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第 1 世代テナント - Horizon Image 
Management Service (IMS) の使用

このドキュメント セットでは、第 1 世代の Horizon Cloud Service 環境で Horizon Image Management 
Service (IMS) を使用する方法について説明します。これには、サービスのセットアップ方法、およびクラウド接続

された Horizon ポッド全体のデスクトップ割り当てで使用するイメージの作成、カスタマイズ、およびバージョン

公開の方法が含まれます。

重要：   この一連のページは、第 1 世代のテナント環境があり、その第 1 世代の環境で IMS 機能を使用するシナリオ

でのみ使用します。2022 年 8 月の時点で、Horizon Cloud Service - next-gen は一般公開され、独自の 次世

代の使用に関するドキュメント セットはこちらから入手できます。docs.vmware.com の次世代のドキュメント 

セットの場所を示す次のスクリーンショットを参照してください。

次世代テナントがある場合は、通常、その次世代環境で IMS 機能を使用します。これらの次世代の IMS 機能とその

使用方法は、次世代の Horizon イメージの管理ページから始まる次世代のドキュメント セット内にあります。
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注目:    クラウド ベースの Horizon Universal Console のツアーで説明されているように、コンソールは動的であ

り、テナント環境の最新の構成に適した機能を反映しています。このドキュメントで説明されている機能へのアクセ

スは、以下の要因（ただしこれらに限定されない）に依存する場合があります。

n その機能が最新の Horizon Cloud ポッド マニフェスト、Horizon ポッドのバージョン、または Horizon 
Cloud Connector のバージョンでのみ使用可能なシステム コードに依存するかどうか。

n 機能が初登場したときに、リリース ノートに記載されているように制限付きで機能へのアクセスが提供されるか

どうか。

n 機能に特定のライセンスまたは SKU が必要かどうか。

このドキュメントに機能の記載があり、コンソールにその機能が表示されない場合は、まずリリース ノートを読み、

その機能のアクセスが制限されているかどうか、およびテナントで有効化をリクエストする方法について確認します。

または、このドキュメントに記載されている機能を使用する資格があり、コンソールにその機能が表示されない場合

は、VMware Horizon Cloud Service の担当者に問い合わせるか、担当者がいない場合は Customer Connect 
でサポート リクエストを発行する方法 (VMware KB 2006985)の記載内容に従って、サービス リクエストを 

Horizon Cloud Service チームに発行することができます。

対象読者

第 1 世代の環境で VMware Horizon デスクトップ割り当てのシステム イメージを設定、カスタマイズ、および公

開する必要がある場合は、この情報を参照してください。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 システム管理者向けに書かれています。
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第 1 世代テナント - Horizon Image 
Management Service (IMS) の概要 1
このドキュメント ページでは、第 1 世代の Horizon Cloud Service 環境で使用できる IMS 機能の概要を説明しま

