにスケジュール設定されている時間に実行するか、またはデスクトップが一時的に使用できく

なることをエンド ユーザーに警告する必要があります。

注意   View Connection Server ホストの VMware View Connection Server サービスまたはセキュリティ サーバの
VMware View Security Server サービスのみを停止します。他のコンポーネント サービスは停止しないでください。

開始する前に

View Connection Server ホストおよびセキュリティ サーバで実行するサービスについて、「View Connection Server
ホスト上のサービス (P. 280)」および 「セキュリティ サーバ上のサービス (P. 281)」を参照してください。

手順

1 コマンド プロンプトに services.msc を入力して、Windows サービス ツールを起動します。

2 View Connection Server ホストの VMware View Connection Server サービスまたはセキュリティ サーバの
VMware View Security Server サービスを選択して、必要に応じて  [Stop（停止）] 、 [Restart（再起動）] 、また
は  [Start（開始）]  のオプションをクリックします。

3 一覧表示されたサービスのステータスが期待どおりに変更されたことを確認します。

View Connection Server ホスト上のサービス
View Manager の動作は、View Connection Server ホストで実行しているいくつかのサービスに依存しています。こ
れらのサービスの操作を調整する場合は、まず、これらのサービスについて理解しておく必要があります。

表 14-3.  View Connection Server ホスト サービス

サービス名

スタートアッ

プの種類 説明

VMware View
Connection Server

自動 コネクション ブローカー サービスを提供します。View Manager の正しい動作のために、こ
のサービスが実行されている必要があります。このサービスを開始または停止すると、

Framework、Message Bus、Security Gateway、および Web サービスも開始または停止さ
れます。このサービスでは、VMwareVDMDS サービスまたは VMware View Script Host
サービスは開始または停止されません。

VMware View
Framework
Component

手動 View Manager のイベント ログ、セキュリティ、および COM+ Framework サービスを提供
します。View Manager の正しい動作のために、このサービスが実行されている必要がありま
す。

VMware View
Message Bus
Component

手動 View Manager コンポーネント間のメッセージング サービスを提供します。View Manager
の正しい動作のために、このサービスが実行されている必要があります。

VMware View Script
Host

自動（有効に

なっている場

合）

仮想マシンを削除する場合に実行するサードパーティ スクリプトをサポートします。デフォル
トでは、このサービスは無効になっています。スクリプトを実行する場合、このサービスを有

効にする必要があります。

VMware View
Security Gateway
Component

手動 View Manager のセキュア トンネル サービスを提供します。View Manager の正しい動作の
ために、このサービスが実行されている必要があります。
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表 14-3.  View Connection Server ホスト サービス (続き)

サービス名

スタートアッ

プの種類 説明

VMware View Web
Component

手動 View Manager の Web サービスを提供します。View Manager の正しい動作のために、こ
のサービスが実行されている必要があります。

VMwareVDMDS 自動 View Manager の LDAP ディレクトリ サービスを提供します。View Manager の正しい動作
のために、このサービスが実行されている必要があります。また、既存のデータが正しく移行

されるように、このサービスが VMware View のアップグレード中にも実行されている必要が
あります。

セキュリティ サーバ上のサービス
View Manager の動作は、セキュリティ サーバで実行するいくつかのサービスに依存しています。これらのサービスの
操作を調整する場合は、まず、これらのサービスについて理解しておく必要があります。

表 14-4.   セキュリティ サーバ サービス

サービス名

スタートアッ

プの種類 説明

VMware View
Security Server

自動 セキュリティ サーバ サービスを提供します。セキュリティ サーバの正しい動作のために、この
サービスが実行されている必要があります。このサービスを開始または停止すると、Framework
および Security Gateway サービスも開始または停止されます。

VMware View
Framework
Component

手動 イベント ログ、セキュリティ、および COM+ Framework サービスを提供します。セキュリ
ティ サーバの正しい動作のために、このサービスが実行されている必要があります。

VMware View
Security Gateway
Component

手動 セキュリティ トンネル サービスを提供します。セキュリティ サーバの正しい動作のために、こ
のサービスが実行されている必要があります。

View Transfer Server ホスト上のサービス
ローカル デスクトップの転送操作は、View Transfer Server ホスト上で実行されるサービスに依存しています。これら
のサービスの操作を調整する場合は、まず、これらのサービスについて理解しておく必要があります。

View Manager でのローカル デスクトップの正しい操作のためには、View Transfer Server にインストールされている
すべてのサービスが実行されている必要があります。

表 14-5.  View Transfer Server ホスト サービス

サービス名

スタートアッ

プの種類 説明

VMware View
Transfer Server

自動 View Transfer Server に関連したサービスを調整するサービスを提供します。このサービスを
開始または停止すると、View Transfer Server Control サービスと Framework サービスも開
始または停止されます。

VMware View
Transfer Server
Control サービス

手動 View Transfer Server のための管理機能を提供するとともに、View Connection Server との
通信を処理します。

VMware View
Framework
Component

手動 View Manager のイベント ログ、セキュリティ、および COM+ Framework サービスを提供
します。

Apache2.2 サービス 自動 View デスクトップをローカル モードで実行するクライアント コンピュータのためのデータ転
送機能を提供します。

Apache2.2 サービスは、View Transfer Server を View Manager に追加すると開始されます。
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VMware View へのライセンスの追加
システムに対する現在のライセンスの有効期限が切れるか、または現在ライセンスされていない VMware View 機能にア
クセスする必要がある場合は、View Administrator を使用してライセンスを追加できます。

View Manager の実行中に VMware View にライセンスを追加できます。システムを再起動する必要はなく、デスクトッ
プへのアクセスは中断されません。

開始する前に

View Manager と、View Composer やローカル デスクトップなどのアドオン機能の正しい動作のために、有効なライ
センス キーを入手してください。

手順

1 View Administrator で、 [View Configuration（View 構成）]  -  [Product Licensing and usage（製品のライ
センスと使用状況）]  を選択し、 [Edit License（ライセンスの編集）]  をクリックします。

2 ライセンス シリアル番号を入力し、 [OK]  をクリックします。

[Product Licensing（製品ライセンス）]  ウィンドウに更新されたライセンス情報が表示されます。

Active Directory からの一般的なユーザー情報の更新
View Manager を Active Directory に格納されている現在のユーザー情報で更新できます。この機能によって、View
ユーザーの名前、電話、電子メール、ユーザー名、デフォルトの Windows ドメインを更新します。信頼された外部ドメ
インも更新されます。

この機能は、Active Directory の信頼される外部ドメインのリストを変更する場合、特にドメイン間の信頼関係の変更
が View Manager のユーザー権限に影響する場合に使用します。

この機能は Active Directory で最新のユーザー情報をスキャンし、View Manager の構成を更新します。

また、vdmadmin コマンドを使用して、ユーザーやドメインの情報を更新することもできます。「-F オプションを使用し
た外部セキュリティ プリンシパルの更新 (P. 315)」を参照してください。

手順

1 View Administrator で  [Users and Groups（ユーザーとグループ）]  をクリックします。

2 すべてのユーザーの情報を更新するか、個別のユーザーの情報を更新するかを選択します。

オプション 操作

すべてのユーザーの場合 [Update General User Information（一般ユーザー情報の更新）]  をクリックしま
す。

すべてのユーザーとグループの更新には長い時間がかかることがあります。

個別のユーザーの場合 a 更新するユーザー名をクリックします。

b [Update General User Information（一般ユーザー情報の更新）]  をクリック
します。

 

既存のデータベースによる View Composer の移行
状況によって、View Composer サービスを新しいコンピュータに移行する必要があることがあります。既存の View
Composer データベースを使用し続けることができます。

たとえば、展開を拡張したり、ハードウェアの障害から回復したりするために、vCenter Server インスタンスを新しい
ESX ホストまたはクラスタに移行することがあります。リンク クローン デスクトップを保持するため、vCenter Server
とともにインストールされた View Composer サービスも移行する必要があります。
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View Composer サービスを移行するには、古いコンピュータ上のサービスをアンインストールし、そのサービスを新し
いコンピュータにインストールします。インストール手順については、『VMware View インストール 』ドキュメントを
参照してください。

新しい View Composer サービスをインストールするコンピュータと同じドメイン内または信頼されるドメインの使用可
能なコンピュータに、既存の View Composer データベースを構成する必要があります。

View Composer は RSA 鍵ペアを使用して、View Composer データベースに格納されている認証情報を暗号化および
暗号化解除します。このデータ ソースと新しい View Composer サービスの互換性を確保するには、元の View Composer
サービスによって作成された RSA 鍵コンテナを移行する必要があります。この RSA 鍵コンテナを、新しいサービスをイ
ンストールするコンピュータにインポートする必要があります。

注意   View Composer サービスのインスタンスごとに、専用の View Composer データベースが必要です。複数の View
Composer サービスで 1 つの View Composer データベースを共有することはできません。

RSA 鍵の移行のための Microsoft .NET Framework の準備
既存の View Composer データベースを使用するには、コンピュータ間で RSA 鍵コンテナを移行する必要があります。
RSA 鍵コンテナを移行するには、Microsoft .NET Framework と一緒に提供される ASP .NET IIS 登録ツールを使用します。

開始する前に

次の場所で .NET Framework をダウンロードし、ASP.NET IIS 登録ツールについての情報を読みます。

n http://www.microsoft.com/net

n http://msdn.microsoft.com/library/k6h9cz8h(VS.80).aspx

手順

1 既存のデータベースに関連付けられている View Composer サービスがインストールされているコンピュータに .NET
Framework をインストールします。

2 新しい View Composer サービスのインストール先コンピュータに .NET Framework をインストールします。

次に進む前に

RSA 鍵コンテナをインストール先コンピュータに移行します。「新しい View Composer サービスへの RSA 鍵コンテナ
の移行 (P. 283)」を参照してください。

新しい View Composer サービスへの RSA 鍵コンテナの移行
既存の View Composer データベースを使用するには、既存の View Composer サービスが存在する移行元コンピュー
タから、新しい View Composer サービスをインストールする vCenter Server コンピュータに、RSA 鍵コンテナを移行
する必要があります。

新しい View Composer サービスをインストールする前に、この手順を実行する必要があります。

開始する前に

移行元コンピュータと移行先コンピュータに Microsoft .NET Framework および ASP.NET IIS 登録ツールがインストー
ルされていることを確認します。「RSA 鍵の移行のための Microsoft .NET Framework の準備 (P. 283)」を参照してくだ
さい。
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手順

1 既存の View Composer サービスが存在する移行元コンピュータで、コマンド プロンプトを開き、%windir
%\Microsoft.NET¥Framework¥v2.0<xxxxx> ディレクトリに移動します。

2 aspnet_regiis コマンドを入力して、RSA 鍵ペアをローカル ファイルに保存します。

aspnet_regiis -px "SviKeyContainer" "keys.xml" -pri

ASP.NET IIS 登録ツールは RSA 公開/秘密鍵ペアを SviKeyContainer コンテナから keys.xml ファイルにエクス
ポートし、ファイルをローカルに保存します。

3 keys.xml ファイルを新しい View Composer サービスのインストール先コンピュータにコピーします。

4 移行先コンピュータで、コマンド プロンプトを開き、%windir%¥Microsoft.NET¥Framework¥v2.0<xxxxx>
ディレクトリに移動します。

5 aspnet_regiis コマンドを入力して、RSA 鍵ペア データを移行します。

aspnet_regiis -pi "SviKeyContainer" "<path>¥keys.xml"

<path> はエクスポートしたファイルへのパスです。

登録ツールは、鍵ペア データをローカルの鍵コンテナにインポートします。

次に進む前に

新しい View Composer サービスをインストール先の vCenter Server コンピュータにインストールします。インストー
ル手順については、『VMware View インストール 』ドキュメントを参照してください。

View Connection Server インスタンスまたはセキュリティ サーバでの証明書の
更新

更新済みのサーバ SSL 証明書または中間証明書を受信した場合は、それらの証明書を新しいキーストア ファイルにイン
ポートして、新しいキーストア ファイルを使用する各 View Connection Server ホストまたはセキュリティ サーバ ホス
ト上の locked.properties ファイルを更新します。

通常、サーバ証明書の有効期限は 12 カ月です。ルート証明書および中間証明書の有効期限は 5 年または 10 年です。

証明書をキーストア ファイルにインポートするとき、指定されたファイルが存在しない場合は、keytool コマンドによっ
てキーストアが作成されます。

新しいキーストア ファイルには、既存のキーストア ファイルと異なる名前を付ける必要があります。ファイル名に失効
日を含めることをお勧めします。例：keys_2014123.jks。

中間証明書をインポートする場合は、Java キーストア ファイルを指定する必要があります。中間証明書を使用しない場
合は、Java キーストア（jks）ファイルの代わりに PKCS#12 ファイルまたは PFX ファイルを指定できます。

キーストア ファイルの作成と、サーバ証明書および中間証明書のキーストア ファイルへのインポートの詳細については、
『VMware View インストール』ドキュメントを参照してください。

開始する前に

現在有効な証明書の有効期限が切れる前に、更新済みのサーバ証明書および中間証明書を CA から入手します。
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手順

1 中間証明書を使用する場合は、既存のキーストア ファイルと同じディレクトリにある新しいキーストア ファイルに、
中間証明書の最新の更新をインポートします。

例：

keytool -importcert -keystore keys_20141231.jks -storepass secret -trustcacerts -
alias intermediateCA -file intermediateCA.cer

2 サーバ証明書の最新の更新を新しいキーストア ファイルにインポートします。

例：

keytool -importcert -keystore keys_20141231.jks -storepass secret -keyalg "RSA" -
trustcacerts -file certificate.p7

3 View Connection Server ホストまたはセキュリティ サーバ ホスト上の locked.properties ファイルで、
keyfile プロパティと keypass プロパティを編集します。

a keyfile プロパティを新しいキーストア ファイルの名前に設定します。

例：

keyfile=keys_20141231.jks

b キーストア ファイルのパスワードが変更された場合は、keypass プロパティを新しいパスワードに設定します。

例：

keypass=NEW_PASS

4 locked.properties ファイルの storetype プロパティがキーストア ファイルのタイプに一致することを確認
します。

オプション 説明

PKCS#12 ファイルまたは PFX ファイル storetype の値を pkcs12 に設定します。

Java キーストア ファイル storetype の値を jks に設定します。
 
例：

storetype=jks

Java キーストア ファイルの storetype プロパティを指定する必要があります。

5 変更を反映するため、View Connection Server サービスまたはセキュリティ サーバ サービスを再起動してください。
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View コンポーネントのトラブルシューティ
ング 15

View Manager、View Composer、および View Client の使用中に発生する可能性のある問題を診断および解決するた
めに、さまざまな手順を使用できます。

管理者が View Manager および View Composer を使用しているときに予期しない動作が発生したり、ユーザーが View
Client を使用して自分のデスクトップにアクセスしているときに問題が発生することがあります。トラブルシューティン
グの手順を使用して問題の原因を調べ、解決を試みることも、VMware のテクニカル サポートから支援を受けることも
できます。

この章では次のトピックについて説明します。

n システム健全性の監視 (P. 288)

n View Manager でのイベントの監視 (P. 288)

n デスクトップ ユーザーへのメッセージの送信 (P. 289)

n 問題が疑われるデスクトップの表示 (P. 289)

n 資格のないユーザーのデスクトップおよびポリシーの管理 (P. 290)

n VMware View の診断情報の収集 (P. 290)

n サポート要求の更新 (P. 294)

n トラブルシューティングの追加情報 (P. 295)

n ネットワーク接続に関する問題のトラブルシューティング (P. 295)

n デスクトップ プールの作成に関する問題のトラブルシューティング (P. 299)

n USB リダイレクトに関する問題のトラブルシューティング (P. 302)

n QuickPrep のカスタマイズに関する問題のトラブルシューティング (P. 304)

n View Composer のプロビジョニング エラー (P. 305)

n Windows XP リンク クローンのドメイン参加の失敗 (P. 306)
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システム健全性の監視

View Administrator のシステム健全性ダッシュボードを使用すると、View の動作またはエンド ユーザーによるデスク
トップへのアクセスに影響を及ぼす可能性のある問題を素早く調べることができます。

View Administrator の表示の左上にあるシステム健全性ダッシュボードには、View Manager の動作に関するレポート
を表示するために使用できるリンクがいくつかあります。

Remote Sessions（リモー
ト セッション）

[Global Remote Sessions（グローバル リモート セッション）]  画面へのリンクを提
供します。この画面には、リモート セッションのステータスに関する情報が表示され
ます。

Local Sessions（ローカル
セッション）

[Global Local Sessions View（グローバル ローカル セッション ビュー）]  画面への
リンクを提供します。この画面には、ローカル デスクトップ セッションのステータス
に関する情報が表示されます。

Problem Desktops（問題の
あるデスクトップ）

[Global Desktop View（グローバル デスクトップ ビュー）]  画面へのリンクを提供
します。この画面には、View Manager によって問題があるとしてフラグが立てられ
たデスクトップに関する情報が表示されます。

Events（イベント） エラー イベントおよび警告イベントを表示するようにフィルタ処理された  [Events（イ
ベント）]  画面へのリンクを提供します。

System Health（システムの
健全性）

[Dashboard（ダッシュボード）]  画面へのリンクを提供します。この画面には、View
コンポーネント、vSphere コンポーネント、ドメイン、デスクトップのステータス、
およびデータストア使用量の概要が表示されます。

システム健全性ダッシュボードには、各項目に対して番号付きのリンクが表示されます。この番号は、リンク先のレポー

トによって詳細情報が提供される項目の数を示します。

View Manager でのイベントの監視
イベント データベースは、View Connection Server ホストまたはグループ、View Agents、View Administrator で
発生したイベントの情報を格納し、ダッシュボードでイベントの数をユーザーに通知します。 [Events（イベント）]  画
面でイベントの詳細を調べることができます。

注意   イベントは、一定の時間、View Administrator インターフェイスに一覧表示されます。この時間が経過すると、
イベントは履歴データベース テーブルにのみ表示されます。データベース テーブル内のイベントを調べるには、Microsoft
SQL Server または Oracle データベース レポート ツールを使用できます。詳細については、『VMware View Integration
（VMware View 統合）』ドキュメントを参照してください。

開始する前に

イベント データベースを作成し、構成します。『VMware View インストール』ドキュメントを参照してください。

手順

1 View Administrator で、 [Monitoring（監視）]  -  [Events（イベント）]  を選択します。

2 (オプション)  [Events（イベント）]  ウィンドウでは、イベントの時間範囲を選択し、イベントにフィルタ処理を適
用し、一覧表示されたイベントを 1 つ以上の列によって並べ替えることができます。

View Manager のイベント メッセージ
View Manager では、システムの状態が変更されるか、システムに問題が発生するたびに、イベントが報告されます。そ
れらのイベント メッセージの情報を使用して、適切な処置を取ることができます。

表 15-1 shows the types of events that View Manager reports.

VMware View の管理

288  VMware, Inc.



表 15-1.  View Manager によって報告されるイベントのタイプ

イベントのタイプ 説明

監査失敗または監査成功 管理者またはユーザーが VMware View の動作または構成に対して行った変更の成否を報告します。

Error（エラー） 失敗した View Manager の動作を報告します。

情報 VMware View 内の正常な動作を報告します。

警告 時間の経過とともにより深刻な問題を引き起こす可能性がある、動作または構成設定の小さな問題を報告しま

す。

監査失敗、エラー、または警告イベントに関連付けられたメッセージが表示された場合は、何らかの処置が必要になるこ

とがあります。監査成功または情報イベントについては、処置は必要ありません。

デスクトップ ユーザーへのメッセージの送信
現在デスクトップにログインしているユーザーへのメッセージの送信が必要になることがあります。たとえば、デスクトッ

プのメンテナンスを行う必要がある場合は、一時的にログアウトするようにユーザーに依頼したり、今後のサービス停止

をユーザーに警告したりすることができます。

手順

1 View Administrator で、 [Users and Groups（ユーザーとグループ）]  を選択します。

2 メッセージを送信するユーザーをクリックします。

3 [Sessions（セッション）]  タブで、ユーザーのセッションを選択し、 [Send Message（メッセージの送信）]  をク
リックします。

4 メッセージを入力し、メッセージのタイプを選択して、 [OK]  をクリックします。

問題が疑われるデスクトップの表示

動作が疑わしいとして View Manager によって検出されたデスクトップのリストを表示できます。

View Administrator には、次の問題があるデスクトップが表示されます。

n パワーオンされているが、応答していない

n 長時間プロビジョニング状態のままである

n 作動可能状態だが、接続を受け入れていないと報告している

n vCenter Server に存在しないように見える

n コンソール上のアクティブなログイン、資格のないユーザーによるログイン、または View Connection Server イ
ンスタンスを経由しないで行われたログインがある

手順

1 View Administrator で、 [Desktops（デスクトップ）]  を選択します。

2 [VirtualCenter VMs（VirtualCenter VM）]  タブで  [Problem Desktops（問題のあるデスクトップ）]  をクリッ
クします。
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次に進む前に

必要な処置は、View Administrator が各デスクトップについて報告した問題によって異なります。

n デスクトップがパワーオンされているが応答しない場合は、仮想マシンを再起動します。それでもデスクトップが応

答しない場合は、使用している View Agent のバージョンがデスクトップのオペレーティング システムでサポート
されていることを確認します。詳細については、「-A オプションを使用した View Agent のログの構成 (P. 311)」
を参照してください。

n デスクトップが長時間プロビジョニング状態のままになる場合は、その仮想マシンを削除して、再度クローンを作成

します。デスクトップをプロビジョニングするために十分なディスク領域があることを確認します。詳細について

は、「仮想マシンのプロビジョニング状態の継続 (P. 302)」を参照してください。

n デスクトップが作動可能と報告しているが、接続を受け入れない場合は、ファイアウォール構成をチェックして、表

示プロトコル（RDP または PCoIP）がブロックされていないことを確認します。詳細については、「デスクトップ
と View Connection Server インスタンスの接続の問題 (P. 297)」を参照してください。

n デスクトップが vCenter Server に存在しないように見える場合は、その仮想マシンが予期された vCenter Server
上に構成されているかどうか、別の vCenter Server に移動したかを確認します。

n デスクトップにアクティブなログインがあるが、それがコンソールに表示されない場合、そのセッションはリモート

です。ログインしているユーザーと通信できない場合は、仮想マシンの再起動によるユーザーの強制ログアウトが必

要になることがあります。

資格のないユーザーのデスクトップおよびポリシーの管理

資格が削除されたユーザーに割り当てられているデスクトップを表示できます。資格のないユーザーに適用されているポ

リシーも表示できます。

資格のないユーザーが組織を完全に離れたり、長期間にわたってそのユーザーのアカウントをサスペンドしている場合が

あります。こうしたユーザーにはデスクトップが割り当てられていますが、デスクトップ プールを使用する資格はありま
せん。

vdmadmin コマンドを使用して、資格のないデスクトップおよびポリシーを表示できます。「-O および -P オプションを
使用した資格のないユーザーのデスクトップとポリシーの表示 (P. 326)」を参照してください。

手順

1 View Administrator で、 [Desktops（デスクトップ）]  を選択します。

2 [More Commands（その他のコマンド）]  -  [View Unentitled Machines（資格のないマシンの表示）]  を選択し
ます。

3 資格のないユーザーへのデスクトップの割り当てを削除し、資格のないユーザーがチェックアウトしたローカル デ
スクトップをロールバックします。

4 必要に応じて、 [More Commands（その他のコマンド）]  -  [View Unentitled Machines（資格のないマシンの
表示）]  または  [More Commands（その他のコマンド）]  -  [View Unentitled Machines（資格のないポリシー
の表示）]  を選択します。

5 資格のないユーザーに適用されているポリシーを変更または削除します。

VMware View の診断情報の収集
VMware のテクニカル サポートが VMware View の問題を診断して解決する際に役立つ診断情報を収集できます。

VMware View の各種コンポーネントから診断情報を収集できます。この情報の収集方法は、VMware View のコンポー
ネントによって異なります。

n View Agent 用のデータ収集ツール バンドルの作成 (P. 291)

VMware のテクニカル サポートによる View Agent のトラブルシューティングを支援するため、vdmadmin コマ
ンドを使用してデータ収集ツール（DCT）バンドルを作成することが必要になる場合があります。
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n View Client の診断情報の保存 (P. 292)

View Client の使用中に問題が発生し、一般的なネットワーク トラブルシューティング テクニックでそれらを解決
できない場合は、ログ ファイルのコピーと構成に関する情報を保存できます。

n サポート スクリプトを使用した View Composer の診断情報の収集 (P. 292)

View Composer のサポート スクリプトを使用して、View Composer の構成データを収集し、ログ ファイルを
生成することができます。この情報は、View Composer で発生した問題を VMware カスタマー サポートで診断
する際に役立ちます。

n サポート ツールを使用した View Connection Server の診断情報の収集 (P. 293)

サポート ツールを使用して、View Connection Server のログ レベルを設定し、ログ ファイルを生成することが
できます。

n コンソールからの View Agent、View Client、または View Connection Server の診断情報の収集 (P. 293)

コンソールに直接アクセスできる場合、サポート スクリプトを使用して、View Connection Server または View
Client のログ ファイル、あるいは View Agent が動作しているデスクトップのログ ファイルを生成できます。こ
の情報は、これらのコンポーネントで発生した問題を VMware のテクニカル サポートで診断する際に役立ちます。

View Agent 用のデータ収集ツール バンドルの作成
VMware のテクニカル サポートによる View Agent のトラブルシューティングを支援するため、vdmadmin コマンドを
使用してデータ収集ツール（DCT）バンドルを作成することが必要になる場合があります。

View Connection Server の標準インスタンスまたはレプリカ インスタンスに Administrators（管理者） ロールのユー
ザーとしてログインしている必要があります。

手順

u 出力バンドル ファイル、デスクトップ ツール、マシンの名前を指定するには、vdmadmin コマンドで
-outfile、-d、および -m オプションを使用します。

vdmadmin

                        -A [-b
                        <authentication_arguments>] -getDCT
                        -outfile
                        <local_file>

                        -d
                        <desktop>

                        -m
                        <machine>

このコマンドを実行すると、指定した出力ファイルにバンドルが書き込まれます。

例: View Agent 用のバンドル ファイルの作成

デスクトップ プール dtpool2 のマシン machine1 用の DCT バンドルを作成して、zip ファイル C:¥myfile.zip に書
き込みます。

vdmadmin -A -d dtpool2 -m machine1 -getDCT -outfile C:¥myfile.zip

次に進む前に

既存のサポート要求がある場合は、この DCT バンドル ファイルを添付してサポート要求を更新できます。
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View Client の診断情報の保存
View Client の使用中に問題が発生し、一般的なネットワーク トラブルシューティング テクニックでそれらを解決できな
い場合は、ログ ファイルのコピーと構成に関する情報を保存できます。

診断情報を保存して VMware のテクニカル サポートに問い合わせる前に、接続の問題の解決を試みることができます。
詳細については、「View Client と View Connection Server の接続の問題 (P. 295)」を参照してください。 .

手順

1 View Client で、 [Support Information（サポート情報）]  をクリックするか、仮想デスクトップ メニューで、
[Options（オプション）]  -  [Support Information（サポート情報）]  を選択します。

2 [Support Information（サポート情報）] ウィンドウで、 [Collect Support Data（サポートデータの収集）]  をク
リックし、確認が求められたら、 [はい]  をクリックします。

コマンド ウィンドウに、情報の収集の進捗が表示されます。このプロセスには数分かかることがあります。

3 コマンド ウィンドウで、View Client の構成をテストする View Connection Server インスタンスの URL を入力
し、必要に応じて、VMware View プロセスの診断ダンプを生成するように選択して、プロンプトに応答します。

情報がクライアント マシンのデスクトップ上のフォルダ内の zip ファイルに書き込まれます。

4 VMware Web サイト上の  [Support（サポート）]  ページでサポート要求を提出し、出力 zip ファイルを添付します。

サポート スクリプトを使用した View Composer の診断情報の収集
View Composer のサポート スクリプトを使用して、View Composer の構成データを収集し、ログ ファイルを生成す
ることができます。この情報は、View Composer で発生した問題を VMware カスタマー サポートで診断する際に役立
ちます。

開始する前に

View Composer がインストールされている vCenter Server にログインします。

サポート スクリプトを実行するには、Windows Script Host ユーティリティ（cscript）を使用する必要があるため、
cscript の使い方を理解しておきます。詳細については、http://technet.microsoft.com/library/bb490887.aspxを
参照してください。

手順

1 コマンド プロンプト ウィンドウを開いて、C:¥Program Files¥VMware¥VMware View Composer ディレク
トリに移動します。

デフォルト ディレクトリにソフトウェアをインストールしなかった場合は、該当するドライブ文字とパスで置き換
えてください。

2 svi-support スクリプトを実行するコマンドを入力します。

cscript ".¥svi-support.wsf /zip"

/? オプションを使用して、スクリプトで使用可能な他のコマンド オプションに関する情報を表示できます。

スクリプトの実行が完了すると、出力ファイルの名前と場所が通知されます。

3 VMware の Web サイト上の  [Support（サポート）]  ページでサポート要求を提出し、出力ファイルを添付します。
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サポート ツールを使用した View Connection Server の診断情報の収集
サポート ツールを使用して、View Connection Server のログ レベルを設定し、ログ ファイルを生成することができま
す。

サポート ツールは View Connection Server のログ データを収集します。この情報は、View Connection Server で発
生した問題を VMware のテクニカル サポートで診断する際に役立ちます。サポート ツールは、View Client または View
Agent の診断情報の収集には使用できません。その代わりに、サポート スクリプトを使用する必要があります。詳細に
ついては、「コンソールからの View Agent、View Client、または View Connection Server の診断情報の収
集 (P. 293)」を参照してください。 .

開始する前に

View Connection Server の標準インスタンスまたはレプリカ インスタンスに Administrators（管理者） ロールのユー
ザーとしてログインしている必要があります。

手順

1 [Start（スタート）]  -  [All Programs（すべてのプログラム）]  -  [VMware]  -  [Set View Connection Server Log
Levels（View Connection Server ログ レベルの設定）]  の順に選択します。

2 [Choice（選択）]  テキスト ボックスに数値を入力してログ レベルを設定し、<Enter> キーを押します。

オプション 説明

0 ログ レベルをデフォルト値にリセットします。

1 通常のログ レベル（デフォルト）を選択します。

2 デバッグのログ レベルを選択します。

3 完全なログを選択します。

 
通常は 2 と入力して、デバッグのログ レベルを選択する必要があります。

選択した詳細レベルでのログ情報の記録が開始されます。

3 View Connection Server の動作に関する十分な情報を収集したら、 [Start（スタート）]  -  [All Programs（すべ
てのプログラム）]  -  [VMware]  -  [Generate View Connection Server Log Bundle（View Connection Server
ログ バンドルの生成）]  の順に選択します。

サポート ツールによって、View Connection Server インスタンスのデスクトップ上の vdm-sdct というフォルダ
にログ ファイルが書き込まれます。

4 VMware の Web サイト上の  [Support（サポート）]  ページでサポート要求を提出し、出力ファイルを添付します。

コンソールからの View Agent、View Client、または View Connection Server の診断情報
の収集

コンソールに直接アクセスできる場合、サポート スクリプトを使用して、View Connection Server または View Client
のログ ファイル、あるいは View Agent が動作しているデスクトップのログ ファイルを生成できます。この情報は、こ
れらのコンポーネントで発生した問題を VMware のテクニカル サポートで診断する際に役立ちます。

開始する前に

情報を収集するシステムにログインします。

n View Agent の場合、View Agent がインストールされている仮想マシンにログインします。

n View Client の場合、View Client がインストールされているシステムにログインします。

n View Connection Server の場合、View Connection Server ホストにログインします。
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手順

1 コマンド プロンプト ウィンドウを開いて、診断情報を収集する VMware View コンポーネントの該当するディレク
トリに移動します。

オプション 説明

View Agent C:¥Program Files¥VMware View¥Agent¥DCT ディレクトリに移動しま
す。

View Client C:¥Program Files¥VMware View¥Client¥DCT ディレクトリに移動し
ます。

View Connection Server C:¥Program Files¥VMware View¥Server¥DCT ディレクトリに移動し
ます。

 
デフォルト ディレクトリにソフトウェアをインストールしなかった場合は、該当するドライブ文字とパスで置き換
えてください。

2 サポート スクリプトを実行するコマンドを入力します。

.¥support.bat [loglevels]

詳細ログを有効にする場合は、loglevels オプションを指定し、ログ レベルの数値の入力が求められたら入力し
ます。

オプション 説明

0 ログ レベルをデフォルト値にリセットします。

1 通常のログ レベル（デフォルト）を選択します。

2 デバッグのログ レベルを選択します。

3 完全なログを選択します。

4 PCoIP の情報ログを選択します（View Agent および View Client のみ）。

5 PCoIP のデバッグ ログを選択します（View Agent および View Client のみ）。

6 仮想チャネルの情報ログを選択します（View Agent および View Client のみ）。

7 仮想チャネルのデバッグ ログを選択します（View Agent および View Client のみ）。

8 仮想チャネルのトレース ログを選択します（View Agent および View Client のみ）。
 
スクリプトによって、デスクトップ上の vdm-sdct フォルダに、zip 形式ログ ファイルが書き込まれます。

3 VMware View Composer Guest Agent ログは C:¥Program Files¥Common Files¥VMware¥View
Composer Guest Agent svi-ga-support ディレクトリにあります。

4 VMware の Web サイト上の  [Support（サポート）]  ページでサポート要求を提出し、出力ファイルを添付します。

サポート要求の更新

サポート Web サイトで、既存のサポート要求を更新できます。

サポート要求を提出すると、VMware のテクニカル サポートから、support スクリプトまたは svi-support スクリ
プトの出力ファイルの提供を依頼する電子メールが送信される場合があります。スクリプトを実行すると、出力ファイル

の名前と場所が通知されます。この出力ファイルを添付して電子メール メッセージに返信してください。

添付ファイルとしては出力ファイルが大きすぎる（10 MB 以上）場合は、VMware のテクニカル サポートに連絡し、サ
ポート要求番号を伝え、FTP アップロードの方法を確認してください。または、サポート Web サイトで、既存のサポー
ト要求に出力ファイルを添付できます。
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手順

1 VMware の Web サイトの  [Support（サポート）]  ページに移動して、ログインします。

2 [Support Request History（サポート要求履歴）]  をクリックして、該当するサポート要求番号を見つけます。

3 サポート要求を更新し、support スクリプトまたは svi-support スクリプトを実行して取得した出力を添付しま
す。

トラブルシューティングの追加情報

トラブルシューティングの追加情報は、VMware ナレッジ ベースの記事に掲載されています。

VMware ナレッジ ベース（KB）は、VMware 製品の新しいトラブルシューティング情報が追加されて継続的に更新され
ています。

View Manager のトラブルシューティングの詳細については、VMware KB の Web サイトで利用可能な KB の記事を参
照してください。

http://kb.vmware.com/selfservice/microsites/microsite.do

ネットワーク接続に関する問題のトラブルシューティング

デスクトップ、View Client、および View Connection Server インスタンスとのネットワーク接続に関する問題を診断
および解決するために、さまざまな手順を使用できます。

View Client と View Connection Server の接続の問題
View Client と View Connection Server の接続に関して、問題が発生することがあります。

問題

View Client と View Connection Server インスタンスとの接続に失敗した場合、次のいずれかの View Client エラーが
表示されます。

n A secure connection to the server '<servername>' cannot be established.（サーバ
<servername> への安全な接続を確立できません）

n The View Connection Server connection failed.（View Connection Server の接続に失敗しました）

View Connection Server インスタンスに接続し、利用可能なデスクトップのリストを取得した後に、デスクトップを開
こうとして失敗することもあります。

原因

View Client と View Connection Server インスタンスとの接続の問題は、さまざまな理由で発生する可能性があります。

n View Client でのネットワーク プロキシまたは ファイアウォールの不正な設定。

n 安全な接続を確立する際の、View Connection Server ホストの DNS 名の参照エラー。

解決方法

次の解決方法を順に試します。1 つの解決方法によって問題が解決しない場合は、次の解決方法を試します。

n ブラウザを使用して、HTTP または HTTPS で View Connection Server インスタンスにアクセスします。

ログイン ページが表示されない場合は、一般的なネットワーク トラブルシューティング テクニックを使用して問題
を解決します。

n ログイン ページに有効な認証情報を入力します。
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n 安全な接続を開始できないというエラー メッセージが表示される場合、最も可能性の高い原因は、View Client（ま
たは、プロキシ サーバが構成されている場合はプロキシ サーバ）が View Connection Server ホストの DNS 名を
解決できないことです。View Client をダイレクトして安全な接続を開く際に FQDN ではなく IP アドレスを提供す
るようにホストを構成します。

a View Administrator で、 [View Configuration（View 構成）]  >  [Servers（サーバ）]  をクリックします。

b セキュリティ サーバまたは View Connection Server インスタンスを選択して、 [Edit（編集）]  をクリック
します。

c [External URL（外部 URL）]  テキスト ボックスで、View クライアントがインターネットを介してアクセスで
きるセキュリティ サーバまたは View Connection Server インスタンスの外部 IP アドレスが含まれるように
URL を変更します。

d [OK]  をクリックします。

外部 URL はすぐに更新されます。変更を反映するために View Connection Server サービスを再起動する必要
はありません。

n 上記の解決方法で問題が解決されない場合は、View Connection Server インスタンスを再起動してください。

View Client と PCoIP Secure Gateway の接続の問題
PCoIP を介して通信する外部ユーザーを認証するように PCoIP Secure Gateway が構成されている場合は、View Client
とセキュリティ サーバ ホストまたは View Connection Server ホストとの接続に関して、問題が発生することがありま
す。

問題

PCoIP を使用する View クライアントが View デスクトップに接続または表示できません。セキュリティ サーバまたは
View Connection Server インスタンスへの最初のログインは成功しますが、ユーザーが View デスクトップを選択する
と接続が失敗します。この問題は、PCoIP Secure Gateway がセキュリティ サーバ ホストまたは View Connection
Server ホスト上に構成されている場合に発生します。

注意   通常、PCoIP Secure Gateway はセキュリティ サーバ上に構成されます。外部クライアントが View Connection
Server ホストに直接接続するネットワーク構成では、PCoIP Secure Gateway も View Connection Server 上に構成で
きます。

原因

PCoIP Secure Gateway との接続の問題は、さまざまな理由で発生する可能性があります。

n Windows Firewall によって、PCoIP Secure Gateway に必要なポートが閉じられている。

n PCoIP Secure Gateway がセキュリティ サーバまたは View Connection Server インスタンスで有効になっていな
い。

n PCoIP 外部 URL 設定が正しく構成されていない。この設定は、View クライアントがインターネットを介してアク
セスできる外部 IP アドレスとして指定する必要があります。

n View クライアントが、PCoIP Secure Gateway に必要なポートを閉じている外部 Web プロキシ経由で接続してい
る。たとえば、ホテル ネットワーク接続やパブリック ワイヤレス接続での Web プロキシは必要なポートをブロッ
クする可能性があります。

n PCoIP Secure Gateway が構成されているセキュリティ サーバと対になっている View Connection Server インス
タンスのバージョンが View 4.5 以前である。セキュリティ サーバおよびそれと対になっている View Connection
Server インスタンスのバージョンは View 4.6 以降である必要があります。
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解決方法

n セキュリティ サーバ ホストまたは View Connection Server ホストのファイアウォール上で、次のネットワーク
ポートが開いていることを確認します。

ポート 説明

TCP 4172 View Client からセキュリティ サーバ ホストまたは View Connection Server ホスト

UDP 4172 View クライアントとセキュリティ サーバ ホストまたは View Connection Server ホスト間（双方向）

TCP 4172 セキュリティ サーバ ホストまたは View Connection Server ホストから View デスクトップ

UDP 4172 セキュリティ サーバ ホストまたは View Connection Server ホストと View デスクトップ間（双方向）

n View Administrator で、PCoIP Secure Gateway を有効にし、PCoIP 外部 URL が正しく構成されていることを確
認します。

a [View Configuration（View 構成）]  -  [Servers（サーバ）]  をクリックします。

b セキュリティ サーバまたは View Connection Server インスタンスを選択して、 [Edit（編集）]  をクリック
します。

c [Use PCoIP Secure Gateway for PCoIP connections to desktop（デスクトップへの PCoIP 接続に PCoIP
Secure Gateway を使用する）]  を選択します。

デフォルトでは、PCoIP Secure Gateway は無効になっています。

d [PCoIP External URL（PCoIP 外部 URL）]  テキスト ボックスで、URL に、View クライアントがインターネッ
トを介してアクセスできるセキュリティ サーバまたは View Connection Server インスタンスの外部 IP アド
レスが含まれていることを確認します。

ポート 4172 を指定します。プロトコル名を含めないでください。

例： 100.200.300.400:4172

e [OK]  をクリックします。

n ユーザーがネットワークの外部にある Web プロキシ経由で接続していて、そのプロキシが必要なポートをブロック
している場合は、ユーザーにネットワークの別の場所から接続するように指示します。

n セキュリティ サーバおよびそれと対になっている View Connection Server インスタンスがどちらも View 4.6 以
降であることを確認します。

デスクトップと View Connection Server インスタンスの接続の問題
デスクトップと View Connection Server インスタンスとの接続に関して、問題が発生することがあります。

問題

デスクトップと View Connection Server インスタンスとの接続に失敗した場合、イベント データベースに次のいずれ
かのメッセージが表示されます。

n Provisioning error occurred for Machine <Machine_Name>:（マシン <Machine_Name> でプロビジョ

ニング エラーが発生しました：）Customization error due to no network communication between the
View agent and Connection Server（View Agent と View Connection Server とのネットワーク通信が

ないことによるカスタマイズ エラー）

n Provisioning error occurred on Pool <Desktop_ID> because of a networking problem
with a View Agent（View Agent のネットワークの問題のため、プール <Desktop_ID> でプロビジョニング エラーが発

生しました）

n Unable to launch from Pool <Desktop_ID> for user <User_Display_Name>:（ユーザー

<User_Display_Name> のプール <Desktop_ID> から起動できません：）Failed to connect to Machine
<MachineName> using <Protocol>（<Protocol> を使用して、マシン <MachineName> に接続できませんでした）
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原因

デスクトップと View Connection Server インスタンスとの接続の問題は、さまざまな理由によって発生する可能性があ
ります。

n デスクトップでの、View Connection Server ホストの DNS 名の参照エラー。

n JMS、RDP、または AJP13 通信用のポートがファイアウォール ルールによってブロックされている。

n View Connection Server ホストでの JMS ルータの障害。

解決方法

n デスクトップのコマンド プロンプトで、nslookup コマンドを入力します。

nslookup <CS_FQDN>

<CS_FQDN> は、View Connection Server ホストの完全修飾ドメイン名（FQDN）です。このコマンドによっ
て View Connection Server ホストの IP アドレスが返されない場合は、一般的なネットワーク トラブルシューティ
ング テクニックを適用して DNS の構成を修正します。

n デスクトップのコマンド プロンプトで telnet コマンドを入力して、TCP ポート 4001 が機能していることを確認
します。これは、View Agent が View Connection Server ホストとの JMS 通信を確立するために使用するポート
です。

telnet <CS_FQDN> 4001

telnet 接続が確立される場合は、JMS のネットワーク接続が機能しています。

n DMZ にセキュリティ サーバが展開されている場合は、TCP ポート 3389 でセキュリティ サーバとデスクトップ仮
想マシンとの RDP 接続を許可する例外ルールが内部ファイアウォールで構成されていることを確認します。

n 安全な接続がバイパスされている場合は、クライアントが TCP ポート 3389 でデスクトップ仮想マシンへの直接 RDP
接続を確立すること、または TCP ポート 4172 および UDP ポート 4172 でデスクトップ仮想マシンへの直接 PCoIP
接続を確立することがファイアウォール ルールで許可されていることを確認します。

n TCP ポート 4001（JMS）および TCP ポート 8009（AJP13）で各セキュリティ サーバとそれに関連付けられた View
Connection Server ホストとの接続を許可する例外ルールが内部ファイアウォールで構成されていることを確認し
ます。

クローン デスクトップへの不正な IP アドレス割り当てによる接続の問題
クローン デスクトップが静的な IP アドレスを使用している場合、それらに接続できないことがあります。