す。

このページの使用

重要：   このページは、第 1 世代のテナント環境があり、その第 1 世代の環境で IMS 機能を使用する場合にのみ使用

します。2022 年 8 月の時点で、Horizon Cloud Service - next-gen は一般公開され、独自の 次世代の使用に

関するドキュメント セットはこちらから入手できます。

次世代テナントがある場合は、通常、その次世代環境で IMS 機能を使用します。これらの次世代の IMS 機能とその

使用方法は、次世代の Horizon イメージの管理ページから始まる次世代のドキュメント セット内にあります。

次世代環境を使用している場合は、環境にログインして Horizon Universal Console ラベルを表示すると、ブラ

ウザの URL フィールドに /hcsadmin/ のような部分が含まれます。第 1 世代コンソールの URL の場合は、異な

るセクション (/horizonadmin/) があります。

IMS - クラウドベースのサービス

包括的なレベルでは、IMS はクラウド接続された Horizon ポッド全体で、デスクトップ プールやファームなどのデ

スクトップ割り当てによって使用されるシステム イメージの管理を簡素化および自動化するクラウドベースのサー

ビスです。

主なメリット

Horizon ワークフローは、エンド ユーザーにプロビジョニングされた仮想マシンとデスクトップ割り当ての基盤と

なるシステム イメージのタイムリーで入念な管理に依存します。システム イメージの管理は、イメージをカスタマ

イズするたびに管理者が関連付けられたデスクトップ割り当てを 1 つずつ更新する必要があるため、退屈で時間のか

かるプロセスになる可能性があります。

第 1 世代 IMS は、次の機能とメリットを提供することにより、このプロセスを簡素化および合理化します。

n サイトおよびクラウド接続された Horizon ポッド全体で管理されるイメージの一元化されたカタログ。

n クラウド接続された Horizon ポッド全体のシステム イメージの自動複製。異なるポッドおよびサイトのデス

クトップ割り当ては、サービスによって管理される同じイメージを簡単に再利用できます。

n 自動バージョン管理とイメージの追跡。
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n 参照マーカーを使用した、カスタマイズされたイメージを含むデスクトップ割り当ての自動更新。このように、

サイトおよびクラウド接続された Horizon ポッド全体でデスクトップ割り当てを簡単かつ効率的に更新できま

す。

その結果、IMS により、デスクトップ割り当てを最新のイメージで維持するために必要な時間と労力が大幅に削減さ

れ、管理者はイメージ自体のビジネス クリティカルなオペレーティング システム設定とアプリケーションのカスタ

マイズにより多くの注意を向けることができます。

この章には、次のトピックが含まれています。

n 第 1 世代テナント - IMS の使用開始

n 第 1 世代テナント - IMS のシステム要件

n 第 1 世代テナント - 第 1 世代の Horizon Cloud on Microsoft Azure デプロイから提供されるイメージに対

する IMS サポート

n 第 1 世代テナント - IMS のシステム アーキテクチャ

n 第 1 世代テナント - 第 1 世代の Horizon Cloud テナント内のイメージ管理ワークフローについて

n マーカーの操作

n 第 1 世代テナント - 第 1 世代の Horizon Cloud 環境における IMS の既知の制限と問題

第 1 世代テナント - IMS の使用開始

このドキュメント ページでは、第 1 世代の Horizon Cloud 環境で利用可能な Horizon Image Management 
Service (IMS) 機能を使用する前に完了する必要がある手順の概要を説明します。

このページの使用

重要：   このページは、第 1 世代のテナント環境があり、その第 1 世代の環境で IMS 機能を使用する場合にのみ使用

します。2022 年 8 月の時点で、Horizon Cloud Service - next-gen は一般公開され、独自の 次世代の使用に

関するドキュメント セットはこちらから入手できます。

次世代テナントがある場合は、通常、その次世代環境で IMS 機能を使用します。これらの次世代の IMS 機能とその

使用方法は、次世代の Horizon イメージの管理ページから始まる次世代のドキュメント セット内にあります。

次世代環境を使用している場合は、環境にログインして Horizon Universal Console ラベルを表示すると、ブラ

ウザの URL フィールドに /hcsadmin/ のような部分が含まれます。第 1 世代コンソールの URL の場合は、異な

るセクション (/horizonadmin/) があります。
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第 1 世代テナントの IMS - 大まかな手順

注：   これらの大まかな手順の一部は、第 1 世代の Horizon Cloud の Horizon Cloud - ポッドのデプロイとオン

ボーディングまたは Horizon Cloud テナント環境とオンボーディングされたポッドのフリートの管理のページに

記載されている手順を参照しています。大まかな手順で提供されているハイパーテキスト リンクを使用して、詳細な

手順を含む HTML ドキュメント ページを開きます。

1 第 1 世代テナント - IMS のシステム要件および第 1 世代テナント - 第 1 世代の Horizon Cloud 環境における 

IMS の既知の制限と問題について理解しておきます。

これらのページには、現在 IMS での使用がサポートされている Horizon ポッド デプロイ モデルと主要なソフ

トウェア コンポーネントの必要なバージョンなどの重要な情報が含まれています。

2 第 1 世代テナントのポッド フリートにポッドを追加します。

n Connection Server ソフトウェアを使用する Horizon ポッドのデプロイの場合は、Horizon Cloud 
Connector を使用してポッドを第 1 世代テナントに接続する手順に従います。Horizon Cloud テナント