問題

View Client を使用して、クローン デスクトップに接続できません。

原因

DHCP を使用して IP アドレスを取得するのではなく静的な IP アドレスを使用するように、クローン デスクトップが不正
に構成されています。

解決方法

1 vCenter のデスクトップ プールのテンプレートが、DHCP を使用してデスクトップに IP アドレスを割り当てるよう
に構成されていることを確認します。

2 VMware Infrastructure Client で、デスクトップ プールから仮想マシンのクローンを手動で 1 つ作成し、その IP
アドレスが DHCP から正しく取得されることを確認します。
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デスクトップ プールの作成に関する問題のトラブルシューティング
デスクトップ プールの作成に関する問題を診断および解決するために、いくつかの手順を使用できます。

カスタマイズ仕様が見つからない場合のプール作成の失敗

デスクトップ プールを作成しようとして、カスタマイズ仕様が見つからないと、操作が失敗します。

問題

デスクトップ プールを作成できず、イベント データベースに次のメッセージが表示されます。

Provisioning error occurred for Machine <Machine_Name>:（マシン <Machine_Name> でプロビジョニング 
エラーが発生しました：）Customization failed for Machine（マシンのカスタマイズに失敗しました）

原因

この問題で最も可能性の高い原因は、カスタマイズ仕様にアクセスするため、またはプールを作成するために十分な権限

がないことです。もう 1 つ可能性のある原因は、カスタマイズ仕様の名前が変更されたか、カスタマイズ仕様が削除され
たことです。

解決方法

n カスタマイズ仕様にアクセスするため、およびプールを作成するために十分な権限があることを確認します。

n 必要なカスタマイズ仕様が名前の変更または削除により存在しない場合は、別の仕様を選択します。

権限の問題によるプール作成の失敗

ESX サーバ、ESX クラスタ、またはデータベースに権限の問題がある場合、デスクトップ プールを作成できません。

問題

テンプレート、ESX サーバ、ESX クラスタ、またはデータセンターにアクセスできないため、View Administrator でデ
スクトップ プールを作成できません。

原因

この問題には、多くの原因が考えられます。

n プールを作成するために正しい権限がない。

n テンプレートにアクセスするために正しい権限がない。

n ESX サーバ、ESX クラスタ、またはデータセンターにアクセスするための正しい権限がない。

解決方法

n [Template Selection（テンプレートの選択）]  画面に使用可能なテンプレートが表示されない場合、テンプレート
にアクセスするための十分な権限があることを確認します。

n ESX サーバ、ESX クラスタ、またはデータセンターにアクセスするための十分な権限があることを確認します。

n プールを作成するために十分な権限があることを確認します。
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構成の問題によるプールのプロビジョニングの失敗

テンプレートが使用できないか、仮想マシン イメージが移動または削除された場合、デスクトップ プールのプロビジョ
ニングが失敗することがあります。

問題

デスクトップ プールがプロビジョニングされず、イベント データベースに次のメッセージが表示されます。

Provisioning error occurred on Pool <Desktop_ID> because of a configuration problem（構成

の問題のため、プール <Desktop_ID> でプロビジョニング エラーが発生しました）

原因

この問題には、多くの原因が考えられます。

n テンプレートにアクセスできない。

n vCenter でテンプレート名が変更されている。

n vCenter でテンプレートが別のフォルダに移動された。

n 仮想マシン イメージが ESX サーバ間で移動したか、削除されている。

解決方法

n テンプレートにアクセスできることを確認します。

n テンプレートの名前とフォルダが正しく指定されていることを確認します。

n 仮想マシン イメージを ESX サーバ間で移動した場合は、仮想マシンを正しい vCenter フォルダに移動します。

n 仮想マシン イメージが削除されている場合は、View Administrator でその仮想マシンのエントリを削除し、イメー
ジを再作成または復元します。

View Connection Server インスタンスが vCenter に接続できないことによるプールのプロ
ビジョニングの失敗

Connection Server が vCenter に接続できない場合、デスクトップ プールのプロビジョニングが失敗することがありま
す。

問題

デスクトップ プールのプロビジョニングが失敗し、イベント データベースに次のいずれかのメッセージが表示されます。

n Cannot log in to vCenter at address <VC_Address>（アドレス <VC_Address> の vCenter にログイ

ンできません）

n The status of vCenter at address <VC_Address> is unknown（アドレス <VC_Address> の vCenter
のステータスが不明です）

原因

View Connection Server インスタンスが次のいずれかの理由で vCenter に接続できません。

n vCenter Server 上の Web サービスが停止した。

n View Connection Server ホストと vCenter Server の間にネットワークの問題がある。

n vCenter または View Composer のポート番号とログインの詳細が変更された。
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解決方法

n vCenter で Web サービスが実行されていることを確認します。

n View Connection Server ホストと vCenter の間にネットワークの問題がないことを確認します。

n View Administrator で、vCenter および View Composer に構成されているポート番号とログインの詳細を確認
します。

データストアの問題によるプールのプロビジョニングの失敗

データストアのディスク領域が不足しているか、データストアにアクセスする権限がない場合、デスクトップのプロビジョ

ニングが失敗することがあります。

問題

デスクトップ プールのプロビジョニングが失敗し、イベント データベースに次のいずれかのメッセージが表示されます。

n Provisioning error occurred for Machine <Machine_Name>:（マシン <Machine_Name> でプロビジョ

ニング エラーが発生しました：）Cloning failed for Machine（マシンのクローンの作成に失敗しました）

n Provisioning error occurred on Pool <Desktop_ID> because available free disk space
is reserved for linked clones（使用可能な空きディスク領域がリンク クローン用に予約されているため、プール

<Desktop_ID> でプロビジョニング エラーが発生しました）

n Provisioning error occurred on Pool <Desktop_ID> because of a resource problem（リソース

の問題のため、プール <Desktop_ID> でプロビジョニング エラーが発生しました）

原因

選択したデータストアにアクセスする権限がないか、プールに使用されているデータストアのディスク領域が不足してい

ます。

解決方法

n 選択したデータストアにアクセスするために十分な権限があることを確認します。

n データストアが構成されているディスクがいっぱいになっていないことを確認します。

n ディスクがいっぱいになっているか領域が予約されている場合は、ディスク上の領域を解放するか、使用可能なデー

タストアを再分散するか、データストアをより大容量のディスクに移行します。

vCenter の過負荷によるプールのプロビジョニングの失敗
vCenter で要求が過負荷になると、デスクトップ プールのプロビジョニングが失敗することがあります。

問題

デスクトップ プールのプロビジョニングが失敗し、イベント データベースに次のエラー メッセージが表示されます。

Provisioning error occurred on Pool <Desktop_ID> because of a timeout while customizing
（カスタマイズ中のタイムアウトのため、プール <Desktop_ID> でプロビジョニング エラーが発生しました）

原因

vCenter で要求が過負荷になっています。

解決方法

n View Administrator で、vCenter での同時プロビジョニング操作と同時電源操作の最大数を減らします。

n 追加の vCenter Server を構成します。

vCenter の構成の詳細については、『VMware View インストール 』ドキュメントを参照してください。
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仮想マシンのプロビジョニング状態の継続

クローンを作成した後、仮想マシンがプロビジョニング状態のままになります。

問題

仮想マシンがプロビジョニング状態のままになります。

原因

この問題の最も可能性の高い原因は、クローンの作成操作の途中で View Connection Server インスタンスを再起動した
ことです。

解決方法

u 仮想マシンを削除して、再度クローンを作成します。

仮想マシンのカスタマイズ状態の継続

クローンを作成した後、仮想マシンがカスタマイズ状態のままになります。

問題

仮想マシンがカスタマイズ状態のままになります。

原因

この問題の最も可能性の高い原因は、仮想マシンを起動するために十分なディスク領域がないことです。カスタマイズを

行う前に、仮想マシンを起動する必要があります。

解決方法

n 仮想マシンを削除して、カスタマイズ状態から復旧します。

n ディスクがいっぱいになっている場合は、ディスク上の領域を解放するか、データストアをより大容量のディスクに

移行します。

USB リダイレクトに関する問題のトラブルシューティング
View Client で USB リダイレクトに関する各種の問題が発生することがあります。

問題

View Client の USB リダイレクトで、ローカル デバイスをリモート デスクトップで使用可能にできなかったり、View
Client で一部のデバイスがリダイレクトに使用できるように表示されなかったりします。

原因

USB リダイレクトが正常に機能しない場合、または予想どおりに機能しない場合、可能性のある原因は次のとおりです。

n Microsoft Terminal Services によって管理される Windows 2000 システムまたは View デスクトップでは、USB
リダイレクトはサポートされていません。

n Web カメラはリダイレクトの対象としてサポートされていません。

n USB オーディオ デバイスのリダイレクトは、ネットワークの状態に依存するため、信頼性に欠けます。一部のデバ
イスは、アイドル時にも高いデータ スループットを必要とします。

n ブート デバイスでは USB リダイレクトがサポートされていません。USB デバイスからブートする Windows シス
テムで View Client を実行しており、このデバイスをリモート デスクトップにリダイレクトした場合、ローカル オ
ペレーティング システムが応答しなかったり使用できなかったりすることがあります。詳細については、
http://kb.vmware.com/kb/1021409を参照してください。
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n デフォルトで、Windows 用の View Client では、ヒューマン インターフェイス デバイス（HID）および HID と対
になっている Bluetooth デバイスをリダイレクト用に選択できません。詳細については、
http://kb.vmware.com/kb/1011600を参照してください。

n RDP は、コンソール セッションの USB HID またはスマート カード リーダのリダイレクトをサポートしていませ
ん。詳細については、http://kb.vmware.com/kb/1011600を参照してください。

n USB フラッシュ カードを使用した場合、RDP で予期しない問題が発生することがあります。詳細については、
http://kb.vmware.com/kb/1019547を参照してください。

n Windows Mobile デバイス センターにより、RDP セッションの USB デバイスのリダイレクトが妨げられることが
あります。詳細については、http://kb.vmware.com/kb/1019205を参照してください。

n 一部の USB HID では、マウス ポインタの位置を更新するように、仮想マシンを構成する必要があります。詳細につ
いては、http://kb.vmware.com/kb/1022076を参照してください。

n 一部のオーディオ デバイスでは、ポリシー設定またはレジストリ設定を変更する必要がある場合があります。詳細
については、http://kb.vmware.com/kb/1023868を参照してください。

n ネットワークのレイテンシーが原因で、デバイスの相互作用が低速になったり、アプリケーションがフリーズしてい

るように見えることがあります。これはアプリケーションがローカル デバイスと相互作用するように設計されてい
るからです。非常に大容量の USB ディスク ドライブは、Windows エクスプローラに表示されるまでに数分かかる
ことがあります。

n FAT32 ファイル システムでフォーマットされた USB フラッシュ カードはロードが遅くなります。詳細については、
http://kb.vmware.com/kb/1022836を参照してください。

n リモート デスクトップに接続する前に、ローカル システムでプロセスまたはサービスがデバイスを開いていた。

n リダイレクトされた USB デバイスは、デスクトップにそのデバイスが使用可能であることが示されている場合でも、
デスクトップ セッションを再接続すると、動作が停止します。

n View Administrator で USB リダイレクトが無効になっている。

n ゲスト上で、USB リダイレクト ドライバが存在しないか、無効になっている。

n クライアント上で、USB リダイレクト ドライバが存在しないか、無効になっている。または、リダイレクトされる
デバイスのドライバが存在しないか、無効になっている。

解決方法

n PCoIP が使用可能な場合は、RDP の代わりにデスクトップ プロトコルとして使用します。

n 一時的な切断後に、リダイレクトされたデバイスが使用できないままであるか、動作を停止した場合、デバイスを取

り外し、再度接続して、リダイレクトを再試行してください。

n View Administrator で、 [Policies（ポリシー）]  -  [Global Policies（グローバル ポリシー）]  に移動し、 [View
Policies（View ポリシー）] の下で、USBアクセスが [Allow（許可）] に設定されていることを確認します。

n ゲストのログでクラス wssm_usb のエントリの有無、クライアントのログでクラス wswc_usb のエントリの有無を
調べます。

ユーザーが管理者でない場合、または USB リダイレクト ドライバがインストールされていないか、機能していない
場合には、これらのクラスのエントリがログに書き込まれます。

n ゲスト上でデバイス マネージャを開き、 [Universal Serial Bus controllers（USB（Universal Serial Bus）コント
ローラ）]  を展開して、VMware View Virtual USB Device Manager ドライバおよび VMware View Virtual USB
Hub ドライバが表示されない場合はそれらを再インストールし、無効になっている場合は再度有効にします。

n クライアント上でデバイス マネージャを開き、 [Universal Serial Bus controllers（USB（Universal Serial Bus）
コントローラ）]  を展開して、VMware View Generic USB Device ドライバおよびリダイレクトされるデバイス
の USB ドライバが表示されない場合はそれらを再インストールし、無効になっている場合は再度有効にします。
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QuickPrep のカスタマイズに関する問題のトラブルシューティング
View Composer QuickPrep カスタマイズ スクリプトがさまざまな理由で失敗することがあります。

問題

QuickPrep 同期後スクリプトまたはパワーオフ スクリプトが実行されません。リンク クローンによって、スクリプトが
正常に完了したり、失敗したりすることがあります。

原因

QuickPrep スクリプトの失敗の一般的な原因には次のものがあります。

n スクリプトがタイムアウトした

n スクリプトのパスがインタープリタを必要とするスクリプトを参照している

n スクリプトを実行するアカウントに、スクリプト タスクを実行するための十分な権限がない

解決方法

n カスタマイズ スクリプト ログを調べます。

QuickPrep カスタマイズ情報が Windows temp ディレクトリのログ ファイルに書き込まれます。

C:¥Windows¥Temp¥vmware-viewcomposer-ga-new.log

n スクリプトがタイムアウトしているかどうかを判断します。

View Composer は 20 秒以上かかっているカスタマイズ スクリプトを終了させます。ログ ファイルに、スクリプ
トが開始されたことを示すメッセージとその後のタイムアウトを示すメッセージが表示されます。

2010-02-21 21:05:47,687 [1500] INFO Ready -
[Ready.cpp, 102] Running the PostSync script:cmd /c
C:¥temp¥build¥composer.bat 
2010-02-21 21:06:07,348 [1500] FATAL Guest -
[Guest.cpp, 428] script cmd /c 
C:¥temp¥build¥composer.bat timed out

タイムアウトの問題を解決するには、スクリプトのタイムアウトの制限を引き上げて、再実行します。

n スクリプト パスが有効かどうかを判断します。

スクリプトの実行にインタープリタが必要なスクリプト言語を使用する場合は、スクリプト パスをインタープリタ
のバイナリで始める必要があります。

たとえば、QuickPrep カスタマイズ スクリプトとして C:¥script¥myvb.vbs を指定した場合、View Composer
Agent はスクリプトを実行できません。次のように、インタープリタのバイナリ パスで始まるパスを指定する必要
があります。

C:¥windows¥system32¥cscript.exe c:¥script¥myvb.vbs

n スクリプトを実行するアカウントに、スクリプト タスクを実行するための適切な権限があるかどうかを判断します。

QuickPrep は、View Composer Agent サービスの実行が構成されたアカウントでスクリプトを実行します。デ
フォルトでは、このアカウントは SYSTEM です。

このデフォルトのアカウントを変更するには、Windows サービス（services.msc）のダイアログを使用し、
VMware View Composer Guest Agent Server サービスのログオン プロパティを変更します。内部のサービス名
は vmware-viewcomposer-ga です。
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View Composer のプロビジョニング エラー
View Composer によってリンク クローン デスクトップがプロビジョニングまたは再構成されているときにエラーが発
生すると、障害の原因がエラー コードによって示されます。このエラー コードは、View Administrator のデスクトッ
プ ステータスの列に表示されます。

表 15-2 describes the View Composer provisioning error codes.

この表には、View Composer および QuickPrep によるカスタマイズに関連するエラーが一覧表示されています。View
Connection Server、および他の View コンポーネントで、デスクトップのプロビジョニングに影響を及ぼす可能性のあ
るその他のエラーが発生することもあります。

表 15-2.  View Composer のプロビジョニング エラー

Error（エラー） 説明

0 ポリシーが正常に適用されました。

注意   結果コード 0 は View Administrator に表示されません。View Composer のドメイン外で View Manager エ
ラーが発生した場合を除き、リンク クローン デスクトップは作動可能状態に移行します。この結果コードは、完全性を
確保するために含められています。

1 コンピュータ名の設定に失敗しました。

2 ユーザー プロファイルを View Composer 通常ディスクにリダイレクトしようとして失敗しました。

3 コンピュータのドメイン アカウント パスワードの設定に失敗しました。

4 ユーザーのプロファイル キーのバックアップに失敗しました。このユーザーが、再構成操作後に次回このリンク クロー
ン デスクトップにログインすると、OS によってこのユーザーの新しいプロファイル ディレクトリが作成されます。新
しいプロファイルが作成されるため、ユーザーは以前のプロファイル データを表示できなくなります。

5 ユーザーのプロファイルの復元に失敗しました。プロファイルの状態が定義されていないため、ユーザーがこの状態で

デスクトップにログインしないようにする必要があります。

6 他のエラー コードに該当しないエラー。ゲスト OS 内の View Composer Agent のログ ファイルで、これらのエラー
の原因に関する詳細情報が提供されることがあります。

たとえば、Windows プラグ アンド プレイ（PnP）タイムアウトによってこのエラー コードが生成されます。この場
合、View Composer は PnP サービスによってリンク クローン仮想マシン用の新しいボリュームがインストールされ
るまで待機し、その後タイムアウトになります。

プールの構成に応じ、PnP によって最大 3 つのディスクがマウントされます。
n View Composer 通常ディスク
n ゲスト OS の一時ファイルおよびページング ファイルをリダイレクトするための読み取り専用ディスク
n QuickPrep の構成およびその他の OS 関連データを格納する内部ディスク。このディスクには常にリンク クローン

が構成されます。

タイムアウトの長さは 10 分です。PnP によるディスクのマウントが 10 分以内に完了しないと、エラー コード 6 が生
成されて View Composer が機能停止します。

7 リンク クローンに接続されている View Composer 通常ディスクが多すぎます。1 つのクローンに接続できる View
Composer 通常ディスクは 3 つまでです。

8 プールの作成時に選択されたデータストアに通常ディスクをマウントできませんでした。

9 View Composer が破棄可能データのファイルを読み取り専用ディスクにリダイレクトできませんでした。ページング
ファイルまたは一時ファイルのフォルダがリダイレクトされませんでした。

10 指定された内部ディスク上で View Composer が QuickPrep の構成ポリシー ファイルを検出できません。

12 View Composer が QuickPrep の構成ポリシー ファイルおよびその他の OS 関連データを含む内部ディスクを検出で
きません。

13 複数の通常ディスクが Windows ユーザー プロファイルをリダイレクトするように構成されています。

14 View Composer が内部ディスクのマウント解除に失敗しました。

15 View Composer が構成ポリシー ファイルから読み取ったコンピュータ名が、リンク クローンの最初のパワーオン後、
現在のシステム名と一致しません。

16 ゲスト OS のボリューム ライセンスがアクティブになっていないため、View Composer Agent が起動しませんでした。
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表 15-2.  View Composer のプロビジョニング エラー (続き)

Error（エラー） 説明

17 View Composer Agent が起動しませんでした。エージェントは Sysprep が起動するまで待機している間にタイムア
ウトになりました。

18 View Composer Agent がカスタマイズ中にリンク クローン仮想マシンをドメインに結合できませんでした。

Windows XP リンク クローンのドメイン参加の失敗
Windows Server 2008 で Active Directory を実行している場合、Windows XP リンク クローン デスクトップがドメ
イン参加に失敗することがあります。

問題

リンク クローン デスクトップをプロビジョニングする場合、リンククローンがドメインへの参加に失敗します。View
Administrator で View Composer プロビジョニング エラー メッセージが表示されます。例：

5/17/10 3:11:50 PM PDT:View Composer agent initialization state error (18):（View
Composer Agent 初期化状態エラー（18）：）Failed to join the domain (waited 565 seconds)（ドメインの参

加に失敗しました（565 秒待機しました））

原因

この問題は、Windows Server 2008 で Active Directory が実行している場合に発生する可能性があります。Windows
Server 2008 読み取り専用ドメイン コントローラ（RODC）は Windows XP 仮想マシンと下位互換性がありません。

解決方法

1 View Composer ログで次のエラー メッセージを確認します。

0x4f1： The system detected a possible attempt to compromise security.（システムはセキュリティ

に危害を与える可能性のある試みを検出しました。）Please ensure that you can contact the server that
authenticated you.（認証されたサーバに接続できることを確認してください。）

デフォルトで View Composer ログ ファイルは Windows Temp ディレクトリに作成されます。C:¥Windows¥Temp
¥vmware-viewcomposer-ga-new.log

2 親仮想マシンで、Windows Server 2008 RODC の Windows XP 用互換性更新プログラムを適用します。

次の場所の Microsoft Support Article 944043 を参照してください。 
http://support.microsoft.com/kb/944043/en-us

3 更新された親仮想マシンのスナップショットを作成します。

4 更新された親仮想マシンとスナップショットから、リンク クローン デスクトップを再構成します。
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vdmadmin コマンドの使用 16
vdmadmin コマンド ライン インターフェイスを使用して、View Connection Server インスタンスに対するさまざまな
管理タスクを実行できます。

vdmadmin を使用すると、View Administrator のユーザー インターフェイス内からは実行できない管理タスクや、スク
リプトから自動的に実行する必要がある管理タスクを実行できます。

View Administrator、View コマンドレット、vdmadmin で実行可能な操作の比較については、『VMware View 統合』
ドキュメントを参照してください。

n vdmadmin コマンドの使用方法 (P. 308)

vdmadmin コマンドの構文によって、コマンドの動作が制御されます。

n -A オプションを使用した View Agent のログの構成 (P. 311)

vdmadmin コマンドと -A オプションを使用して、View Agent によるログの記録を構成できます。

n -A オプションを使用した IP アドレスの上書き (P. 313)

vdmadmin コマンドと -A オプションを使用して、View Agent によって報告される IP アドレスを上書きできます。

n -C オプションを使用した View Connection Server グループの名前の設定 (P. 314)

vdmadmin コマンドと -C オプションを使用して、View Connection Server グループの名前を設定できます。
Microsoft System Center Operations Manager（SCOM）コンソールには、SCOM 内でグループを識別できる
ようにこの名前が表示されます。

n -F オプションを使用した外部セキュリティ プリンシパルの更新 (P. 315)

vdmadmin コマンドと -F オプションを使用して、デスクトップの使用が許可されている Active Directory 内の
Windows ユーザーの外部セキュリティ プリンシパル（FSP）を更新できます。

n -H オプションを使用した健全性モニタの一覧表示および詳細表示 (P. 315)

vdmadmin コマンドと -H オプションを使用して、既存の健全性モニタを一覧表示し、View Manager コンポーネ
ントのインスタンスを監視し、特定の健全性モニタまたはモニタ インスタンスの詳細を表示することができます。

n -I オプションを使用した View Manager の動作レポートの一覧表示および結果表示 (P. 317)

vdmadmin コマンドと -I オプションを使用して、View Manager の動作について利用可能なレポートを一覧表示
し、いずれかのレポートの実行結果を表示することができます。

n -L オプションを使用した専用デスクトップの割り当て (P. 317)

vdmadmin コマンドと -L オプションを使用して、専用プールのデスクトップをユーザーに割り当てることができ
ます。

n -M オプションを使用したマシンに関する情報の表示 (P. 319)

vdmadmin コマンドと -M オプションを使用して、仮想マシンまたは物理コンピュータの構成に関する情報を表示
できます。
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n -N オプションを使用したドメイン フィルタの構成 (P. 320)

vdmadmin コマンドと -N オプションを使用して、View Manager によって、エンド ユーザーからアクセス可能
にするドメインを制御できます。

n ドメイン フィルタの構成 (P. 322)

ドメイン フィルタを構成して、View Connection Server インスタンスまたはセキュリティ サーバによって、エ
ンド ユーザーからアクセス可能にするドメインを制限することができます。

n -O および -P オプションを使用した資格のないユーザーのデスクトップとポリシーの表示 (P. 326)

vdmadmin コマンドと -O および -P オプションを使用して、システムを使用する資格を失ったユーザーに割り当
てられているデスクトップとポリシーを表示できます。

n -Q オプションを使用したキオスク モードのクライアントの構成 (P. 328)

vdmadmin コマンドと -Q オプションを使用すると、キオスク モードのクライアントのデフォルト値を設定してア
カウントを作成し、これらのクライアントの認証を可能にし、それらの構成に関する情報を表示することができます。

n -R オプションを使用したデスクトップの最初のユーザーの表示 (P. 332)

vdmadmin コマンドと -R オプションを使用して、管理対象デスクトップの初期の割り当てを調べることができま
す。たとえば、LDAP データが失われた場合、デスクトップを再度ユーザーに割り当てるためにこの情報が必要に
なることがあります。

n -S オプションを使用した View Connection Server インスタンスのエントリの削除 (P. 332)

vdmadmin コマンドと -S オプションを使用して、View Connection Server インスタンスのエントリを View
Manager の構成から削除できます。

n -T オプションを使用した View Transfer Server パッケージを公開する場合の分割制限の設定 (P. 333)

vdmadmin コマンドと -T オプションを使用して、View Transfer Server パッケージを公開する場合の分割制限を
設定できます。キャッシュの最大オブジェクト サイズを定義したプロキシ キャッシュを使用する場合、分割制限を
指定する必要があることがあります。

n -U オプションを使用したユーザーに関する情報の表示 (P. 334)

vdmadmin コマンドと -U オプションを使用して、ユーザーに関する詳細情報を表示できます。

n -V オプションを使用したローカル デスクトップの仮想マシンの暗号化解除 (P. 334)

VMware View は、 は、ローカル デスクトップの仮想マシンを、その基本イメージを暗号化してセキュリティ保護
します。ローカル デスクトップをパワー オンまたはチェック インできない場合、vdmadmin コマンドと -V オプ
ションを使用して、仮想マシンからデータを回復するために仮想マシンの暗号化を解除できます。

n -V オプションを使用した仮想マシンのロック解除またはロック (P. 336)

vdmadmin コマンドと -V オプションを使用して、データセンター内の仮想マシンをロック解除またはロックでき
ます。

n -X オプションを使用した LDAP エントリ コリジョンの検出と解決 (P. 337)

vdmadmin コマンドと -X オプションを使用して、View Connection Server グループ内の複製された View
Connection Server インスタンスに LDAP エントリ コリジョンがあるかどうかを検出し、それらを解決できます。

vdmadmin コマンドの使用方法
vdmadmin コマンドの構文によって、コマンドの動作が制御されます。

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

vdmadmin
                <command_option> [<additional_option>
                <argument>] ...
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使用できる追加のオプションは、コマンド オプションによって異なります。

デフォルトでは、vdmadmin コマンドの実行可能ファイルのパスは C:¥Program Files¥VMware¥VMware View
¥Server¥tools¥bin です。コマンド ラインにパスを入力するのを避けるには、<PATH> 環境変数にパスを追加します。

n vdmadmin コマンドでの認証 (P. 309)

指定した操作を正常に実行するためには、vdmadmin コマンドを Administrators（管理者） ロールのユーザーと
して実行する必要があります。

n vdmadmin コマンドの出力形式 (P. 309)

一部の vdmadmin コマンド オプションでは、出力情報の形式を指定できます。

n vdmadmin コマンド オプション (P. 310)

vdmadmin コマンドで実行する操作を指定するには、コマンド オプションを使用します。

vdmadmin コマンドでの認証
指定した操作を正常に実行するためには、vdmadmin コマンドを Administrators（管理者） ロールのユーザーとして実
行する必要があります。

View Administrator を使用して Administrators（管理者） ロールをユーザーに割り当てることができます。第 2 章
「ロールベースの委任管理の構成 (P. 25)」を参照してください。

十分な権限を持たないユーザーとしてログインしている場合に、-b オプションを使用して、Administrators（管理者）
ロールが割り当てられているユーザーとしてコマンドを実行できます。ただし、そのユーザーのパスワードを知っている

必要があります。-b オプションを指定すると、特定のドメインで特定のユーザーとして vdmadmin コマンドを実行でき
ます。次に示す -b オプションの使用形式は同等です。

                -b
                <username>
                <domain> [<password> | *]

                -b
                <username>@<domain> [<password> | *]

                -b
                <domain>\<username> [<password> | *]

パスワードの代わりにアスタリスク（*）を指定すると、パスワードの入力を求められます。-b オプションは、-R およ
び -T オプションを除くすべてのコマンド オプションとともに使用できます。

vdmadmin コマンドの出力形式
一部の vdmadmin コマンド オプションでは、出力情報の形式を指定できます。

表 16-1 に、出力テキストの形式を指定できる vdmadmin コマンド オプションを示します。

表 16-1.  出力形式を選択するためのオプション

オプション 説明

-csv 出力の形式をカンマ区切り値として指定します。

-n ASCII（UTF-8）文字を使用して出力を表示します。これは、カンマ
区切り値およびテキスト形式出力のデフォルトの文字セットです。

-w Unicode（UTF-16）文字を使用して出力を表示します。これは、
XML 出力のデフォルトの文字セットです。

-xml 出力形式を XML として指定します。
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vdmadmin コマンド オプション
vdmadmin コマンドで実行する操作を指定するには、コマンド オプションを使用します。

表 16-2 に、View Manager の操作を制御および確認するために vdmadmin コマンドで使用できるコマンド オプション
を示します。

表 16-2.  vdmadmin コマンド オプション

オプション 説明

-A View Agent によってログ ファイルに記録される情報を管理します。詳細については、「-A オプションを使用した View
Agent のログの構成 (P. 311)」を参照してください。 .
View Agent によって報告される IP アドレスを上書きします。詳細については、「-A オプションを使用した IP アドレス
の上書き (P. 313)」を参照してください。

-C View Connection Server グループの名前を設定します。詳細については、「-C オプションを使用した View Connection
Server グループの名前の設定 (P. 314)」を参照してください。 .

-F Active Directory 内のすべてのユーザーまたは指定されたユーザーの外部セキュリティ プリンシパル（FSP）を更新し
ます。詳細については、「-F オプションを使用した外部セキュリティ プリンシパルの更新 (P. 315)」を参照してください。 .

-H View Manager サービスの健全性についての情報を表示します。詳細については、「-H オプションを使用した健全性モ
ニタの一覧表示および詳細表示 (P. 315)」を参照してください。 .

-I View Manager の動作に関するレポートを生成します。詳細については、「-I オプションを使用した View Manager の
動作レポートの一覧表示および結果表示 (P. 317)」を参照してください。 .

-L ユーザーに専用デスクトップを割り当てます。または割り当てを削除します。詳細については、「-L オプションを使用し
た専用デスクトップの割り当て (P. 317)」を参照してください。 .

-M 仮想マシンまたは物理コンピュータの情報を表示します。詳細については、「-M オプションを使用したマシンに関する
情報の表示 (P. 319)」を参照してください。 .

-N View Connection Server インスタンスまたはグループで View Client に提供されるドメインを構成します。詳細につ
いては、「-N オプションを使用したドメイン フィルタの構成 (P. 320)」を参照してください。 .

-O ユーザーに割り当てられたデスクトップのうち、ユーザーが資格を失っているデスクトップを表示します。詳細について

は、「-O および -P オプションを使用した資格のないユーザーのデスクトップとポリシーの表示 (P. 326)」を参照してく
ださい。 .

-P 資格のないユーザーのデスクトップに関連付けられているユーザー ポリシーを表示します。詳細については、「-O およ
び -P オプションを使用した資格のないユーザーのデスクトップとポリシーの表示 (P. 326)」を参照してください。 .

-Q キオスク モードのクライアント デバイスの Active Directory アカウントおよび View Manager 構成を設定します。詳
細については、「-Q オプションを使用したキオスク モードのクライアントの構成 (P. 328)」を参照してください。 .

-R デスクトップに最初にアクセスしたユーザーを報告します。詳細については、「-R オプションを使用したデスクトップの
最初のユーザーの表示 (P. 332)」を参照してください。 .

-S View Connection Server インスタンスの構成エントリを View Manager の構成から削除します。詳細については、
「-S オプションを使用した View Connection Server インスタンスのエントリの削除 (P. 332)」を参照してください。 .

-T View Transfer Server パッケージの分割制限を設定します。詳細については、「-T オプションを使用した View Transfer
Server パッケージを公開する場合の分割制限の設定 (P. 333)」を参照してください。 .

-U ユーザーに関する情報（デスクトップに対する資格や ThinApp 割り当て、管理者のロールなど）を表示します。詳細に
ついては、「-U オプションを使用したユーザーに関する情報の表示 (P. 334)」を参照してください。 .

-V ローカル デスクトップの仮想マシンの暗号化を解除して、ローカル デスクトップからデータを回復できます。詳細につ
いては、「-V オプションを使用したローカル デスクトップの仮想マシンの暗号化解除 (P. 334)」を参照してください。 .
ローカル デスクトップおよび View Transfer Server インスタンスを含む仮想マシンをロック解除またはロックします。
詳細については、「-V オプションを使用した仮想マシンのロック解除またはロック (P. 336)」を参照してください。 .

-X 複製された View Connection Server インスタンス上で重複する LDAP エントリを検出して解決します。「-X オプショ
ンを使用した LDAP エントリ コリジョンの検出と解決 (P. 337)」を参照してください。
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-A オプションを使用した View Agent のログの構成
vdmadmin コマンドと -A オプションを使用して、View Agent によるログの記録を構成できます。

構文

vdmadmin

                    -A [-b< authentication_arguments>] -getDCT-outfile< local_file>
                    -d< desktop >-m< machine>

vdmadmin

                    -A [-b< authentication_arguments>] -getlogfile
                    <logfile>

                    -outfile< local_file>
                    -d< desktop>
                    -m
                    <machine>

vdmadmin

                    -A [-b< authentication_arguments>] -getloglevel [-xml] -d< 
desktop> [-m< machine>]

vdmadmin

                    -A [-b< authentication_arguments>] -getstatus [-xml] -d< 
desktop> [-m< machine>]

vdmadmin

                    -A [-b< authentication_arguments>] -getversion [-xml] -d< 
desktop> [-m
                    <machine>]

vdmadmin

                    -A [-b< authentication_arguments>] -list [-xml] [-w | -n] -d< 
desktop>

                    -m< machine>

vdmadmin

                    -A [-b< authentication_arguments>] -setloglevel< level> -d
                    <desktop> [-m
                    <machine>]

使用上の注意

VMware のテクニカル サポートによる View Agent のトラブルシューティングを支援するため、データ収集ツール（DCT）
バンドルを作成することができます。さらに、ログ レベルを変更し、View Agent のバージョンおよびステータスを表示
して、各ログ ファイルをローカル ディスクに保存することもできます。

オプション

表 16-3 に View Agent でのログを構成するために指定できるオプションを示します。
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表 16-3.  View Agent でのログの構成のオプション

オプション 説明

-d <desktop> デスクトップ プールを指定します。

-getDCT データ収集ツール（DCT）バンドルを作成して、ローカル ファイル
に保存します。

-getlogfile <logfile> コピーを保存するログ ファイルの名前を指定します。

-getloglevel View Agent の現在のログ レベルを表示します。

-getstatus View Agent のステータスを表示します。

-getversion View Agent のバージョンを表示します。

-list View Agent のログ ファイルを一覧表示します。

-m <machine> デスクトップ プール内のマシンを指定します。

-outfile <local_file> DCT バンドルまたはログ ファイルのコピーを保存するローカル ファ
イルの名前を指定します。

-setloglevel <level> View Agent のログ レベルを設定します。

debug エラー、警告、およびデバッグ イベントをロ
グに記録します。

normal エラーおよび警告イベントをログに記録しま

す。

trace エラー、警告、情報、およびデバッグ イベン
トをログに記録します。

例

デスクトップ プール dtpool2 に属するマシン machine1 の View Agent のログ レベルを表示します。

vdmadmin -A -d dtpool2 -m machine1 -getloglevel

デスクトップ プール dtpool2 に属するマシン machine1 の View Agent のログ レベルを debug に設定します。

vdmadmin -A -d dtpool2 -m machine1 -setloglevel debug

デスクトップ プール dtpool2 に属するマシン machine1 の View Agent ログ ファイルのリストを表示します。

vdmadmin -A -d dtpool2 -m machine1 -list

デスクトップ プール dtpool2 に属するマシン machine1 の View Agent ログ ファイル log-2009-01-02.txt のコ
ピーを、C:¥mycopiedlog.txt として保存します。

vdmadmin -A -d dtpool2 -m machine1 -getlogfile log-2009-01-02.txt -outfile C:
¥mycopiedlog.txt

デスクトップ プール dtpool2 に属するマシン machine1 の View Agent のバージョンを表示します。

vdmadmin -A -d dtpool2 -m machine1 -getversion

デスクトップ プール dtpool2 に属するマシン machine1 の View Agent のステータスを表示します。

vdmadmin -A -d dtpool2 -m machine1 -getstatus

デスクトップ プール dtpool2 のマシン machine1 用の DCT バンドルを作成して、zip ファイル C:¥myfile.zip に書
き込みます。

vdmadmin -A -d dtpool2 -m machine1 -getDCT -outfile C:¥myfile.zip
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-A オプションを使用した IP アドレスの上書き
vdmadmin コマンドと -A オプションを使用して、View Agent によって報告される IP アドレスを上書きできます。

構文

vdmadmin

                -A [-b
                <authentication_arguments>] -override
                -i
                <ip_or_dns>

                -d
                <desktop>

                -m
                <machine>

vdmadmin

                -A [-b
                <authentication_arguments>] -override
                -list
                -d
                <desktop>

                -m
                <machine>

vdmadmin

                -A [-b
                <authentication_arguments>] -override
                -r
                -d
                <desktop> [-m
                <machine>]

使用上の注意

View Agent は、自身が実行されているマシンの検出済み IP アドレスを、View Connection Server インスタンスに報
告します。View Agent によって報告された値を View Connection Server インスタンスが信頼することができない安
全な構成では、View Agent によって提供された値を上書きして、管理対象マシンで使用する IP アドレスを指定すること
ができます。View Agent によって報告されたマシンのアドレスが、定義されたアドレスと一致しない場合は、View
Client を使用してそのマシンにアクセスできません。

オプション

表 16-4 に IP アドレスを上書きするために指定できるオプションを示します。

表 16-4.  IP アドレスの上書きのためのオプション

オプション 説明

-d <desktop> デスクトップ プールを指定します。

-i <ip_or_dns> IP アドレスまたは DNS で解決できるドメイン名を指定します。

-m <machine> デスクトップ プールのマシンの名前を指定します。
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表 16-4.  IP アドレスの上書きのためのオプション (続き)

オプション 説明

-override IP アドレスの上書きの操作を指定します。

-r 上書きされた IP アドレスを削除します。

例

デスクトップ プール dtpool2 のマシン machine2 の IP アドレスを上書きします。

vdmadmin -A -override -i 10.20.54.165 -d dtpool2 -m machine2

デスクトップ プール dtpool2 のマシン machine2 に定義されている IP アドレスを表示します。

vdmadmin -A -override -list -d dtpool2 -m machine2

デスクトップ プール dtpool2 のマシン machine2 に定義されている IP アドレスを削除します。

vdmadmin -A -override -r -d dtpool2 -m machine2

デスクトップ プール dtpool3 のデスクトップに定義されている IP アドレスを削除します。

vdmadmin -A -override -r -d dtpool3

-C オプションを使用した View Connection Server グループの名前の設定
vdmadmin コマンドと -C オプションを使用して、View Connection Server グループの名前を設定できます。Microsoft
System Center Operations Manager（SCOM）コンソールには、SCOM 内でグループを識別できるようにこの名前が
表示されます。

構文

                vdmadmin

                -C [-b< authentication_arguments>] [-c< groupname>]

使用上の注意

View Manager コンポーネントの状態の監視と管理に SCOM を使用する予定の場合は、View Connection Server グ
ループに名前を付ける必要があります。View Administrator ではグループの名前が表示されません。名前を付けるグルー
プのメンバーでコマンドを実行します。

グループの名前を指定しない場合、このコマンドはローカルの View Connection Server インスタンスが属するグループ
の GUID を返します。GUID を使用して、View Connection Server インスタンスが、別の View Connection Server
インスタンスと同じ View Connection Server グループのメンバーであるかどうかを確認できます。

VMware View で SCOM を使用する方法については、『VMware View Integration（VMware View 統合）』ドキュメン
トを参照してください。

オプション

-c オプションは View Connection Server グループの名前を指定します。このオプションを指定しない場合、コマンド
はグループの GUID を返します。

例

View Connection Server グループの名前を VCSG01 に設定します。

vdmadmin -C -c VCSG01
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グループの GUID を返します。

vdmadmin -C

-F オプションを使用した外部セキュリティ プリンシパルの更新
vdmadmin コマンドと -F オプションを使用して、デスクトップの使用が許可されている Active Directory 内の Windows
ユーザーの外部セキュリティ プリンシパル（FSP）を更新できます。

構文

vdmadmin

                -F [-b
                <authentication_arguments>] [-u
                <domain>\<user>]

使用上の注意

ローカル ドメイン以外のドメインを信頼する場合は、外部ドメインのセキュリティ プリンシパルがローカル ドメインの
リソースにアクセスするのを許可します。Active Directory では、信頼された外部ドメインのセキュリティ プリンシパ
ルを表すために FSP を使用します。信頼された外部ドメインのリストを変更する場合は、ユーザーの FSP を更新できます。

オプション

-u オプションは、FSP を更新するユーザーの名前およびドメインを指定します。このオプションを指定しない場合、コ
マンドは Active Directory 内のすべてのユーザーの FSP を更新します。

例

EXTERNAL ドメインのユーザー Jim の FSP を更新します。

vdmadmin -F -u EXTERNAL¥Jim

Active Directory 内の全ユーザーの FSP を更新します。

vdmadmin -F

-H オプションを使用した健全性モニタの一覧表示および詳細表示
vdmadmin コマンドと -H オプションを使用して、既存の健全性モニタを一覧表示し、View Manager コンポーネント
のインスタンスを監視し、特定の健全性モニタまたはモニタ インスタンスの詳細を表示することができます。

構文

                vdmadmin

                -H [-b< authentication_arguments>] -list
                -xml [-w | -n]

                vdmadmin

                -H [-b< authentication_arguments>] -list
                -monitorid< monitor_id >-xml [-w | -n]

                vdmadmin

                -H [-b< authentication_arguments>] -monitorid
                <monitor_id >-instanceid< instance_id >-xml [-w | -n]
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使用上の注意

表 16-5 に、View Manager のコンポーネントの健全性を監視するために使用される健全性モニタを示します。

表 16-5.  健全性モニタ

モニタ 説明

CBMonitor View Connection Server インスタンスの健全性を監視します。

DBMonitor イベント データベースの健全性を監視します。

DomainMonitor View Connection Server ホストのローカル ドメインおよび信頼されるすべてのドメインの健全性を監視します。

SGMonitor セキュリティ ゲートウェイ サービスおよびセキュリティ サーバの健全性を監視します。

TSMonitor 転送サーバの健全性を監視します。

VCMonitor vCenter サーバの健全性を監視します。

コンポーネントに複数のインスタンスがある場合、コンポーネントの各インスタンスを監視するための別個のモニタ イン
スタンスが View Manager によって作成されます。

このコマンドを実行すると、健全性モニタおよびモニタ インスタンスに関するすべての情報が XML 形式で出力されます。

オプション

表 16-6 に健全性モニタを一覧表示し、詳細を表示するために指定できるオプションを示します。

表 16-6.  健全性モニタの一覧表示と詳細表示のためのオプション

オプション 説明

-instanceid <instance_id> 健全性モニタ インスタンスを指定します。

-list 健全性モニタ ID を指定しない場合は、既存の健全性モニタが表示さ
れます。

-list -monitorid <monitor_id> 指定した健全性モニタ ID のモニタ インスタンスを表示します。

-monitorid <monitor_id> 健全性モニタ ID を指定します。

例

既存のすべての健全性モニタを、Unicode 文字を使用した XML で一覧表示します。

vdmadmin -H -list -xml

vCenter モニタ（VCMonitor）のすべてのインスタンスを、ASCII 文字を使用した XML で一覧表示します。

vdmadmin -H -list -monitorid VCMonitor -xml -n

指定した vCenter モニタ インスタンスの健全性を表示します。

vdmadmin -H -monitorid VCMonitor -instanceid 4aec2c99-4879-96b2-de408064d035 -xml
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-I オプションを使用した View Manager の動作レポートの一覧表示および結果表
示

vdmadmin コマンドと -I オプションを使用して、View Manager の動作について利用可能なレポートを一覧表示し、
いずれかのレポートの実行結果を表示することができます。