環境への最初のポッドとして、手動でデプロイされた既存の Horizon ポッドをオンボーディングする場合

のワークフローの概要のページから開始します。

n 第 1 世代の Horizon Cloud on Microsoft Azure のデプロイの場合は、最初のクラウドに接続された 

Horizon Cloud ポッドがポッド デプロイヤを使用してポッドを Microsoft Azure にデプロイする場合

のワークフローの概要から開始する手順に従います。

3 Horizon ポッドの場合は、参加している vCenter Server インスタンスを設定します。

a vCenter Server インスタンスが 第 1 世代テナント - IMS のシステム要件に記載されている前提条件を満

たしていることを確認します。

b vCenter Server ログイン認証情報を構成します。クラウド接続された Horizon ポッド - Horizon 
Image Management Service で使用する vCenter Server インスタンスを構成するを参照してくださ

い。

4 イメージをイメージ カタログにインポートします。

n vCenter Server をソースとするイメージの場合は、第 1 世代テナント - IMS および Horizon 8 ポッド - 
イメージを vCenter Server からイメージ カタログにインポートするを参照してください。

n Microsoft Azure Marketplace をソースとするイメージの場合は、第 1 世代テナント - IMS および 

Horizon Cloud on Microsoft Azure のデプロイ - イメージをイメージ カタログにインポートするを参

照してください。

5 イメージ バージョンを公開します。第 1 世代テナント - イメージ バージョンの公開 - Horizon Image 
Management Service を参照してください。
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6 イメージ カタログからの管理対象イメージを使用するデスクトップ割り当てを作成します。

n Horizon ポッドからの管理対象イメージを含む割り当てについては、マルチクラウド割り当て用の新しいデ

スクトップ プールの作成およびクラウド接続された Horizon ポッド - 管理対象イメージから自動ファー

ムを作成するを参照してください。

注：   このガイドでは、このポッド タイプについて、[デスクトップ割り当て]とは自動完全クローン デスク

トップ プール、自動インスタント クローン デスクトップ プール、自動インスタント クローン ファームの

いずれかを指します。

n Horizon Cloud on Microsoft Azure 環境からの管理対象イメージを含む割り当てについては、4 章 

Microsoft Azure のポッド - 管理対象イメージを使用した VDI マルチクラウド割り当ての作成を参照し

てください。

前述の手順を実行すると、IMS が第 1 世代の環境用にセットアップされます。

第 1 世代テナント - IMS のシステム要件

第 1 世代の Horizon Cloud 環境で Horizon Image Management Service (IMS) 機能の使用をサポートする

には、システム環境とコンポーネントが次の要件を満たしていることを確認してください。

重要：   第 1 世代の Horizon Cloud 環境で IMS 機能を使用する場合の追加の重要なサポートおよび非サポート情

報については、第 1 世代リリースの現在の既知の制限事項と問題ページを確認してください。

このページの使用

重要：   このページは、第 1 世代のテナント環境があり、その第 1 世代の環境で IMS 機能を使用する場合にのみ使用

します。2022 年 8 月の時点で、Horizon Cloud Service - next-gen は一般公開され、独自の 次世代の使用に

関するドキュメント セットはこちらから入手できます。

次世代テナントがある場合は、通常、その次世代環境で IMS 機能を使用します。これらの次世代の IMS 機能とその

使用方法は、次世代の Horizon イメージの管理ページから始まる次世代のドキュメント セット内にあります。

次世代環境を使用している場合は、環境にログインして Horizon Universal Console ラベルを表示すると、ブラ

ウザの URL フィールドに /hcsadmin/ のような部分が含まれます。第 1 世代コンソールの URL の場合は、異な

るセクション (/horizonadmin/) があります。

第 1 世代の制御プレーンの要件

第 1 世代の Horizon Cloud 環境で IMS を使用するには、第 1 世代テナントを Horizon Image Management 
Service を使用するように適切に構成する必要があります。管理コンソールは動的であり、制御プレーン アカウン

トに適切な機能が構成されている場合、IMS 関連のワークフローのオプションが表示されます。

これらの制御プレーン アカウント設定には、以下を使用するための有効化が含まれる場合があります。

n 専用 VDI デスクトップ（パーシステント デスクトップとも呼ばれる）

n フローティング VDI デスクトップ（非パーシステント デスクトップとも呼ばれる）

n Azure での App Volumes
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第 1 世代の Horizon Cloud on Microsoft Azure デプロイで使用する場合

第 1 世代のデプロイ ガイドで説明されているように、これらのポッドは第 1 世代の Horizon Cloud ポッド マネー

ジャ テクノロジーに基づいており、Microsoft Azure サブスクリプションで実行されます。

ポッドの要件：

n Microsoft Azure 上のすべての第 1 世代テナントのポッドは、マニフェスト バージョン 2632 以降である

必要があります。

n ポッドは、イメージ操作の前にオンラインで健全な状態である必要があります。

n ポッドは、単一の Microsoft Azure Active Directory (AAD) テナントに存在する必要があります。

テナントの要件：

n テナント環境は、Universal Broker を使用するように構成する必要があります。Horizon Cloud テナン

ト環境で Universal Broker およびエンド ユーザー割り当てを設定する方法については、管理ガイドを参

照してください。

n Horizon Image Management Service 機能に対してテナントを有効にする必要があります。テナント

が有効になっているかをカスタマー サービスに確認する場合は、Customer Connect でのサポート リク

エストの発行方法 (VMware KB2006985)に記載されている情報（技術以外）サービス リクエスト (SR) 
を発行することができます。

Microsoft Azure Marketplace をソースとし、[イメージ (カタログ)] ページで管理されるイメージの 

Microsoft Azure コア割り当てとパブリック IP アドレス プロビジョニングの要件：

n 次のコンピューティング サイズに必要な CPU コア割り当てのプロビジョニングがあることを確認します。

Azure サブスクリプションで CPU コアの割り当てが十分にプロビジョニングされていない場合、イメージ

管理操作は Microsoft Azure エラーで失敗します。

n GPU を搭載せず、Windows 11 を使用していない仮想マシンの場合は Standard_DS2_v2

n GPU を搭載せず、Windows 11 を使用している仮想マシンの場合は Standard_D4s_v3

n GPU 搭載仮想マシンの場合は Standard_NV12s_v3

n 十分な数の IP アドレスを許可するデスクトップ サブネットがポッドにあることを確認します。サブネット

のプロビジョニングが不十分の場合、イメージ管理操作は失敗し、Microsoft Azure エラーが表示されま

す。

n Microsoft Remote Desktop Protocol (RDP) を使用してカスタマイズのためにベース仮想マシンにア

クセスする場合は、必要な数のパブリック IP アドレスがプロビジョニングされていることを確認します。

パブリック IP アドレスのプロビジョニングが十分でない場合、イメージ管理操作は失敗し、Microsoft 
Azure エラーが表示されます。

サービス プリンシパルの要件：

n すべてのポッド/サブスクリプションで同じサービス プリンシパルを使用するか、各サービス プリンシパル

には、環境内のポッドで使用されているすべての Microsoft Azure サブスクリプションへの読み取りアク

セス権が必要です。
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ポッドが異なるサブスクリプションにある可能性が高いため、上記の要件により、各ポッド サブスクリプシ