構文

                vdmadmin

                -I [-b< authentication_arguments>] -list [-xml] [-w | -n]

                vdmadmin

                -I [-b< authentication_arguments>] -report< report >-view< view> 
[-startdate< yyyy-MM-dd-HH:mm:ss>][-enddate< yyyy-MM-dd-HH:mm:ss>] [-w | -n] -xml | 
-csv

使用上の注意

このコマンドを使用して、利用可能なレポートおよびビューを表示し、指定したレポートおよびビューに View Manager
によって記録された情報を表示できます。

オプション

表 16-7 にレポートおよびビューを一覧表示し、結果を表示するために指定できるオプションを示します。

表 16-7.  レポートおよびビューの一覧表示と結果表示のためのオプション

オプション 説明

-enddate <yyyy-MM-dd-HH:mm:ss> 表示する情報の日付の上限を指定します。

-list 利用可能なレポートおよびビューを一覧表示します。

-report <report> レポートを指定します。

-startdate <yyyy-MM-dd-HH:mm:ss> 表示する情報の日付の下限を指定します。

-view <view> ビューを指定します。

例

利用可能なレポートおよびビューを、Unicode 文字を使用した XML で一覧表示します。

vdmadmin -I -list -xml -w

2010 年 8 月 1 日以降に発生したユーザー イベントのリストを、ASCII 文字を使用したカンマ区切り値として表示します。

vdmadmin -I -report events -view user_events -startdate 2010-08-01-00:00:00 -csv -n

-L オプションを使用した専用デスクトップの割り当て
vdmadmin コマンドと -L オプションを使用して、専用プールのデスクトップをユーザーに割り当てることができます。

構文

vdmadmin

                -L [-b
                <authentication_arguments>] -d
                <desktop>
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                -m 
                <machine>

                -u
                <domain>¥<user>

vdmadmin

                -L [-b
                <authentication_arguments>] -d
                <desktop> [-m
                <machine> | -u
                <domain>\<user>] -r

使用上の注意

View Manager はユーザーが初めて専用デスクトップ プールに接続したときに、デスクトップをユーザーに割り当てま
す。状況によっては、事前にデスクトップをユーザーに割り当てた方がよい場合があります。たとえば、ユーザーが最初

に接続する前に、ユーザーのシステム環境を準備しておくことができます。View Manager によって専用プールから割り
当てられたデスクトップにユーザーが接続すると、そのデスクトップはデスクトップ ソースの有効期間を通して同じユー
ザーに割り当てられたままになります。専用プールに属する単一の仮想マシンにユーザーを割り当てることができます。

資格のある任意のユーザーにデスクトップを割り当てることができます。これは、View Connection Server インスタン
ス上での View LDAP データの損失から復旧する場合、または特定のデスクトップ ソースの所有権を変更する場合に行う
ことをお勧めします。

View Manager によって専用プールから割り当てられたデスクトップにユーザーが接続すると、そのデスクトップはデス
クトップ ソースの有効期間を通して同じユーザーに割り当てられたままになります。ユーザーが組織を離れた場合、デス
クトップへのアクセスが不要になった場合、または今後別のデスクトップ プールのデスクトップを使用する場合は、その
ユーザーへのデスクトップの割り当てを削除する必要があることがあります。特定のデスクトップ プールにアクセスする
すべてのユーザーへの割り当てを削除することもできます。

オプション

表 16-8 に、デスクトップをユーザーに割り当てたり、割り当てを削除したりするために指定できるオプションを示します。

表 16-8.  専用デスクトップの割り当てのオプション

オプション 説明

-d <desktop> デスクトップ プールの名前を指定します。

-m <machine> 仮想マシンの名前を指定します。

-r 指定したユーザーへの割り当て、または指定したマシンへのすべて

の割り当てを削除します。

-u <domain¥user> ユーザーのログイン名およびドメインを指定します。

例

デスクトップ プール dtpool1 のマシン machine2 を、CORP ドメインのユーザー Jo に割り当てます。

vdmadmin -L -d dtpool1 -m machine2 -u CORP¥Jo

CORP ドメインのユーザー Jo に対する、プール dtpool1 のデスクトップの割り当てを削除します。

vdmadmin -L -d dtpool1 -u Corp¥Jo -r

デスクトップ プール dtpool3 のマシン machine1 に対するユーザーの割り当てをすべて削除します。

vdmadmin -L -d dtpool3 -m machine1 -r

VMware View の管理

318  VMware, Inc.



-M オプションを使用したマシンに関する情報の表示
vdmadmin コマンドと -M オプションを使用して、仮想マシンまたは物理コンピュータの構成に関する情報を表示できま
す。

構文

                vdmadmin

                -M [-b< authentication_arguments>] [-m< machine> | [[-u< domain¥user>]
[-d< desktop>]] [-xml | -csv] [-w | -n]

使用上の注意

このコマンドを実行すると、デスクトップの基盤となる仮想マシンまたは物理コンピュータに関する情報が表示されます。

n マシンの表示名

n デスクトップ プールの名前

n マシンの状態

n 割り当てられているユーザーの SID

n 割り当てられているユーザーのアカウント名

n 割り当てられているユーザーのドメイン名

n ローカル デスクトップのオフライン ステータス（リリース 4.0 以前には該当しません）

n 仮想マシンのインベントリ パス（該当する場合）

n マシンが作成された日付

n マシンのテンプレート パス（該当する場合）

n vCenter サーバの URL（該当する場合）

オプション

表 16-9 に、詳細を表示するマシンを指定するために使用できるオプションを示します。

表 16-9.  マシンに関する情報を表示するためのオプション

オプション 説明

-d <desktop> デスクトップ プールの名前を指定します。

-m <machine> 仮想マシンの名前を指定します。

-u <domain¥user> ユーザーのログイン名およびドメインを指定します。

例

CORP ドメインのユーザー Jo に割り当てられているプール dtpool2 内のデスクトップの基盤となるマシンに関する情報
を表示し、出力の形式を ASCII 文字を使用した XML に設定します。

vdmadmin -M -u CORP¥Jo -d dtpool2 -xml -n

マシン machine3 に関する情報を表示し、出力の形式をカンマ区切り値に設定します。

vdmadmin -M -m machine3 -csv
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-N オプションを使用したドメイン フィルタの構成
vdmadmin コマンドと -N オプションを使用して、View Manager によって、エンド ユーザーからアクセス可能にする
ドメインを制御できます。

構文

                vdmadmin

                -N [-b< authentication_arguments>] -domains {-exclude | -include | 
-search} -domain
                <domain>

                -add [-s< connsvr>]

                vdmadmin

                -N [-b< authentication_arguments>] -domains
                -list [-w | -n] [-xml]

                vdmadmin

                -N [-b
                <authentication_arguments>] -domains
                -list
                -active [-w | -n] [-xml]

                vdmadmin

                -N [-b< authentication_arguments>] -domains {-exclude | -include | 
-search} -domain< domain >-remove [-s< connsvr>]

                vdmadmin

                -N [-b< authentication_arguments>] -domains {-exclude | -include | 
-search} -removeall [-s< connsvr>]

使用上の注意

-exclude、-include、または -search オプションのいずれかを指定して、それぞれ除外リスト、包含リスト、ま
たは検索除外リストに操作を適用します。

ドメインを検索除外リストに追加すると、そのドメインは自動ドメイン検索から除外されます。

ドメインを包含リストに追加すると、そのドメインは検索結果に含まれます。

ドメインを除外リストに追加すると、そのドメインは検索結果から除外されます。

オプション

表 16-10 にドメイン フィルタを構成するために指定できるオプションを示します。

表 16-10.  ドメイン フィルタの構成のオプション

オプション 説明

-add ドメインをリストに追加します。

-domain <domain> フィルタ処理するドメインを指定します。

ドメインを指定する場合は、ドメインの DNS 名ではなく NetBIOS
名を使用する必要があります。

-domains ドメイン フィルタ処理を指定します。

-exclude 除外リストへの操作を指定します。

-include 包含リストへの操作を指定します。
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表 16-10.  ドメイン フィルタの構成のオプション (続き)

オプション 説明

-list 各 View Connection Server インスタンスと View Connection
Server グループの検索除外リスト、除外リスト、および包含リスト
に構成されているドメインを表示します。

-list -active コマンドを実行した View Connection Server インスタンスに使
用可能なドメインを表示します。

-remove ドメインをリストから削除します。

-removeall すべてのドメインをリストから削除します。

-s <connsvr> View Connection Server インスタンスのドメイン フィルタに操
作を適用することを指定します。View Connection Server インス
タンスは名前または IP アドレスで指定できます。
このオプションを指定しないと、検索構成に対して行った変更が、

グループ内のすべて View Connection Server インスタンスに適
用されます。

-search 検索除外リストへの操作を指定します。

例

View Connection Server インスタンス csvr1 の検索除外リストにドメイン FARDOM を追加します。

vdmadmin -N -domains -search -domain FARDOM -add -s csvr1

View Connection Server グループの除外リストにドメイン NEARDOM を追加します。

vdmadmin -N -domains -exclude -domain NEARDOM -add

グループ内の View Connection Server インスタンスとグループの両方のドメイン検索構成を表示します。

C:¥ vdmadmin -N -domains -list

Domain Configuration
====================
Cluster Settings
Include:
Exclude:
Search :
FARDOM
DEPTX

Broker Settings:CONSVR-1
Include:
(*)Exclude:
YOURDOM
Search :

Broker Settings:CONSVR-2
Include:
Exclude:
Search :

View Manager によって、グループ内の各 View Connection Server ホストでのドメイン検索が制限され、ドメイン
FARDOM および DEPTX が除外されます。CONSVR-1 の除外リストの横にある文字（*）は、CONSVR-1 でのドメイン
検索の結果から YOURDOM ドメインが除外されることを示しています。
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ASCII 文字を使用した XML で、ドメイン フィルタを表示します。

vdmadmin -N -domains -list -xml -n

ローカル View Connection Server インスタンス上の View Manager で使用できるドメインを表示します。

C:¥ vdmadmin -N -domains -list -active

Domain Information (CONSVR)
===========================
Primary Domain:MYDOM

Domain:MYDOM DNS:mydom.mycorp.com
Domain:YOURDOM DNS:yourdom.mycorp.com
Domain:FARDOM DNS:fardom.mycorp.com
Domain:DEPTX DNS:deptx.mycorp.com
Domain:DEPTY DNS:depty.mycorp.com
Domain:DEPTZ DNS:deptz.mycorp.com

ASCII 文字を使用した XML で、使用可能なドメインを表示します。

vdmadmin -N -domains -list -active -xml -n

View Connection Server グループの除外リストからドメイン NEARDOM を削除します。

vdmadmin -N -domains -exclude -domain NEARDOM -remove

View Connection Server インスタンス csvr1 の包含リストからすべてのドメインを削除します。

vdmadmin -N -domains -include -removeall -s csvr1

ドメイン フィルタの構成
ドメイン フィルタを構成して、View Connection Server インスタンスまたはセキュリティ サーバによって、エンド
ユーザーからアクセス可能にするドメインを制限することができます。

View Manager は、View Connection Server インスタンスまたはセキュリティ サーバが存在するドメインから始めて、
信頼関係をたどってアクセスできるドメインを決定します。ドメインのセットが小さく、適切に接続されている場合、

View Manager は短時間でドメインの完全なリストを決定できますが、ドメインの数が増えたり、ドメイン間の接続が不
十分であったりすると、この処理に要する時間は長くなります。View Manager では、デスクトップにログインしたユー
ザーに提供しない方がよいドメインも検索結果に含まれる場合があります。

ドメイン列挙の繰り返しを制御する Windows レジストリ キー（HKEY_LOCAL_MACHINE¥SOFTWARE¥VMware, Inc.
¥VMware VDM¥RecursiveDomainEnum）の値を以前に false に設定した場合は、ドメイン検索の繰り返しが無効に
なっているため、View Connection Server インスタンスによってプライマリ ドメインのみが使用されます。ドメインの
フィルタ処理機能を使用するには、そのレジストリ キーを削除するか、値を true に設定して、システムを再起動します。
このキーを設定したすべての View Connection Server インスタンスに対して、この操作を実行する必要があります。

表 16-11に、ドメインのフィルタ処理を構成するために指定できるドメイン リストのタイプを示します。

表 16-11.  ドメイン リストのタイプ

ドメイン リストのタイプ 説明

検索除外リスト 自動検索中に View Manager でたどることができるドメインを指定します。検索除外リストに含まれ
るドメインは検索で無視され、除外されたドメインに信頼されるドメインの特定は試行されません。プ

ライマリ ドメインは検索から除外できません。

除外リスト View Manager でのドメイン検索の結果から除外するドメインを指定します。プライマリ ドメインは
除外できません。

包含リスト View Manager でのドメイン検索の結果から除外しないドメインを指定します。その他のドメインは、
プライマリ ドメイン以外すべて除外されます。
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自動ドメイン検索では、検索除外リストで指定したドメインと、それらの除外ドメインに信頼されるドメイン以外のドメ

インのリストを取得します。View Manager によって、空でない最初の除外リストまたは包含リストが次の順序で選択さ
れます。

1 View Connection Server インスタンスに構成されている除外リスト

2 View Connection Server グループに構成されている除外リスト

3 View Connection Server インスタンスに構成されている包含リスト

4 View Connection Server グループに構成されている包含リスト

View Manager によって最初に選択されたリストのみが検索結果に適用されます。

結果に含めるようにドメインを指定しているが、そのドメインのドメイン コントローラに現在アクセスできない場合、そ
のドメインはアクティブ ドメインのリストに含められません。

View Connection Server インスタンスまたはセキュリティ サーバが属するプライマリ ドメインは除外できません。

ドメインを含めるフィルタ処理の例

包含リストを使用して、View Manager でのドメイン検索の結果から除外しないドメインを指定できます。その他のドメ
インは、プライマリ ドメイン以外すべて除外されます。

ある View Connection Server インスタンスがプライマリの MYDOM ドメインに属していて、YOURDOM ドメインと
の信頼関係があるとします。YOURDOM ドメインには、DEPTX ドメインとの信頼関係があるとします。

この View Connection Server インスタンスについて、現在アクティブなドメインを表示します。

C:¥ vdmadmin -N -domains -list -active 

Domain Information (CONSVR)
===========================
Primary Domain:MYDOM 

Domain:MYDOM DNS:mydom.mycorp.com 
Domain:YOURDOM DNS:yourdom.mycorp.com 
Domain:FARDOM DNS:fardom.mycorp.com 
Domain:DEPTX DNS:deptx.mycorp.com 
Domain:DEPTY DNS:depty.mycorp.com 
Domain:DEPTZ DNS:deptz.mycorp.com

DEPTY および DEPTZ ドメインがこのリストに表示されるのは、DEPTX ドメインに信頼されるドメインであるためです。

この View Connection Server インスタンスで、プライマリの MYDOM ドメイン以外に YOURDOM および DEPTX ド
メインのみを使用可能にするように指定します。

vdmadmin -N -domains -include -domain YOURDOM -add
vdmadmin -N -domains -include -domain DEPTX -add

YOURDOM および DEPTX ドメインを含めた後、現在アクティブなドメインを表示します。

C:¥ vdmadmin -N -domains -list -active

Domain Information (CONSVR) 
=========================== 
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Primary Domain:MYDOM 
Domain:MYDOM DNS:mydom.mycorp.com 
Domain:YOURDOM DNS:yourdom.mycorp.com 
Domain:DEPTX DNS:deptx.mycorp.com

View Manager によって包含リストがドメイン検索の結果に適用されます。ドメイン階層が非常に複雑で、ネットワーク
接続に問題のあるドメインがある場合は、ドメイン検索に時間がかかることがあります。そのような場合は、代わりに検

索除外を使用します。

ドメイン除外のフィルタ処理の例

除外リストを使用して、View Manager でのドメイン検索の結果から除外するドメインを指定できます。

CONSVR-1 および CONSVR-2 という 2 つの View Connection Server インスタンスのグループが、プライマリの
MYDOM ドメインに属していて、YOURDOM ドメインとの信頼関係があるとします。YOURDOM ドメインには、DEPTX
および FARDOM ドメインとの信頼関係があるとします。

FARDOM ドメインは地理的に離れた場所にあり、このドメインへのネットワーク接続は低速で高レイテンシーのリンク
を経由しています。FARDOM ドメインのユーザーが MYDOM ドメインの View Connection Server グループにアクセ
スできるようにする必要はありません。

この View Connection Server グループのメンバーについて、現在アクティブなドメインを表示します。

C:¥ vdmadmin -N -domains -list -active 

Domain Information (CONSVR-1) 
============================= 
Primary Domain:MYDOM 

Domain:MYDOM DNS:mydom.mycorp.com 
Domain:YOURDOM DNS:yourdom.mycorp.com 
Domain:FARDOM DNS:fardom.mycorp.com 
Domain:DEPTX DNS:deptx.mycorp.com 
Domain:DEPTY DNS:depty.mycorp.com 
Domain:DEPTZ DNS:deptz.mycorp.com

DEPTY および DEPTZ ドメインは DEPTX ドメインに信頼されるドメインです。

View クライアントの接続パフォーマンスを改善するために、View Connection Server グループによる検索から FARDOM
ドメインを除外します。

vdmadmin -N -domains -search -domain FARDOM -add

検索から FARDOM ドメインを除外した後、次のコマンドを実行して現在アクティブなドメインを表示します。

C:¥ vdmadmin -N -domains -list -active 

Domain Information (CONSVR-1) 
============================= 
Primary Domain:MYDOM 

Domain:MYDOM DNS:mydom.mycorp.com 
Domain:YOURDOM DNS:yourdom.mycorp.com 
Domain:DEPTX DNS:deptx.mycorp.com 
Domain:DEPTY DNS:depty.mycorp.com 
Domain:DEPTZ DNS:deptz.mycorp.com
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検索除外リストを拡張して、グループ内のすべての View Connection Server インスタンスでのドメイン検索から、
DEPTX ドメインとそのドメインに信頼されるすべてのドメインを除外します。さらに、YOURDOM ドメインも CONSVR-1
で使用可能なドメインから除外します。

vdmadmin -N -domains -search -domain DEPTX -add 
vdmadmin -N -domains -exclude -domain YOURDOM -add -s CONSVR-1

ドメイン検索の新しい構成を表示します。

C:¥ vdmadmin -N -domains -list 

Domain Configuration 
==================== 
Cluster Settings
Include:   
Exclude:
Search :
FARDOM
DEPTX 

Broker Settings:CONSVR-1
Include: 
(*)Exclude:
YOURDOM
Search : 

Broker Settings:CONSVR-2
Include:
Exclude:
Search :

View Manager によって、グループ内の各 View Connection Server ホストでのドメイン検索が制限され、ドメイン
FARDOM および DEPTX が除外されます。CONSVR-1 の除外リストの横にある文字（*）は、CONSVR-1 でのドメイン
検索の結果から YOURDOM ドメインが除外されることを示しています。

CONSVR-1 で、現在アクティブなドメインを表示します。

C:¥ vdmadmin -N -domains -list -active 

Domain Information (CONSVR-1)
============================= 
Primary Domain:MYDOM 

Domain:MYDOM DNS:mydom.mycorp.com

CONSVR-2 で、現在アクティブなドメインを表示します。

C:¥ vdmadmin -N -domains -list -active

Domain Information (CONSVR-2) 
============================= 
Primary Domain:MYDOM 

Domain:MYDOM DNS:mydom.mycorp.com 
Domain:YOURDOM DNS:yourdom.mycorp.com
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-O および -P オプションを使用した資格のないユーザーのデスクトップとポリシー
の表示

vdmadmin コマンドと -O および -P オプションを使用して、システムを使用する資格を失ったユーザーに割り当てられ
ているデスクトップとポリシーを表示できます。

構文

                vdmadmin

                -O [-b< authentication_arguments>] [-ld | -lu] [-w | -n] [-xml 
[-noxslt | -xsltpath< path>]]

                vdmadmin

                -P [-b< authentication_arguments>] [-ld | -lu] [-w | -n] [-xml 
[-noxslt | -xsltpath< path>]]

使用上の注意

通常のデスクトップまたは物理システムに対するユーザーの資格を失効させても、関連付けられたデスクトップの割り当

ては自動的には失効しません。ユーザーのアカウントを一時的にサスペンドする場合やユーザーが長期休暇中の場合は、

この状況でも問題がない可能性があります。資格を再度有効にすると、そのユーザーは以前と同じデスクトップを使用し

続けることができます。ユーザーが組織を離れた場合は、ほかのユーザーはそのデスクトップにアクセスできないため、

そのデスクトップは孤立しているとみなされます。資格のないユーザーに割り当てられているポリシーを調べることも必

要になります。

オプション

表 16-12 に、資格のないユーザーのデスクトップとポリシーの表示に指定できるオプションを示します。

表 16-12.  資格のないユーザーのデスクトップおよびポリシーを表示するためのオプション

オプション 説明

-ld 出力エントリの順序をデスクトップ別に設定します。

-lu 出力エントリの順序をユーザー別に設定します。

-noxslt XML 出力にデフォルトのスタイルシートを適用しないことを指定します。

-xsltpath <path> XML 出力を変換するために使用するスタイルシートのパスを指定します。

表 16-13 に、XML 出力を HTML に変換するために適用できるスタイルシートを示します。これらのスタイルシートは、
ディレクトリ C:¥Program Files¥VMware¥VMware View¥server¥etc にあります。