ョンは他のすべてのポッド サブスクリプションを参照できます。これは、ギャラリーが存在するポッドの場

所に関係なく、Azure 共有イメージ ギャラリーのイメージに基づいてイメージを作成するために必要です。

n 使用するカスタム ロール（たとえば共同作成者ロールの代わりに）には、以下の JSON ファイルに示すよ

うに必要な権限が必要です。

注：   次の JSON は、Horizon Cloud on Microsoft Azure デプロイに必要な権限を示しています。こ

れには、IMS が必要とする 5 つの追加の Microsoft.Compute/galleries/ 権限も含まれます。組織が 

Horizon Cloud アプリケーション登録にカスタム ロールを使用することを希望する場合も参照してくだ

さい。

JSON ファイルを使用してカスタム ロールを作成するために必要な手順については、Microsoft のドキュ

メントの Azure ポータルを使用して Azure カスタム ロールを作成または更新するトピックを参照し、

[JSON から始める] オプションを使用してください。

"properties": {
        "roleName": "<Give a name say such as IMS-custom-role",
        "description": "Minimum set of Horizon Cloud pod required operations + Image 
Management functionality",
        "assignableScopes": [
            "/subscriptions/<Fill the subscription id>"
        ],
        "permissions": [
            {
                "actions": [
                    "Microsoft.Authorization/*/read",
                    "Microsoft.Compute/*/read",
                    "Microsoft.Compute/availabilitySets/*",
                    "Microsoft.Compute/disks/*",
                    "Microsoft.Compute/images/*",
                    "Microsoft.Compute/locations/*",
                    "Microsoft.Compute/virtualMachines/*",
                    "Microsoft.Compute/virtualMachineScaleSets/*",
                    "Microsoft.Compute/snapshots/*",
                    "Microsoft.DBforPostgreSQL/*",
                    "Microsoft.KeyVault/*/read",
                    "Microsoft.KeyVault/vaults/*",
                    "Microsoft.KeyVault/vaults/secrets/*",
                    "Microsoft.Network/loadBalancers/*",
                    "Microsoft.Network/networkInterfaces/*",
                    "Microsoft.Network/networkSecurityGroups/*",
                    "Microsoft.Network/publicIPAddresses/*",
                    "Microsoft.Network/virtualNetworks/read",
                    "Microsoft.Network/virtualNetworks/write",
                    "Microsoft.Network/virtualNetworks/checkIpAddressAvailability/
read",
                    "Microsoft.Network/virtualNetworks/subnets/*",
                    "Microsoft.Network/virtualNetworks/virtualNetworkPeerings/read",
                    "Microsoft.Resources/subscriptions/resourceGroups/*",
                    "Microsoft.ResourceHealth/availabilityStatuses/read",
                    "Microsoft.Resources/deployments/*",
                    "Microsoft.Storage/*/read",
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                    "Microsoft.Storage/storageAccounts/*",
                    "Microsoft.Compute/galleries/read",
                    "Microsoft.Compute/galleries/write",
                    "Microsoft.Compute/galleries/delete",
                    "Microsoft.Compute/galleries/images/*",
                    "Microsoft.Compute/galleries/images/versions/*"
                    "Microsoft.MarketplaceOrdering/offertypes/publishers/offers/plans/
agreements/read"
                    "Microsoft.MarketplaceOrdering/offertypes/publishers/offers/plans/
agreements/write"
                ],
                "notActions": [],
                "dataActions": [],
                "notDataActions": []
            }
        ]
    }
}

第 1 世代の Horizon Cloud on Microsoft Azure デプロイから提供されるイメージに関する追加のサポートに

関する考慮事項

第 1 世代テナント - 第 1 世代の Horizon Cloud on Microsoft Azure デプロイから提供されるイメージに対

する IMS サポートを参照してください。このような追加の考慮事項には、ゲスト OS としての Windows 11 
の使用など、イメージ固有の項目が含まれます。

Microsoft Azure 仮想マシン - 第 1 世代の Horizon Cloud での世代サポート 
マトリックス

次の表は、Microsoft Azure 仮想マシン モデルの第 1 世代仮想マシン、第 2 世代仮想マシンを使用する場合の、

Windows 10 および Windows 11 のゲスト OS に関するサポート マトリックスを詳細に示しています。

Azure 仮想マシン モデル Windows 10 Windows 11

第 1 世代仮想マシン サポートされています サポート対象外

第 2 世代仮想マシン サポート対象外 サポートされています

イメージ バージョンの公開中に NSX Agent をインストールするための NSX 
エコシステムのセットアップ

第 1 世代の Horizon Cloud 環境では、イメージ バージョンの公開中に NSX エージェントをインストールするオプ

ションが表示されます。ただし、イメージ操作はテナント全体で行われるため、このオプションを使用する前に、ま

ずテナントの必要なすべてのポッドに完全な NSX エコシステムを設定する必要があります。または、制限された数

のポッドで NSX を設定し、それらの NSX が有効になっているポッドのみに公開する場合にこのオプションを使用

することもできます。公開中に [NSX Agent のインストール] オプションを選択する前に、すべての関連する NSX 
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コンポーネントが公開先のすべてのポッドにインストールされ、構成されていることを確認します。このポッドに関

連付けられている割り当てに対して、NSX Cloud のネットワークおよびセキュリティ機能を有効にします。

Microsoft Azure で Horizon Cloud ポッドを使用する VMware NSX Cloud の詳細については、VMware 
Horizon Cloud Service 製品ドキュメントを参照してください。

注：   このオプションは、ポッドの仮想ネットワークに NSX Cloud バージョン 3.1.1 以降がインストールされてい

る場合にのみ使用できます。3.1.1 より前の NSX Cloud バージョンでは https://kb.vmware.com/s/article/
81158 の説明に従って、NSX Cloud ゲートウェイの Microsoft Azure プライベート DNS を構成します。そうし

ないと、イメージの公開は失敗します。

第 1 世代環境で Horizon ポッドを使用する場合

第 1 世代のデプロイ ガイドで説明するように、このようなポッドは Horizon Connection Server ソフトウェアに

基づいています。

現在、第 1 世代テナントでサポートされている IMS の Horizon デプロイ モデルは、オンプレミスのデプロイ タイ

プです。

次の要件は、モデル固有のニーズが示されている場合を除き、現在サポートされているすべてのデプロイ モデルに適

用されます。

Horizon デプロイのソフトウェア要件：

n Horizon のデプロイは、IMS がサポートするデプロイ モデルの 1 つである必要があります。

サポートされているタイプは通常、IMS - 現在のリリースの既知の制限事項と問題ページに記載されていま

すが、現在、このページの第 1 世代環境で Horizon ポッドを使用する場合セクションの概要にも記載され

ています。追加のデプロイ モデルをサポートするための資格認定が完了すると、このページはそれらの時点

で更新されます。

次に、サポートされている Horizon デプロイ モデルのコンテキストで、IMS で使用する、IMS でサポートさ

れている Horizon デプロイで次の項目が満たされていることを確認します。

n 有効なライセンスを使用して Horizon Connection Server バージョン 7.13 以降を実行している。

n 該当する Horizon Connection Server デプロイ情報に従って展開および構成されている。バージョン 

7.13 の場合は、Horizon 7 のドキュメントを参照してください。以降のバージョンの場合は、VMware 
Horizon のドキュメントを参照してください。

n IMS のサポートを提供する Horizon Cloud Connector バージョンを使用して Horizon Cloud に接続

している。

Horizon Cloud Connector の要件を参照してください。

IMS で使用するためのクラウド接続されたポッドの設定の詳細については、第 1 世代テナント - IMS の使用開

始を参照してください。

IMS サポートに固有の Horizon Cloud Connector 要件：

IMS のサポートは Horizon Cloud Connector バージョン 1.8 で導入されましたが、そのバージョンは 

Horizon Cloud Connector バージョン 2.1.2 以降に置き換えられました。
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最新の修正と機能強化を取得するには、Horizon Cloud Connector の最新バージョンに更新することをお勧