表 16-13.  XSL スタイルシート

スタイルシート ファイル名 説明

list-checkedout-
unentitled.xsl

資格のないユーザーによってチェックアウトされているデスクトップのリストを含むレ

ポートを変換します。

unentitled-machines.xsl ユーザーまたはシステム別にグループ化された、現在ユーザーに割り当てられている資

格のないデスクトップのリストを含むレポートを変換します。これはデフォルトのスタ

イルシートです。

unentitled-policies.xsl 資格のないユーザーに適用されているユーザー レベルのポリシーのあるデスクトップの
リストを含むレポートを変換します。
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例

資格のないユーザーに割り当てられているデスクトップをデスクトップ別にグループ化して、テキスト形式で表示します。

vdmadmin -O -ld

資格のないユーザーに割り当てられているデスクトップをユーザー別にグループ化して、ASCII 文字を使用した XML 形
式で表示します。

vdmadmin -O -lu -xml -n

独自のスタイルシート C:¥tmp¥unentitled-users.xsl を適用して、出力をファイル uu-output.html にリダイ
レクトします。

vdmadmin -O -lu -xml -xsltpath "C:¥tmp\unentitled-users.xsl" > uu-output.html

資格のないユーザーのデスクトップに関連付けられているユーザー ポリシーをデスクトップ別にグループ化して、Unicode
文字を使用した XML 形式で表示します。

vdmadmin -P -ld -xml -w

独自のスタイルシート C:¥tmp¥unentitled-policies.xsl を適用して、出力をファイル uu-output.html にリ
ダイレクトします。

vdmadmin -P -ld -xml -xsltpath "C:¥tmp¥unentitled-policies.xsl" > up-output.html
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-Q オプションを使用したキオスク モードのクライアントの構成
vdmadmin コマンドと -Q オプションを使用すると、キオスク モードのクライアントのデフォルト値を設定してアカウン
トを作成し、これらのクライアントの認証を可能にし、それらの構成に関する情報を表示することができます。

構文

                vdmadmin

                -Q
                -clientauth
                -add [-b< authentication_arguments>] -domain< domain_name>-clientid< 
client_id> [-password "<password>" | -genpassword] [-ou< DN>] [-expirepassword | 
-noexpirepassword] [-group
                <group_name> | -nogroup] [-description "<description_text>"]

                vdmadmin

                -Q
                -disable [-b< authentication_arguments>] -s< connection_server>

                vdmadmin

                -Q
                -enable [-b< authentication_arguments>] -s< connection_server> 
[-requirepassword]

                vdmadmin

                -Q
                -clientauth
                -getdefaults [-b< authentication_arguments>] [-xml]

                vdmadmin

                -Q
                -clientauth
                -list [-b< authentication_arguments>] [-xml]

                vdmadmin

                -Q
                -clientauth
                -remove [-b< authentication_arguments>] -domain< 
domain_name>-clientid< client_id>

                vdmadmin

                -Q
                -clientauth
                -removeall [-b< authentication_arguments>] [-force]

                vdmadmin

                -Q
                -clientauth
                -setdefaults [-b< authentication_arguments>] [-ou< DN>] 
[ -expirepassword | -noexpirepassword ] [-group< group_name> | -nogroup]

                vdmadmin

                -Q
                -clientauth
                -update [-b< authentication_arguments>] -domain< 
domain_name>-clientid< client_id> [-password "<password>" | -genpassword] 
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[-description "<description_text>"]

使用上の注意

vdmadmin コマンドは、クライアントがデスクトップに接続するために使用する View Connection Server インスタン
スと同じグループに属するいずれかの View Connection Server インスタンスで実行する必要があります。

パスワード有効期限および Active Directory グループ メンバーシップのデフォルト値を構成すると、これらの設定は同
じグループに属するすべての View Connection Server インスタンス間で共有されます。

キオスク モードのクライアントを追加すると、View Manager はそのクライアントのユーザー アカウントを Active
Directory に作成します。クライアントの名前を指定する場合は、文字列「Custom-」で始まる 20 文字以内の名前にす
る必要があります。指定した各名前は 1 台のクライアント デバイスでのみ使用します。クライアントの名前を指定しない
場合は、クライアント デバイスに対して指定した MAC アドレスを基に名前が生成されます。たとえば、MAC アドレス
が 00:10:db:ee:76:80 の場合、対応するアカウント名は cm-00_10_db_ee_76_80 です。この形式のアカウント名は、
クライアントの認証を有効にした View Connection Server インスタンスでのみ使用できます。

自動生成されるパスワードは長さが 16 文字で、大文字、小文字、記号、および数字をそれぞれ 1 文字以上含み、同じ文
字を繰り返し含めることができます。より強力なパスワードが必要な場合は、-password オプションを使用してパス
ワードを指定する必要があります。

-group オプションを使用してグループを指定するか、以前にデフォルトのグループを設定している場合は、このグルー
プにクライアントのアカウントが追加されます。-nogroup オプションを指定して、アカウントがグループに追加され
ないようにすることができます。

View Connection Server インスタンスでキオスク モードのクライアントを認証できるようにする場合は、オプションで
クライアントがパスワードを入力する必要があることを指定できます。認証を無効にすると、クライアントはデスクトッ

プに接続できません。

個別の View Connection Server インスタンスに対して認証を有効または無効にできますが、グループ内のすべての View
Connection Server インスタンスがクライアント認証に関する他のすべての設定を共有します。グループ内のすべての
View Connection Server インスタンスに対しクライアントを 1 回追加するだけで、クライアントからの要求を受け付け
ることができるようになります。

認証を有効にする場合に -requirepassword オプションを指定すると、View Connection Server インスタンスは
自動生成パスワードを使用するクライアントを認証できません。View Connection Server インスタンスの構成を変更し
てこのオプションを指定すると、そのようなクライアントは認証されず、「Unknown username or bad password
（不明なユーザー名または不正確なパスワード）」というエラー メッセージが表示されて認証に失敗します。

オプション

表 16-14 にキオスク モードのクライアントを構成するために指定できるオプションを示します。

表 16-14.  キオスク モードのクライアントの構成のオプション

オプション 説明

-add キオスク モードのクライアントのアカウントを追加します。

-clientauth キオスク モードのクライアントの認証を構成する操作を指定します。

-clientid <client_id> クライアントの名前または MAC アドレスを指定します。

-description "<description_text>" クライアント デバイスのアカウントの説明を Active Directory に
作成します。

-disable 指定した View Connection Server インスタンスでのキオスク モー
ドのクライアントの認証を無効にします。

-domain <domain_name> クライアント デバイスのアカウントのドメインを指定します。

-enable 指定した View Connection Server インスタンスでのキオスク モー
ドのクライアントの認証を有効にします。
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表 16-14.  キオスク モードのクライアントの構成のオプション (続き)

オプション 説明

-expirepassword クライアント アカウントのパスワードの有効期限を View
Connection Server グループと同じ有効期限にするように指定し
ます。グループでパスワード有効期限が定義されていない場合、パ

スワードは無期限になります。

-force キオスク モードのクライアントのアカウントを削除する場合に、確
認のプロンプトを無効にします。

-genpassword クライアント アカウントのパスワードを生成します。これ
は、-password も -genpassword も指定しない場合のデフォ
ルトの動作です。

-getdefaults クライアント アカウントの追加に使用されるデフォルト値を取得し
ます。

-group <group_name> クライアント アカウントを追加するデフォルト グループの名前を指
定します。グループの名前は、Active Directory の Windows 2000
以前のグループ名として指定する必要があります。

-list キオスク モードのクライアントと、キオスク モードのクライアント
の認証を有効にした View Connection Server インスタンスに関
する情報を表示します。

-noexpirepassword アカウントのパスワードを無期限にすることを指定します。

-nogroup クライアントのアカウントを追加する場合は、クライアントのアカ

ウントをデフォルト グループに追加しないことを指定します。
クライアントのデフォルト値を設定する場合は、デフォルト グルー
プの設定をクリアします。

-ou <DN> クライアント アカウントを追加する組織単位の識別名を指定します。
例：OU=kiosk-ou,DC=myorg,DC=com

注意   -setdefaults オプションを使用して組織単位の構成を
変更することはできません。

-password "<password>" クライアント アカウントの明示的パスワードを指定します。

-remove キオスク モードのクライアントのアカウントを削除します。

-removeall キオスク モードのすべてのクライアントのアカウントを削除します。

-requirepassword キオスク モードのクライアントはパスワードを入力する必要がある
ことを指定します。View Manager は新しい接続に対して生成され
たパスワードを受け付けません。

-s <connection_server> キオスク モードのクライアントの認証を有効または無効にする View
Connection Server インスタンスの NetBIOS 名を指定します。

-setdefaults クライアント アカウントの追加に使用されるデフォルト値を設定し
ます。

-update キオスク モードのクライアントのアカウントを更新します。

例

クライアントの組織単位、パスワード有効期限、およびグループ メンバーシップのデフォルト値を設定します。

vdmadmin -Q -clientauth -setdefaults -ou "OU=kiosk-ou,DC=myorg,DC=com" -
noexpirepassword -group kc-grp

クライアントの現在のデフォルト値をテキスト形式で取得します。

vdmadmin -Q -clientauth -getdefaults

VMware View の管理

330  VMware, Inc.



クライアントの現在のデフォルト値を XML 形式で取得します。

vdmadmin -Q -clientauth -getdefaults -xml

MAC アドレスで指定されたクライアントのアカウントを MYORG ドメインに追加し、グループ kc-grp のデフォルト設
定を使用します。

vdmadmin -Q -clientauth -add -domain MYORG -clientid 00:10:db:ee:76:80 -group kc-grp

MAC アドレスで指定されたクライアントのアカウントを MYORG ドメインに追加し、自動生成されたパスワードを使用
します。

vdmadmin -Q -clientauth -add -domain MYORG -clientid 00:10:db:ee:76:80 -genpassword -
ou "OU=kiosk-ou,DC=myorg,DC=com" -group kc-grp

クライアントの名前を指定してアカウントを追加し、そのクライアントで使用するパスワードを指定します。

vdmadmin -Q -clientauth -add -domain MYORG -clientid Custom-Terminal21 -password 
"guest" -ou "OU=kiosk-ou,DC=myorg,DC=com" -description "Terminal 21"

新しいパスワードと説明のテキストを指定してクライアントのアカウントを更新します。

vdmadmin -Q -clientauth -update -domain MYORG -clientid Custom-Terminal21 -password 
"Secret1!"-description "Foyer Entry Workstation"

MAC アドレスで指定されたキオスク クライアントのアカウントを MYORG ドメインから削除します。

vdmadmin -Q -clientauth -remove -domain MYORG -clientid 00:10:db:ee:54:12

削除の確認を求めずに、すべてのクライアントのアカウントを削除します。

vdmadmin -Q -clientauth -removeall -force

View Connection Server インスタンス csvr-2 に対しクライアントの認証を有効にします。自動生成されたパスワード
を使用するクライアントは、パスワードを入力しなくても認証されます。

vdmadmin -Q -enable -s csvr-2

View Connection Server インスタンス csvr-3 に対しクライアントの認証を有効にし、パスワードを View Client に指
定するようクライアントに要求します。自動生成されたパスワードを使用するクライアントは認証されません。

vdmadmin -Q -enable -s csvr-3 -requirepassword

View Connection Server インスタンス csvr-1 に対しクライアントの認証を無効にします。

vdmadmin -Q -disable -s csvr-1

クライアントについての情報をテキスト形式で表示します。クライアント cm-00_0c_29_0d_a3_e6 のパスワードは自
動生成されており、エンド ユーザーまたはアプリケーション スクリプトはこのパスワードを View Client に指定する必
要はありません。クライアント cm-00_22_19_12_6d_cf のパスワードは明示的に指定されており、エンド ユーザーは
このパスワードを入力する必要があります。View Connection Server インスタンス CONSVR2 は、自動生成されたパ
スワードを使用するクライアントからの認証要求を受け付けます。CONSVR1 は、キオスク モードのクライアントからの
認証要求を受け付けません。

C:¥ vdmadmin -Q -clientauth -list
Client Authentication User List
===============================
GUID              :94be6344-0c9b-4a92-8d54-1brc1c2dc282
ClientID          :cm-00_0c_29_0d_a3_e6
Domain:myorg.com
Password Generated:true

GUID              :471d9d35-68b2-40ee-b693-56a7d92b2e25
ClientID          :cm-00_22_19_12_6d_cf
Domain:myorg.com
Password Generated:false
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Client Authentication Connection Servers
========================================
Common Name                   :CONSVR1
Client Authentication Enabled :false
Password Required             :false

Common Name                   :CONSVR2
Client Authentication Enabled :true
Password Required             :false

-R オプションを使用したデスクトップの最初のユーザーの表示
vdmadmin コマンドと -R オプションを使用して、管理対象デスクトップの初期の割り当てを調べることができます。た
とえば、LDAP データが失われた場合、デスクトップを再度ユーザーに割り当てるためにこの情報が必要になることがあ
ります。

構文

vdmadmin

                -R
                -i
                <network_address>

使用上の注意

特権ユーザーとして、-b オプションを使用してこのコマンドを実行することはできません。Administrators（管理者）
ロールのユーザーとしてログインしている必要があります。

オプション

-i オプションは、デスクトップの IP アドレスを指定します。

例

IP アドレス 10.20.34.120 のマシンに最初にアクセスしたユーザーを表示します。

vdmadmin -R -i 10.20.34.120

-S オプションを使用した View Connection Server インスタンスのエントリの削
除

vdmadmin コマンドと -S オプションを使用して、View Connection Server インスタンスのエントリを View Manager
の構成から削除できます。

構文

                vdmadmin

                -S [-b< authentication_arguments>] -r
                -s< server>

使用上の注意

高可用性を確保するため、View Manager では View Connection Server グループ内に 1 つ以上のレプリカの View
Connection Server インスタンスを構成できます。グループの View Connection Server インスタンスを無効にしても、
そのサーバのエントリは View Manager の構成内に存続します。
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恒久的に削除するには、次のタスクを実行します。

1 View Connection Server インストーラを実行して、Windows Server コンピュータから View Connection Server
インスタンスをアンインストールします。

2 [プログラムの追加と削除]  ツールを実行して、Windows Server コンピュータから Adam Instance VMwareVDMDS
プログラムを削除します。

3 別の View Connection Server インスタンスで、vdmadmin コマンドを使用して、アンインストールした View
Connection Server インスタンスのエントリを構成から削除します。

元のグループの View 構成を複製しないで、削除したシステムに VMware View を再インストールする場合は、再インス
トールを実行する前に、元のグループのすべての View Connection Server ホストを再起動します。これにより、再イン
ストールされた View Connection Server インスタンスは元のグループから構成の更新を受け取りません。

オプション

-s オプションは削除する View Connection Server インスタンスの NetBIOS 名を指定します。

例

View Connection Server インスタンス connsvr3 のエントリを削除します。

vdmadmin -S -r -s connsvr3

-T オプションを使用した View Transfer Server パッケージを公開する場合の分割
制限の設定

vdmadmin コマンドと -T オプションを使用して、View Transfer Server パッケージを公開する場合の分割制限を設定
できます。キャッシュの最大オブジェクト サイズを定義したプロキシ キャッシュを使用する場合、分割制限を指定する
必要があることがあります。

構文

vdmadmin

                -T [-packagelimit 
                <size>]

使用上の注意

プロキシ キャッシュを使用するネットワークでは、公開される View Transfer Server パッケージ ファイルのサイズを、
キャッシュの最大オブジェクト サイズを超えないように制限するとパフォーマンスを向上させることができます。分割制
限を指定すると、View Transfer Server は制限を超えないようにパッケージ ファイルを分割します。

オプション

-packagelimit オプションは分割制限のサイズをバイト単位で指定します。このオプションを指定しない場合、コマ
ンドは現在の分割制限を返します。

例

分割制限を 10KB に設定します。

vdmadmin -T -packagelimit 10240

現在の分割制限を表示します。

vdmadmin -T
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-U オプションを使用したユーザーに関する情報の表示
vdmadmin コマンドと -U オプションを使用して、ユーザーに関する詳細情報を表示できます。

構文

                vdmadmin

                -U [-b< authentication_arguments>] -u< domain¥user> [-w | -n] [-xml]

使用上の注意

このコマンドは、Active Directory および View Manager から取得したユーザーに関する情報を表示します。

n Active Directory から取得したユーザーのアカウントの詳細

n Active Directory グループのメンバーシップ

n デスクトップに対する資格（デスクトップ ID、表示名、説明、フォルダ、およびデスクトップが無効になっている
かどうかなど）

n ThinApp 割り当て

n 管理者のロール（ユーザーの管理者権限、その権限が付与されているフォルダなど）

オプション

-u オプションは、ユーザーの名前およびドメインを指定します。

例

ASCII 文字を使用した XML で、CORP ドメインのユーザー Jo に関する情報を表示します。

vdmadmin -U -u CORP¥Jo -n -xml

-V オプションを使用したローカル デスクトップの仮想マシンの暗号化解除
VMware View は、 は、ローカル デスクトップの仮想マシンを、その基本イメージを暗号化してセキュリティ保護しま
す。ローカル デスクトップをパワー オンまたはチェック インできない場合、vdmadmin コマンドと -V オプションを使
用して、仮想マシンからデータを回復するために仮想マシンの暗号化を解除できます。

構文

                vdmadmin

                -V
                -rescue [-b
                <authentication_arguments>] -d< desktop>
                -u< domain¥user>
                -infile
                <path_to_VM_file>

使用上の注意

仮想マシン全体の暗号化を解除するには、クライアント マシンからすべての仮想マシン ファイルをコピーします。VMware
仮想マシン構成ファイル（VMX ファイル）の名前を -infile オプションの引数として指定します。
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仮想マシンの 1 つだけのディスクを暗号化解除するには、そのディスクに対応するすべての VMware 仮想ディスク ファ
イル（VMDK ファイル）をコピーします。リンク クローン デスクトップからローカル デスクトップを作成した場合は、
基本イメージの VMDK ファイルを格納するサブフォルダもコピーする必要があります。ディスクの VMDK ファイルの名
前を -infile オプションの引数として指定します。ディスク スライスに相当する VMDK ファイルは指定しないでくだ
さい。

vdmadmin コマンドは、暗号化解除されたファイルを rescued という名のサブフォルダに書き込みます。

View LDAP 構成で、正しい認証キーを使用できない場合、または必要な仮想マシン ファイルが破損しているか、存在し
ない場合、暗号化解除が失敗します。

オプション

表 16-15 に、仮想マシン全体または 1 つのディスクの暗号化を解除するために指定する必要があるオプションを示します。

表 16-15.  ローカル デスクトップの仮想マシンを暗号化解除するためのオプション

オプション 説明

-d <desktop> デスクトップ プールの名前を指定します。

-infile <path_to_VM_file> ローカル デスクトップの仮想マシンの VMX または VMDK ファイ
ルのパスを指定します。

-u <domain¥user> ローカル デスクトップのエンド ユーザーのドメインおよび名前を指
定します。

例

VMX ファイルを指定して、仮想マシン全体の暗号化を解除します。

vdmadmin -V -rescue -d lmdtpool -u MYCORP¥jo -infile "J:¥Temp¥LMDT_Recovery
¥CN=lmdtpool,OU=Applications,DC=mycorp,DC=com.vmx"

VMDK ファイルを指定して、現バージョンの仮想マシンの scsi00 ディスクの暗号化を解除します。

vdmadmin -V -rescue -d lmdtpool -u MYCORP¥jo -infile "J:¥Temp¥LMDT_Recovery
¥52e52b7c26a2f683-42b945f934e0fbb2-scsi00-000001.vmdk"
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-V オプションを使用した仮想マシンのロック解除またはロック
vdmadmin コマンドと -V オプションを使用して、データセンター内の仮想マシンをロック解除またはロックできます。

構文

                vdmadmin

                -V [-b
                <authentication_arguments>] -e
                -d
                <desktop>

                -m
                <machine> [-m< machine>] ...

                vdmadmin

                -V [-b
                <authentication_arguments>] -e
                -vcdn
                <vCenter_dn>

                -vmpath< inventory_path>

                vdmadmin

                -V [-b< authentication_arguments>] -p
                -d< desktop >-m< machine> [-m
                <machine>] ...

                vdmadmin

                -V [-b< authentication_arguments>] -p
                -vcdn
                <vCenter_dn>

                -vmpath< inventory_path>

使用上の注意

vdmadmin コマンドは、View デスクトップを不正な状態にする問題が発生した場合に、仮想マシンをロック解除または
ロックするためにのみ使用してください。正常に動作しているデスクトップを管理する目的ではこのコマンドを使用しな

いでください。たとえば、View Administrator を使用して、ローカル セッションをロールバックできる場合、vdmadmin
を使用して、チェックアウトされたリモート デスクトップをロック解除しないでください。

デスクトップがロックされ、ロールバックできず、その仮想マシンのエントリが ADAM に存在する場合は、-d および
-m オプションを使用して、ロック解除するデスクトップのデスクトップ プールおよび仮想マシンを指定します。
vdmadmin-M コマンドを使用して、ユーザーに割り当てられている仮想マシンの名前を検出できます。

デスクトップがロックされ、その仮想マシンのエントリが ADAM に存在しなくなった場合は、-vmpath および -vcdn
オプションを使用して、仮想マシンおよび vCenter Server のインベントリ パスを指定します。vCenter Client を使用し
て、Home/Inventory/VMs and Templates の下にデスクトップまたは View Transfer Server インスタンスの仮想
マシンのインベントリ パスを見つけることができます。ADAM ADSI Edit を使用して、OU=Properties 見出しの下
に vCenter Server の識別名を見つけることができます。

オプション

表 16-16 に仮想マシンをロック解除またはロックするために指定できるオプションを示します。
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表 16-16.  仮想マシンをロック解除またはロックするためのオプション

オプション 説明

-d  <desktop> デスクトップ プールを指定します。

-e 仮想マシンをロック解除します。

-m  <machine> 仮想マシンの名前を指定します。

-p 仮想マシンをロックします。

-vcdn  <vCenter_dn> vCenter Server の識別名を指定します。

-vmpath  <inventory_path> 仮想マシンのインベントリ パスを指定します。

例

デスクトップ プール dtpool3 の仮想マシン machine1 および machine2 のロックを解除します。

vdmadmin -V -e -d dtpool3 -m machine1 -m machine2

vCenter Server 上の View Transfer Server インスタンスの仮想マシンのロックを解除します。

vdmadmin -V -e -vcdn  "CN=f1060058-
dde2-4940-947b-5d83757b1787,OU=VirtualCenter,OU=Properties,DC=myorg,DC=com" -vmpath 
"/DataCenter1/vm/Desktops/LocalMode/LDwin7"