めしています。

n デプロイで vCenter Server 7.0.3 が実行されている場合は、Horizon Cloud Connector バージョン 

2.3.0 以降が必要です。

n デプロイで現在 Horizon Cloud Connector 1.8 または 1.9 が実行されている場合は、VMware は最新の 

Horizon Cloud Connector バージョンにアップグレードすることを強くお勧めします。ただし、置き換

えられた古いバージョンで引き続き実行し、IMS 機能を使用する場合は、次の点に注意してください。

n このコネクタが基本機能プロファイルを使用してデプロイされた場合、IMS のイメージ ローカリティ 

サービスはデフォルトで無効になり、イメージ ローカリティ サービスを手動で有効にする必要があり

ます。詳細については、VMware Horizon Cloud Service 製品ドキュメントの Horizon Cloud 
Connector の Horizon Cloud サービスを手動で有効にする方法に関する情報を参照してください

n このコネクタが完全な機能プロファイルを使用してデプロイされた場合、イメージ ローカリティ サー

ビスはデフォルトで有効になります。

vCenter Server の要件：

IMS 機能をサポートするには、次の点を確認します。

n 管理対象のすべてのデプロイ サイトで vCenter Server 6.0 以降を実行していること。

イメージの複製と保存に vSphere コンテンツ ライブラリを使用するには、IMS に適切なバージョンの 

vCenter Server が必要です。

n IMS ワークフローに参加させるすべての vCenter Server インスタンスには、相互にネットワーク接続と

認証の信頼が確立されている必要があります。ネットワークの認識および認証の信頼は手動で構成する必要

があります。

注：   IMS は、vCenter Server インスタンスの異なるグループが異なる ID プロバイダを使用するクラス

タ化されたトポロジをサポートしていません。

n vCenter Server ユーザーが Horizon デプロイで必要な標準のすべての権限で構成されていること。

vCenter Server ユーザーに必要な権限の詳細については、VMware Horizon ドキュメントを参照して

ください。これらの標準権限に加えて、Horizon Image Management Service には次の権限が必要で

す。

n [仮想マシン]：このグループ内のすべての権限

n [vApp]：このグループ内のすべての権限

n [コンテンツ ライブラリ]：このグループ内のすべての権限（[グローバル権限] で vCenter Server ユ
ーザーにアクセス権を付与）

n [リソース]：仮想マシンのリソース プールへの割り当て

n vCenter Server 証明書にリストされている vCenter Server IP アドレスまたはホスト名およびサムプ

リントは Horizon Console にもリストされています。適切な方法に従って、vCenter Server インスタ

ンスを VMware Horizon 環境に追加します。VMware Horizon ドキュメントを参照してください。
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また、Horizon 環境に関連付けられている vCenter Server ポッドで IMS を使用する場合は、次のガイ

ドラインにも従ってください。

n vCenter Server 証明書とサムプリントが vCenter Server の server name（共通名/サブジェク

ト代替名）値を IP Address で識別する場合は、その IP アドレスも Horizon Console にリストす

る必要があります。

n vCenter Server 証明書とサムプリントが vCenter Server の server name 値を hostname で

識別する場合は、そのホスト名も Horizon Console にリストされている必要があります。

イメージの要件：

第 1 世代の Horizon Cloud テナントで IMS を使用して Horizon イメージを管理するには、次の要件を確認し

ます。

n 最新の Windows 更新およびシステム パッチがイメージにインストールされていること、およびこれらの

アイテムのインストール プロセスが完了していることを確認します。

注：   イメージを公開しようとしたときに、これらのインストールのいずれかがまだ進行中の場合、エージ

ェントのインストールが停止することがあります。

n すべての Windows 設定（タイムゾーン、リージョン、キーボード レイアウトなど）が完了していること

を確認します。

n VMware Tools の最新バージョンがイメージのオペレーティング システムにインストールされているこ

とを確認します。

n 現在、Horizon Image Management Service は、仮想マシン (VM) テンプレートおよび仮想マシン ス
ナップショットの形式で保存されたイメージの管理をサポートします。イメージは、vCenter Server イン

スタンスに常駐している必要があります。

n イメージのゲスト Windows オペレーティング システムをデスクトップ プールで使用するための準備に

ついては、標準および従来の Horizon ガイダンスに従ってください。たとえば、Windows Server オペ

レーティング システム タイプを単一セッションの仮想デスクトップとして使用するには、Horizon Agent 
を仮想マシンにインストールする前に特定の手順を実行する必要があると Horizon のドキュメントに記載