デスクトップ プール dtpool3 の仮想マシン machine3 をロックします。

vdmadmin -V -p -d dtpool3 -m machine3

-X オプションを使用した LDAP エントリ コリジョンの検出と解決
vdmadmin コマンドと -X オプションを使用して、View Connection Server グループ内の複製された View Connection
Server インスタンスに LDAP エントリ コリジョンがあるかどうかを検出し、それらを解決できます。

構文

vdmadmin

                -X [-b
                <authentication_arguments>] -collisions [-resolve]

使用上の注意

重複する LDAP エントリが複数の View Connection Server インスタンス上に作成された場合、View 内の LDAP デー
タの整合性に問題が発生する場合があります。たとえば、アップグレード中に LDAP レプリケーションが機能していない
ときにこの状態になることがあります。このエラー状態が発生しているかどうかは View Manager によって定期的に
チェックされますが、vdmadmin コマンドをグループ内の View Connection Server インスタンスで実行することで
LDAP エントリ コリジョンを手動で検出して解決できます。

オプション

表 16-17 に LDAP エントリ コリジョンを検出して解決するために指定できるオプションを示します。

表 16-17.  LDAP エントリ コリジョンを検出して解決するためのオプション

オプション 説明

-collisions View Connection Server グループ内の LDAP コリジョンを検出
するための操作を指定します。

-resolve 検出されたすべての LDAP コリジョンを解決します。
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例

View Connection Server グループ内の LDAP エントリ コリジョンを検出します。

vdmadmin -X -collisions

LDAP エントリ コリジョンを検出して解決します。

vdmadmin -X -collisions -resolve
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キオスク モードのクライアントの設定 17
VMware View からクライアントのデスクトップへのアクセス権を取得できる無人クライアントを設定できます。

キオスク モードのクライアントは、View Client を実行して View Connection Server インスタンスに接続し、リモー
ト セッションを起動するシン クライアントまたはロックダウン PC です。エンド ユーザーは通常、ログインしなくても
クライアント デバイスにアクセスできますが、デスクトップの一部のアプリケーションではエンド ユーザーに認証情報
の入力を要求する場合があります。利用例には、医療データ入力ワークステーション、空港のチェックイン ステーショ
ン、顧客によるセルフサービス ポイント、公共の情報端末などがあります。

安全なトランザクションのための認証メカニズムをデスクトップ アプリケーションで実装し、物理ネットワークを改ざん
や傍受から保護し、信頼されたデバイスのみがネットワークに接続するようにする必要があります。

キオスク モードのクライアントは、リモート セッションへの USB デバイス自動リダイレクトやロケーションベースの印
刷など、リモート アクセスのための標準機能をサポートします。

View Manager では、VMware View 4.5 以降のフレキシブル認証機能を使用して、エンド ユーザーではなくキオスク
モードのクライアント デバイスを認証します。MAC アドレスまたは文字列「Custom-」で始まるユーザー名によって身
元を識別するクライアントを認証するように View Connection Server インスタンスを構成できます。自動生成パスワー
ドが付与されるようにクライアントを構成する場合は、デバイス上でパスワードを指定しなくても View Client を実行で
きます。明示的パスワードを構成する場合は、このパスワードを View Client に対して指定する必要があります。View
Client は通常はスクリプトから実行し、パスワードはスクリプトに平文で記述されるため、権限のないユーザーがスクリ
プトの内容を読めないようにする対策を講じる必要があります。

文字列「cm-」で始まり MAC アドレスが続くアカウント名、または、文字列「Custom-」で始まるアカウント名を使っ
た接続を受け付けることができるのは、キオスク モードのクライアントを認証できるように構成された View Connection
Server インスタンスだけです。VMware View 4.5 以降の View Client では、これらの形式のユーザー名を手動で入力す
ることはできません。

ベスト プラクティスとして、専用の View Connection Server インスタンスを使用してキオスク モードのクライアント
を処理し、これらのクライアントのアカウントのために専用の組織単位およびグループを Active Directory に作成する
ことをお勧めします。この方法により、これらのシステムが不正な侵入から保護されるだけでなく、クライアントの構成

および管理が容易になります。
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キオスク モードのクライアントの構成
キオスク モードのクライアントをサポートするように Active Directory および View Manager を構成するには、いくつ
かのタスクを順に実行する必要があります。

開始する前に

構成タスクを実行するために必要な権限があることを確認します。

n Domain Admins または Account Operators。ドメイン内のユーザーおよびグループのアカウントに変更を加える
ための Active Directory の権限です。

n Administrators（管理者）, Inventory Administrators（インベントリ管理者）、またはこれらと同等のロール。
View Administrator を使用して、デスクトップを使用する資格をユーザーまたはグループに付与するために必要で
す。

n Administrators（管理者） または同等のロール。vdmadmin コマンドを実行するために必要です。

手順

1 キオスク モードのクライアントのための Active Directory と View Manager の準備 (P. 341)

クライアント デバイスを認証するために作成するアカウントを受け入れるように Active Directory を構成する必
要があります。グループを作成するときは常に、クライアントがアクセスするデスクトップ プールに対する資格を
そのグループに付与する必要もあります。クライアントが使用するデスクトップ プールを準備することもできます。

2 キオスク モードのクライアントに対するデフォルト値の設定 (P. 342)

vdmadmin コマンドを使用して、キオスク モードのクライアントに対する組織単位、パスワード有効期限、およ
び Active Directory グループ メンバーシップのデフォルト値を設定できます。

3 クライアント デバイスの MAC アドレスの表示 (P. 342)

クライアントに対してその MAC アドレスに基づいたアカウントを作成したい場合は、View Client を使用して、
クライアント デバイスの MAC アドレスを調べることができます。

4 キオスク モードのクライアント用アカウントの追加 (P. 343)

vdmadmin コマンドを使用して、View Connection Server グループの構成にクライアントのアカウントを追加で
きます。クライアントを追加すると、クライアントの認証を有効にした View Connection Server インスタンスで
そのクライアントを使用できるようになります。クライアントの構成を更新したり、クライアントのアカウントを

システムから削除することもできます。

5 キオスク モードのクライアントの認証の有効化 (P. 345)

vdmadmin コマンドを使用して、View Connection Server インスタンス経由でクライアントのデスクトップに接
続しようとするクライアントの認証を有効にすることができます。

6 キオスク モードのクライアントの構成の確認 (P. 346)

vdmadmin コマンドを使用すると、キオスク モードのクライアントや、そのようなクライアントを認証するように
構成されている View Connection Server インスタンスについての情報を表示できます。

7 キオスク モードのクライアントからデスクトップへの接続 (P. 347)

コマンド ラインから View Client を実行するか、またはスクリプトを使用して、クライアントをリモート セッショ
ンに接続することができます。
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キオスク モードのクライアントのための Active Directory と View Manager の準備
クライアント デバイスを認証するために作成するアカウントを受け入れるように Active Directory を構成する必要があ
ります。グループを作成するときは常に、クライアントがアクセスするデスクトップ プールに対する資格をそのグループ
に付与する必要もあります。クライアントが使用するデスクトップ プールを準備することもできます。

ベスト プラクティスとして、キオスク モードのクライアントの管理作業を最小限に抑えるために、そのようなクライア
ント用の独立した組織単位とグループを作成することをお勧めします。どのグループにも属さないクライアントのために

個別のアカウントを追加できますが、この方法では、構成するクライアントの数が多くなってくると管理面のオーバーヘッ

ドが大きくなります。

手順

1 Active Directory で、キオスク モードのクライアントのために使用する独立した組織単位およびグループを作成し
ます。

グループには Windows 2000 以前の形式の名前を指定する必要があります。この名前は、vdmadmin コマンドでグ
ループを識別するために使用します。

2 ゲスト仮想マシンのイメージまたはテンプレートを作成します。

vCenter Server によって管理される仮想マシンを自動プールのテンプレート、リンク クローン プールの親、または
手動プールのデスクトップ ソースとして使用できます。ゲスト仮想マシンにアプリケーションをインストールして
構成することもできます。

3 無人状態が続いたときにクライアントがロックされないようにゲスト仮想マシンを構成します。

キオスク モードで接続するクライアントのログイン前メッセージは表示されません。画面のロックを解除して、メッ
セージを表示するイベントが必要な場合は、ゲスト仮想マシンで適切なアプリケーションを構成できます。

4 View Administrator で、クライアントが使用するデスクトップ プールを作成し、このプールに対する資格をグルー
プに付与します。

たとえば、クライアント アプリケーションの要件に最も適したプールとして、流動割り当てのリンク クローン デス
クトップ プールを作成することができます。1 つ以上の ThinApp アプリケーションをデスクトップ プールと関連
付けることもできます。

重要   1 つのクライアントまたはグループに、2 つ以上のデスクトップ プールに対する資格を付与しないでくださ
い。そのようにすると、View Manager はクライアントが資格を持つプールの中から無作為にデスクトップを割り
当て、警告イベントが発生します。

5 If you want to enable location-based printing for the clients, configure the Active Directory group policy
setting AutoConnect Location-based Printing for VMware View, which is located in the Microsoft
Group Policy Object Editor in the Software Settings folder under Computer Configuration.

6 最適化する必要があるその他のポリシーを構成し、クライアントの View デスクトップのセキュリティを設定します。

たとえば、デスクトップの起動時またはデバイスを物理的に接続したときにローカル USB デバイスをデスクトップ
に接続するポリシーを上書きすることができます。Windows 用 View Client のデフォルトでは、キオスク モード
のクライアントに対してこれらのポリシーが有効です。

例: キオスク モードのクライアントのための Active Directory の準備

ある企業のイントラネットに MYORG というドメインがあり、この企業の組織単位の識別名が OU=myorg-
ou,DC=myorg,DC=com であるとします。Active Directory で、組織単位 kiosk-ou（識別名は OU=kiosk-
ou,DC=myorg,DC=com）とグループ kc-grp を作成して、キオスク モードのクライアント用にこれらを使用できます。

次に進む前に

クライアントに関するデフォルト値を設定します。
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キオスク モードのクライアントに対するデフォルト値の設定
vdmadmin コマンドを使用して、キオスク モードのクライアントに対する組織単位、パスワード有効期限、および Active
Directory グループ メンバーシップのデフォルト値を設定できます。

vdmadmin コマンドは、クライアントがデスクトップに接続するために使用する View Connection Server インスタン
スと同じグループに属するいずれかの View Connection Server インスタンスで実行する必要があります。

パスワード有効期限および Active Directory グループ メンバーシップのデフォルト値を構成すると、これらの設定は同
じグループに属するすべての View Connection Server インスタンス間で共有されます。

手順

u クライアントに対するデフォルト値を設定します。

vdmadmin

                        -Q
                        -clientauth
                        -setdefaults [-b< authentication_arguments>] [-ou
                        <DN>] [ -expirepassword | -noexpirepassword ] [-group
                        <group_name> | -nogroup]

オプション 説明

-expirepassword クライアント アカウントのパスワード有効期限を View Connection Server グルー
プと同じ有効期限にするように指定します。グループでパスワード有効期限が定義さ

れていない場合、パスワードは無期限になります。

-group <group_name> クライアント アカウントを追加するデフォルト グループの名前を指定します。グルー
プの名前は、Active Directory の Windows 2000 以前のグループ名として指定する
必要があります。

-noexpirepassword クライアント アカウントのパスワードを無期限にすることを指定します。

-nogroup デフォルト グループの設定をクリアします。

-ou <DN> クライアント アカウントを追加するデフォルト組織単位の識別名を指定します。
例：OU=kiosk-ou,DC=myorg,DC=com
注意   このコマンドを使用して組織単位の構成を変更することはできません。

 
このコマンドは、View Connection Server グループ内のクライアントのデフォルト値を更新します。

例: キオスク モードのクライアントに対するデフォルト値の設定

クライアントの組織単位、パスワード有効期限、およびグループ メンバーシップのデフォルト値を設定します。

vdmadmin -Q -clientauth -setdefaults -ou "OU=kiosk-ou,DC=myorg,DC=com" -
noexpirepassword -group kc-grp

次に進む前に

MAC アドレスを認証に使用するクライアント デバイスの MAC アドレスを調べます。

クライアント デバイスの MAC アドレスの表示
クライアントに対してその MAC アドレスに基づいたアカウントを作成したい場合は、View Client を使用して、クライ
アント デバイスの MAC アドレスを調べることができます。

開始する前に

クライアントのコンソールにログインします。
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手順

u MAC アドレスを表示するには、プラットフォームに応じて適切なコマンドを入力します。

オプション 操作

Windows 次のコマンドを入力します。

C:¥Program Files¥VMware¥VMware View¥Client¥bin¥wswc -
printEnvironmentInfo
View Client に対して構成したデフォルトの View Connection Server インスタン
スが使用されます。デフォルト値を構成していない場合、View Client から値の入力
を求められます。

このコマンドはクライアント デバイスの IP アドレス、MAC アドレス、およびマシン
名を表示します。

Linux 次のコマンドを入力します。

vmware-view --printEnvironmentInfo -
s <connection_server>
View Client がデスクトップに接続するために使用する View Connection Server
インスタンスの IP アドレスまたは FQDN を指定する必要があります。
このコマンドは、クライアント デバイスの IP アドレス、MAC アドレス、マシン名、
ドメイン、ログインしているユーザーの名前とドメイン、およびタイム ゾーンを表示
します。

 

次に進む前に

クライアントのアカウントを追加します。

キオスク モードのクライアント用アカウントの追加
vdmadmin コマンドを使用して、View Connection Server グループの構成にクライアントのアカウントを追加できま
す。クライアントを追加すると、クライアントの認証を有効にした View Connection Server インスタンスでそのクライ
アントを使用できるようになります。クライアントの構成を更新したり、クライアントのアカウントをシステムから削除

することもできます。

vdmadmin コマンドは、クライアントがデスクトップに接続するために使用する View Connection Server インスタン
スと同じグループに属するいずれかの View Connection Server インスタンスで実行する必要があります。

キオスク モードのクライアントを追加すると、View Manager はそのクライアントのユーザー アカウントを Active
Directory に作成します。クライアントの名前を指定する場合は、文字列「Custom-」で始まる 20 文字以内の名前にす
る必要があります。クライアントの名前を指定しない場合は、クライアント デバイスに対して指定した MAC アドレスを
基に名前が生成されます。たとえば、MAC アドレスが 00:10:db:ee:76:80 の場合、対応するアカウント名は
cm-00_10_db_ee_76_80 です。この形式のアカウント名は、クライアントの認証を有効にした View Connection
Server インスタンスでのみ使用できます。

重要   同じ名前を複数のクライアント デバイスに使用しないでください。将来のリリースではこの構成がサポートされな
い可能性があります。
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手順

u クライアントのドメインと名前または MAC アドレスを指定するには、-domain および -clientid オプション
を使用して vdmadmin コマンドを実行します。

vdmadmin

                        -Q
                        -clientauth
                        -add [-b
                        <authentication_arguments>] -domain
                        <domain_name>

                        -clientid
                        <client_id> [-password "<password>" | -genpassword] [-ou
                        <DN>] [-expirepassword | -noexpirepassword] [-group
                        <group_name> | -nogroup] [-description "<description_text>"]

オプション 説明

-clientid <client_id> クライアントの名前または MAC アドレスを指定します。

-description "<description_text>" クライアント デバイスのアカウントの説明を Active Directory に作成します。

-domain <domain_name> クライアントのドメインを指定します。

-expirepassword クライアント アカウントのパスワード有効期限を、View Connection Server グルー
プのパスワード有効期限と同じにすることを指定します。グループでパスワード有効

期限が定義されていない場合、パスワードは無期限になります。

-genpassword クライアント アカウントのパスワードを生成します。これは、-password も
-genpassword も指定しない場合のデフォルトの動作です。
生成されるパスワードは長さが 16 文字で、英大文字、英小文字、記号、および数字
をそれぞれ 1 つ以上含み、同じ文字を繰り返し含めることができます。より強力なパ
スワードが必要な場合は、-password オプションを使用してパスワードを指定し
ます。

-group <group_name> クライアント アカウントを追加するグループの名前を指定します。グループの名前
は、Active Directory の Windows 2000 以前のグループ名として指定する必要があ
ります。以前にデフォルトのグループを設定した場合、クライアント アカウントはこ
のグループに追加されます。

-noexpirepassword クライアント アカウントのパスワードを無期限にすることを指定します。

-nogroup クライアント アカウントをデフォルトのグループに追加しないことを指定します。

-ou <DN> クライアント アカウントを追加する組織単位の識別名を指定します。
例：OU=kiosk-ou,DC=myorg,DC=com

-password "<password>" クライアント アカウントの明示的パスワードを指定します。
 
コマンドを実行すると、クライアントの Active Directory ユーザー アカウントが、指定されたドメインおよびグ
ループ（ある場合）内に作成されます。

例: クライアントのアカウントの追加

MAC アドレスで指定されたクライアントのアカウントを MYORG ドメインに追加します（グループ kc-grp のデフォル
ト設定を使用）。

vdmadmin -Q -clientauth -add -domain MYORG -clientid 00:10:db:ee:76:80 -group kc-grp

MAC アドレスで指定されたクライアントのアカウントを MYORG ドメインに追加します（自動生成されたパスワードを
使用）。

vdmadmin -Q -clientauth -add -domain MYORG -clientid 00:10:db:ee:76:80 -group kc-grp
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クライアントの名前を指定してアカウントを追加し、そのクライアントで使用するパスワードを指定します。

vdmadmin -Q -clientauth -add -domain MYORG -clientid Custom-Terminal21 -password 
"guest" -ou "OU=kiosk-ou,DC=myorg,DC=com" -description "Terminal 21"

クライアントの名前を指定してアカウントを追加します（自動生成されたパスワードを使用）。

vdmadmin -Q -clientauth -add -domain MYORG -clientid Custom-Kiosk11 -ou "OU=kiosk-
ou,DC=myorg,DC=com" -description "Kiosk 11"

次に進む前に

クライアントの認証を有効にします。

キオスク モードのクライアントの認証の有効化
vdmadmin コマンドを使用して、View Connection Server インスタンス経由でクライアントのデスクトップに接続しよ
うとするクライアントの認証を有効にすることができます。

vdmadmin コマンドは、クライアントがデスクトップに接続するために使用する View Connection Server インスタン
スと同じグループに属するいずれかの View Connection Server インスタンスで実行する必要があります。

個別の View Connection Server インスタンスに対して認証を有効化できますが、グループ内のすべての View Connection
Server インスタンスがクライアント認証に関する他のすべての設定を共有します。クライアントのアカウントの追加が必
要なのは 1 回だけです。View Connection Server グループ内で、認証が有効化されたすべての View Connection Server
インスタンスがクライアントを認証できます。

手順

u View Connection Server インスタンス上でクライアントの認証を有効化します。

vdmadmin

                        -Q
                        -enable [-b
                        <authentication_arguments>] -s
                        <connection_server> [-requirepassword]

オプション 説明

-requirepassword パスワードの入力をクライアントに要求することを指定します。

重要   このオプションを指定した場合、View Connection Server インスタンスは自
動生成されたパスワードを使用するクライアントを認証できません。View
Connection Server インスタンスの構成を変更してこのオプションを指定すると、
そのようなクライアントは認証されず、「Unknown username or bad
password（不明なユーザー名または不正確なパスワード）」というエラー メッセー
ジが表示されて認証に失敗します。

-s <connection_server> クライアントの認証を有効にする View Connection Server インスタンスの NetBIOS
名を指定します。

 
コマンドを実行すると、指定した View Connection Server インスタンスによるクライアントの認証が有効になり
ます。

例: キオスク モードのクライアントの認証の有効化

View Connection Server インスタンス csvr-2 に対しクライアントの認証を有効にします。自動生成されたパスワード
を使用するクライアントは、パスワードを入力しなくても認証されます。

vdmadmin -Q -enable -s csvr-2

View Connection Server インスタンス csvr-3 に対しクライアントの認証を有効にし、パスワードを View Client に指
定するようクライアントに要求します。自動生成されたパスワードを使用するクライアントは認証されません。

vdmadmin -Q -enable -s csvr-3 -requirepassword
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次に進む前に

View Connection Server インスタンスおよびクライアントの構成を確認します。

キオスク モードのクライアントの構成の確認
vdmadmin コマンドを使用すると、キオスク モードのクライアントや、そのようなクライアントを認証するように構成
されている View Connection Server インスタンスについての情報を表示できます。

vdmadmin コマンドは、クライアントがデスクトップに接続するために使用する View Connection Server インスタン
スと同じグループに属するいずれかの View Connection Server インスタンスで実行する必要があります。

手順

u キオスク モードのクライアントおよびクライアント認証についての情報を表示します。

vdmadmin

                        -Q
                        -clientauth
                        -list [-b< authentication_arguments>] [-xml]

このコマンドは、キオスク モードのクライアントと、クライアント認証を有効にした View Connection Server イ
ンスタンスについての情報を表示します。

例: キオスク モードのクライアントに関する情報の表示

クライアントについての情報をテキスト形式で表示します。クライアント cm-00_0c_29_0d_a3_e6 のパスワードは自
動生成されており、エンド ユーザーまたはアプリケーション スクリプトはこのパスワードを View Client に指定する必
要はありません。クライアント cm-00_22_19_12_6d_cf のパスワードは明示的に指定されており、エンド ユーザーは
このパスワードを入力する必要があります。View Connection Server インスタンス CONSVR2 は、自動生成されたパ
スワードを使用するクライアントからの認証要求を受け付けます。CONSVR1 は、キオスク モードのクライアントからの
認証要求を受け付けません。

C:¥ vdmadmin -Q -clientauth -list
Client Authentication User List
===============================
GUID              :94be6344-0c9b-4a92-8d54-1brc1c2dc282
ClientID          :cm-00_0c_29_0d_a3_e6
Domain:myorg.com
Password Generated:true

GUID              :471d9d35-68b2-40ee-b693-56a7d92b2e25
ClientID          :cm-00_22_19_12_6d_cf
Domain:myorg.com
Password Generated:false

Client Authentication Connection Servers
========================================
Common Name                   :CONSVR1
Client Authentication Enabled :false
Password Required             :false

Common Name                   :CONSVR2
Client Authentication Enabled :true
Password Required             :false

次に進む前に

クライアントがそのデスクトップに接続できることを確認します。
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キオスク モードのクライアントからデスクトップへの接続
コマンド ラインから View Client を実行するか、またはスクリプトを使用して、クライアントをリモート セッションに
接続することができます。

展開先のクライアント デバイス上で View Client を実行するには通常、コマンド スクリプトを使用します。

Windows システムで View Client を実行するスクリプトの例については、ファイル C:¥Program Files¥VMware
¥VMware View¥Client¥bin¥kiosk_mode.cmd を参照してください。

注意   Windows クライアントで、デスクトップ セッションの開始時にクライアント上の USB デバイスが別のアプリケー
ションまたはサービスによって使用されている場合、そのデバイスは自動的には転送されません。転送したいすべてのデ

バイスについて、ドライバがクライアントにインストールされていることを確認する必要があります。Windows クライ
アントでも Linux クライアントでも、ヒューマン インターフェイス デバイス（HID）およびスマート カード リーダーは
デフォルトでは転送されません。
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手順

u リモート セッションに接続するには、プラットフォームに応じて適切なコマンドを入力します。

オプション 説明

Windows 次のコマンドを入力します。

C:\Program Files\VMware\VMware View\Client\bin\wswc -
unattended [-serverURL <connection_server>] [-
userName <user_name>] [-password <password>]

-password
<password>

クライアント アカウントのパスワードを指定します。アカ
ウントにパスワードを定義した場合は、このパスワードを

指定する必要があります。

-serverURL
<connection_ser
ver>

View Client がそのデスクトップに接続するために使用す
る View Connection Server インスタンスの IP アドレス
または FQDN を指定します。View Client がそのデスク
トップに接続するために使用する View Connection
Server インスタンスの IP アドレスまたは FQDN を指定し
ない場合、View Client に対して構成したデフォルトの
View Connection Server インスタンスが使用されます。

-userName
<user_name>

クライアント アカウントの名前を指定します。クライアン
トの MAC アドレスを使用せずに、文字列「Custom-」で
始まるアカウント名を使用してクライアントを認証する場

合は、この名前を指定する必要があります。

Linux 次のコマンドを入力します。

vmware-view --unattended -s <connection_server> [--
once] [-u <user_name>] [-p <password>]

--once エラーが発生した場合に View Client が接続を再試行しな
いことを指定します。

重要   通常はこのオプションを指定し、終了コードを使っ
てエラーを処理することをお勧めします。指定しない場合、

vmware-view プロセスをリモートから強制終了するこ
とが難しい場合があります。

-p <password> クライアント アカウントのパスワードを指定します。アカ
ウントにパスワードを定義した場合は、このパスワードを

指定する必要があります。

-s
<connection_ser
ver>

View Client がそのデスクトップに接続するために使用す
る View Connection Server インスタンスの IP アドレス
または FQDN を指定します。

-u <user_name> クライアント アカウントの名前を指定します。クライアン
トの MAC アドレスを使用せずに、文字列「Custom-」で
始まるアカウント名を使用してクライアントを認証する場

合は、この名前を指定する必要があります。

 
View Manager がキオスク クライアントを認証し、View デスクトップが利用可能であれば、リモート セッション
が開始されます。

例: キオスク モードのクライアント上での View Client の実行

アカウント名がクライアントの MAC アドレスに基づいており、自動生成パスワードを使用する Windows クライアント
上で View Client を実行します。

C:¥Program Files¥VMware¥VMware View¥Client¥bin¥wswc -unattended -serverURL 
consvr2.myorg.com

割り当てられた名前およびパスワードを使用する Linux クライアント上で View Client を実行します。

vmware-view -unattended -s 145.124.24.100 --once -u Custom-Terminal21 -p "Secret1!"
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コマンド ラインからの View Client の実行 18
コマンド ラインまたはスクリプトから Windows 用 View Client を実行できます。エンド ユーザーによるデスクトップ
アプリケーションへのアクセスを許可する、キオスクベースのアプリケーションを実装している場合にこれらの起動方法

を利用できます。

You use the wswc command to run the View Client for Windows from the command line.このコマンドにオプ
ションを指定することで View Client の動作を変更できます。

この章では次のトピックについて説明します。

n View Client コマンドの使用方法 (P. 349)

n View Client 構成ファイル (P. 351)

n View Client のレジストリ設定 (P. 351)

n View Client の終了コード (P. 352)

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

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

                wswc [<command_line_option> [<argument>]] ...

指定するコマンド ライン オプションによって View Client の動作が変わります。

デフォルトでは、wswc コマンドの実行可能ファイルのパスは C:¥Program Files¥VMware¥VMware View¥Client
¥bin¥wswc.exe です。このパスを <PATH> 環境変数に追加しておくと便利です。

表 18-1 に、wswc コマンドで使用できるコマンド ライン オプションを示します。

表 18-1.  View Client コマンド ライン オプション

オプション 説明

/? コマンド オプションの一覧を表示します。

-checkin （Local Desktop のみ）指定されたデスクトップをチェックインし、対応するオンライ
ンのデスクトップのロックを解除します。

このオプションを使用する場合、-desktopName オプションも指定する必要がありま
す。

-checkout （Local Desktop のみ）指定されたデスクトップをチェックアウトし、対応するオンラ
インのデスクトップをロックします。

-confirmRollback （Local Desktop のみ）-rollback オプションの使用時に表示される確認ダイアロ
グ ボックスを非表示にします。非対話モードでロールバックを実行するに
は、-nonInteractive オプションも指定します。
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表 18-1.  View Client コマンド ライン オプション (続き)

オプション 説明

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

-connectUSBOnInsert USB デバイスを物理的に接続したときに、そのデバイスをフォアグラウンド デスクトッ
プに接続します。-unattended オプションを指定すると、このオプションが暗黙の
うちに設定されます。

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

fullscreen フル スクリーン表示

multimonitor マルチ モニタ表示

windowLarge 大きいウィンドウ

windowSmall 小さいウィンドウ

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

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

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

-file <file_path> 追加のコマンド オプションおよび引数を記述した構成ファイルのパスを指定します。
「View デスクトップ上でのコマンドの実行 (P. 148)」を参照してください。

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

-localDirectory <directory_path> （Local Desktop のみ）ローカル デスクトップのダウンロードに使用するローカル シス
テム上のディレクトリを指定します。

このオプションを使用する場合、-desktopName オプションも指定する必要がありま
す。

-logInAsCurrentUser クライアント システムにログインするときにエンド ユーザーが入力する資格情報を使用
して View Connection Server インスタンスにログインし、最終的に View デスクトッ
プ にログインします。

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

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

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

-repairLocalDesktops （ローカル デスクトップのみ）ローカル デスクトップの仮想ディスクの修復を試みます。
ディスク イメージの更新中に、クライアント コンピュータをパワーオフするか、切断し
た場合に、仮想ディスクの修復が必要になることがあります。修復プロセスの実行には

数分かかることがあります。

-rollback （Local Desktop のみ）チェックアウトしたデスクトップのオンライン バージョンのロッ
クを解除し、ローカル セッションを破棄します。

このオプションを使用する場合、-desktopName オプションも指定する必要がありま
す。

非対話モードでロールバックを実行するには、-nonInteractive オプションと
-confirmRollback オプションも指定します。

-serverURL <connection_server> View Connection Server インスタンスの URL、IP アドレス、または FQDN を指定し
ます。
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表 18-1.  View Client コマンド ライン オプション (続き)

オプション 説明

-smartCardPIN <PIN> エンド ユーザーがスマート カードを挿入してログインするときの PIN を指定します。

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

n クライアント デバイスの MAC アドレスからアカウント名を生成しなかった場合は、
クライアントのアカウント名。名前は文字列「Custom-」で始まる必要があります。

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

クライアントのパスワード。

-unattended オプションを指定する
と、-nonInteractive、-connectUSBOnStartup、および
-connectUSBOnInsert の各オプションも暗黙のうちに設定されます。

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

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

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

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

You can specify the path of the configuration file as an argument to the -f option of the wswc command.ファ
イルは Unicode（UTF-16）または ASCII テキスト ファイルである必要があります。

例: 非対話型アプリケーション用の構成ファイルの例
次の例は、非対話型アプリケーション用の構成ファイルの内容を示します。

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

例: キオスク モードのクライアント用の構成ファイルの例
次の例は、デバイスの MAC アドレスに基づいたアカウント名を持つキオスク モードのクライアント用の構成ファイルを
示します。このクライアントは自動生成パスワードを使用します。

-serverURL 145.124.24.100
-unattended

View Client のレジストリ設定
View Client のデフォルト設定は、コマンド ラインで指定する代わりに Windows レジストリで定義できます。

表 18-2 shows the registry settings for View Client. All the settings are located under HKLM\Software\VMware,
Inc.\VMware VDM\Client\ in the registry.

レジストリでの設定よりもポリシーの定義が優先され、ポリシーの定義よりもコマンド ラインでの設定が優先されます。
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表 18-2.  View Client のレジストリ設定

レジストリ設定 説明

DomainName デフォルトのドメイン名を指定します。

EnableShade View Client ウィンドウの最上部のメニュー バー（シェード）が有効かどうかを指定します。メニュー
バーは、キオスク モードのクライアントを除き、デフォルトで有効です。値 false はメニュー バーを無効
にします。

Password デフォルトのパスワードを指定します。

ServerURL デフォルトの View Connection Server インスタンスをその URL、IP アドレス、または FQDN によって
指定します。

UserName デフォルトのユーザー名を指定します。

View Client の終了コード
The wswc command can return exit codes to indicate the nature of any error that View Client encounters.

表 18-3 shows the exit codes that the wswc command can return.

表 18-3.  View Client の終了コード

終了コード 説明

-1 キオスク モードでの致命的エラーです。

0 成功しました。

1 接続に失敗しました。

2 ログインに失敗しました。

3 デスクトップを起動できませんでした。

4 RDP を起動できませんでした。

5 RDP 操作に失敗しました。

6 トンネル接続が失われました。

7 ローカル デスクトップの転送に失敗しました。

8 ローカル デスクトップのチェックインに失敗しました。

9 ローカル デスクトップのチェックアウトに失敗しました。

10 ローカル デスクトップのロールバックに失敗しました。

11 認証中に不明な結果を受信しました。

12 認証エラーです。

13 不明な認証方式の使用要求を受信しました。

14 無効なサーバ応答です。

15 デスクトップが切断されました。

16 トンネルが切断されました。

17 将来の開発のために予約済みです。

18 将来の開発のために予約済みです。

19 サポートされていないキオスク操作です。

20 リモート マウス、キーボード、または画面（RMKS）接続エラーです。

21 PIN エラーです。

22 PIN が一致しません。

23 パスワードが一致しません。
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表 18-3.  View Client の終了コード (続き)

終了コード 説明

24 View Connection Server エラーです。

25 デスクトップを使用できませんでした。
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View Connection Server の構成  254
View LDAP の構成  255
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keypass プロパティ  284
keytool ユーティリティ  128
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LDAP エントリ コリジョンの解決  337
LDAP エントリのコリジョンの検出  337
LDAP リポジトリ
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バックアップ  275
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OCSP チェックの構成  136
スマートカードでの証明書失効の構成  137
スマート カード認証の構成  128
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Microsoft Terminal Services、デスクトップ プールの

作成  102
Microsoft Terminal Services プール

Adobe Flash のスロットル  104, 191
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Microsoft Windows Defender、Windows 7 での無
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Microsoft Windows Installer、View Agent のプロパ
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MSI パッケージ
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NET Framework、RSA 鍵コンテナの移行  283
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OS ディスク
Windows 7 のサービスが招く拡大  58
Windows 7 のサービスの無効化  58
ストレージ オーバーコミット  94
デスクトップの更新  169, 170
プールを編集するためのストレージのサイズ設定の
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RSA Agent ホスト ノードの秘密、リセット  139
RSA SecurID 認証
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RSA 鍵コンテナ
NET Framework の使用  283
View Composer への移行  282, 283
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ローカル デスクトップの操作  244, 245

SSL 証明書、「証明書」を参照
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オフライン デスクトップの操作のための有効化  18
グループ ポリシー設定  147, 150
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構成  235
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システム イメージのダウンロード  233
ステータス値  232
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USB リダイレクト
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View Administrator
Linux、Unix、または Mac での使用  12
View の展開の管理  9
移動  10
概要  9
システム健全性ダッシュボードの使用  288
使用のヒント  10
テキスト表示の問題  12
ログイン  10
ログイン URL のトラブルシューティング  11

View Agent
IP アドレスの上書き  313
カスタム セットアップ オプション  43, 50
仮想マシンへのインストール  49
サイレント インストール  51
サイレント インストールのプロパティ  54
診断情報の収集  293
データ収集ツール バンドルの作成  291
非管理対象デスクトップ ソースへのインストール  41
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レジストリ設定  351
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View Agent のカスタム セットアップ オプション  50
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ストレージのサイズ設定の式  92
接続  180
切断  179
切断された通常ディスクの削除  182
プールまたはユーザーの編集  181
プールを編集するためのストレージのサイズ設定の
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QuickPrep  88
QuickPrep または Sysprep の選択  87
親仮想マシンの準備  64, 65
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データ ディスクの作成  97
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デスクトップの更新  169
デスクトップの更新操作の概要  170
ハードウェア v7 を備えた親仮想マシンの準備  176
別のデータストアへのレプリカおよびリンク クロー

ンの格納  96
リンク クローン デスクトップの管理  169
リンク クローン デスクトップの再構成  172
リンク クローン デスクトップの再分散  177
リンク クローン プールの作成  78, 83
リンク クローン プールの作成用ワークシート  78
レプリカを別のデータストアに格納するための考慮

事項  96
View Composer のトラブルシューティング

QuickPrep スクリプトの失敗  304
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失敗した再構成の修正  175
診断情報の収集  292
プロビジョニング エラー コード  305

View Composer の保守
RSA 鍵コンテナの移行  283
構成データのバックアップ  17, 273
構成データの復元  276
スケジュール設定のバックアップ  274
データベースの復元  277
別のコンピュータへのサービスの移行  282

View Connection Server
HTTP キャッシュの構成  254
View LDAP 構成データ  23
外部 URL の編集  22
グループの名前の設定  314
構成  9
構成からのエントリの削除  332
構成データのエクスポート  275
構成データのバックアップ  17, 273
構成データの復元  276
サービス  279, 280
診断情報の収集  293
スケジュール設定のバックアップ  274
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設定  23
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ハートビート間隔の変更  257
無効化  22

View Connection Server 構成、サーバ証明書  284
View LDAP

pae-mVDIOfflineUpdateFrequency 属性  257
基本イメージ パッケージ ファイルのサイズ制限  255
構成データ  23

View Transfer Server の管理
View Transfer Server ホスト上のサービス  281
ステータス値  232
メンテナンス モードにする  231
リポジトリの移行  237
リポジトリの管理  233

View Transfer Server の構成
Transfer Server リポジトリの概要  233
WAN パフォーマンスの向上  232
インスタンスの削除  231
インスタンスの追加  230
インスタンスのロックおよびロック解除  336
基本イメージのサイズの確認  234
データ転送の最適化  244
転送ポリシーの構成  240
パッケージ公開のための分割制限の設定  333
リポジトリの構成  235
レプリケーション ポリシーの設定  241
ローカル デスクトップの同期化  229

View Transfer Server のトラブルシューティング
Transfer Server リポジトリが構成されていない  267
Transfer Server リポジトリ競合  268
Transfer Server リポジトリ不明  267
Web サーバ停止中  268
健全性チェック失敗  267
デスクトップのチェックアウト  263
不正な Transfer Server リポジトリ  266
保留中状態  265
メンテナンス モード保留中  265
リポジトリ接続エラー  266

viewVP.adm  147
View コンポーネント、保守  273
View サービス、停止と開始  280
VMware View with Local Mode、「ローカル デスク

トップ」を参照

VMware Server 仮想マシン、デスクトップ配布の準
備  41

VMware ThinApp
View Manager との統合  203
セットアップ キャプチャ ウィザードの使用  205

VMware Tools、インストール  48
VMwareVDMDS サービス  280
vSphere モード、View Composer  85

W
Web Component サービス  280
Windows 7

Microsoft Feeds Synchronization の無効化  64
OS ディスクの拡大を招くサービス  58
Windows Defender の無効化  64
Windows Update サービスの無効化  61
Windows 診断ポリシー サービスの無効化  61
カスタマイズ仕様  70
サービスの無効化  58
サービスを無効にした場合の利点  58
システムの復元の無効化  63
ハイバネーションの無効化  67
プリフェッチとスーパーフェッチの無効化  62
リンク クローンでのボリューム アクティベーショ

ン  66
リンク クローンのためのディスクの最適化の無効

化  60
レジストリのバックアップの無効化  63

Windows Server 2003、WAN パフォーマンスの向
上  232

Windows Vista
ハイバネーションの無効化  67
リンク クローンでのボリューム アクティベーショ

ン  66
Windows XP
ハイバネーションの無効化  67
リンククローンのドメイン参加の失敗のトラブル

シューティング  306
Windows 自動更新、無効化  61
wswc コマンド
構成ファイル  351
構文  349
終了コード  352

X
XML 出力、vdmadmin コマンド  309

あ
アクティブなセッション

再起動  192
切断  192
表示  192

圧縮

データ転送への影響  247
ローカル デスクトップのデータ転送  244

アプリケーション パッケージ、キャプチャと格納  204,
205

アプリケーション リポジトリ
削除  217
スキャン  206
スキャン時の問題  218
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登録時の問題  218

インデックス

VMware, Inc.  359



ネットワーク共有の作成  205
ロード バランシング  204

アラーム設定、パフォーマンス  158

い
イベント

監視  288
タイプと説明  288

印刷、ロケーションベース  159
インストール

View Agent  41, 49, 51
ゲスト OS  47
サイレント  51
サイレント インストールのオプション  52

え

エデュケーション リソース  7
エンドポイント リソースの使用方法、構成  249

お

オフライン スマート カード認証  126
オフライン デスクトップ（ローカル モード）、「ローカ

ル デスクトップ」を参照
親仮想マシン

View Composer のための準備  65
Windows 7 でのディスクの最適化の無効化  60
Windows 7 のサービスの無効化  58
ハイバネーションの無効化  67

オンライン サポート  7

か
外部 URL、編集  22
外部セキュリティ プリンシパル、更新  315
カスタマイズ仕様

作成  70
リンク クローン デスクトップの再構成  90

カスタマイズ スクリプト
QuickPrep タイムアウト制限の引き上げ  69
リンク クローン デスクトップに対する QuickPrep

の使用  88, 89
カスタム管理者ロール

管理  33
削除  34
作成  25
変更  34

カスタム セットアップ オプション、View Agent  43,
50

仮想印刷、View Agent のカスタム オプション  50
仮想マシン

Windows 7 のサービスの無効化  58
カスタマイズの失敗  302
カスタム構成パラメータ  46
管理  185, 192
ゲスト OS のインストール  47
情報の表示  319

デスクトップ ステータス  195
デスクトップの展開の準備  45, 46
テンプレートの作成  70
プロビジョニング状態の継続  302

仮想マシンをサスペンド ポリシー  114
仮想マシンをパワーオフ ポリシー  114
管理

委任  26
構成  25

管理者グループ

管理  25, 28
削除  29
作成  28

管理者権限

一般的な管理  39
一般的なタスク  37
オブジェクト固有  36
概要  25
管理  29
グローバル  36
コマンド ライン ユーティリティ  39
削除  30
追加  30
通常ディスク管理  38
定義済み  34
デスクトップ管理  38
内部  37
表示  31
プール管理  37
ユーザーと管理者の管理  39

管理者ユーザー

管理  28
作成  28, 29

管理者ロール

概要  25
カスタムの管理  33
カスタムの削除  34
カスタムの追加  25, 33, 34
カスタムの変更  34
定義済み  25, 34, 35

管理の委任  26

き
キオスク モード

Active Directory の準備  341
クライアント アカウントの追加  343
クライアント アカウントの表示と変更  328
クライアント情報の表示  346
クライアント デバイスの MAC アドレスの表示  342
クライアント認証の管理  328
クライアントのデフォルト値の設定  342
クライアントの認証の有効化  345
構成  340
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設定  339
デスクトップニセツゾク  347

基本イメージ

Transfer Server リポジトリからのダウンロード  233
サイズの確認  234

キャッシング プロキシ サーバ
設定  257
ローカル デスクトップのプロビジョニング  254

く
クライアント アカウント、キオスク モード用に追加  343
クライアント システム

HTTP キャッシュに関するレジストリの構成  256
MAC アドレスの表示  342
キオスク モードの構成  340
キオスク モードの情報の表示  328, 346
キオスク モードの設定  339
キオスク モードのための Active Directory の準

備  341
キオスク モードのデフォルト値の設定  342
手動コピーされたデスクトップ ファイルのアクセス

権の設定  260
手動ダウンロード後のデスクトップのチェックアウ

ト  261
デスクトップへの情報の引き渡し  149
ローカル デスクトップの手動ダウンロード  260

クライアント セッション
グローバル設定  17, 18
セッション タイムアウト  17, 18

クライアント セッション ポリシー
一般  143
グローバルの構成  142
継承  141
定義  141
プール レベルの構成  142
ユーザー レベルの構成  143
ローカル  144

グループ ポリシー
ADM テンプレート ファイル  147
GPO への適用  166
View Agent の構成  147
View Client の構成  150
View Common の構成  158
View Connection Server  157
View コンポーネント  146
ターミナル サービス  163, 164
例  164

グローバル設定

クライアント セッション  17, 18
メッセージ セキュリティ モード  19

グローバル ポリシー、構成  142

け
ゲスト OS
インストール  47
デスクトップの展開の準備  48
パフォーマンスの最適化  56, 57
ファイル システム最適化  249
ページング ファイル サイズ  69

結果コード、restoredata 処理  278
権限

削除  30
追加  30
表示  27
「管理者権限」も参照

現在のユーザーとしてログイン機能

グループ ポリシー設定  150
要件と制限  139

検索除外リスト  322
健全性モニタ、一覧表示および詳細表示  315

こ
更新

View Composer  170
リンク クローン デスクトップ  169
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