されています。標準の Horizon ガイダンスについては、ポッドの Connection Server ソフトウェア バ
ージョンに応じた情報を参照してください。

n バージョン 7.13 - 『Horizon での仮想デスクトップのセットアップ』（Horizon 7 のドキュメントか

ら入手できます）。

n VMware Horizon 8 バージョン - 『Horizon での Windows デスクトップとアプリケーション』

（Horizon のドキュメントで入手できます）。

n サービスを使用する前に、ユースケースに必要な形式でソース イメージを準備します。

n [仮想マシン テンプレート] は、完全な仮想マシンを含む自動化されたデスクトップ プールの作成に使

用可能な、仮想マシンのコピーです。vCenter Server での仮想マシン テンプレートの作成方法につ

いては、VMware vSphere ドキュメントを参照してください。
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n [仮想マシン スナップショット]は、スナップショットを作成するときに親仮想マシンの状態とデータを

キャプチャする vCenter Server オブジェクトです。仮想マシン スナップショットを使用して、イン

スタント クローン デスクトップ プールを作成できます。仮想マシン スナップショットの作成方法に

ついては、VMware vSphere ドキュメントを参照してください。

第 1 世代テナント - 第 1 世代の Horizon Cloud on Microsoft 
Azure デプロイから提供されるイメージに対する IMS サポート

このドキュメント ページでは、第 1 世代の Horizon Cloud on Microsoft Azure デプロイから提供されるイメー

ジを作成および管理するときの Horizon Image Management Service (IMS) サポートに関する特定の考慮事項

について説明します。

注目:    IMS は、第 1 世代の Horizon Cloud on Microsoft Azure デプロイのすべての要件が満たされている場合

にのみ、このサポートを提供します。第 1 世代テナント - IMS のシステム要件を参照してください。

使用可能な機能の詳細については、第 1 世代テナント - 第 1 世代の Horizon Cloud テナント内のイメージ管理ワー

クフローについてを参照してください。

このページの使用

重要：   このページは、第 1 世代のテナント環境があり、その第 1 世代の環境で IMS 機能を使用する場合にのみ使用

します。2022 年 8 月の時点で、Horizon Cloud Service - next-gen は一般公開され、独自の 次世代の使用に

関するドキュメント セットはこちらから入手できます。

次世代テナントがある場合は、通常、その次世代環境で IMS 機能を使用します。これらの次世代の IMS 機能とその

使用方法は、次世代の Horizon イメージの管理ページから始まる次世代のドキュメント セット内にあります。

次世代環境を使用している場合は、環境にログインして Horizon Universal Console ラベルを表示すると、ブラ

ウザの URL フィールドに /hcsadmin/ のような部分が含まれます。第 1 世代コンソールの URL の場合は、異な

るセクション (/horizonadmin/) があります。

一般的な考慮事項

次の点に注意してください。

n Microsoft Azure からのイメージは、Microsoft Azure クラウドのキャパシティ内のポッドにのみ公開され

ます。

n Microsoft Azure のポッドからのイメージは、VDI デスクトップ イメージである必要があります。
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n いずれかの Horizon Cloud ポッドで仮想マシンを手動で作成し、公開のために IMS にインポートするワーク

フローは、カスタム仮想マシン ワークフローとも呼ばれます。そのカスタム仮想マシンに Horizon Cloud on 
Microsoft Azure デプロイの要件セクションにリストされている IMS のデフォルトのモデルではない仮想マ

シン モデルを使用した場合、その後で IMS を使用してそのイメージを公開するときに、IMS が作成して別のポ

ッドに複製するイメージは、常に IMS のデフォルト仮想マシン モデルになります。

注意:    Microsoft Azure のポッドをソースとするイメージを公開し、それが Horizon Cloud でシールドされた状

態にある場合は、Microsoft Azure ポータルを使用して、そのイメージ仮想マシンまたはそのコピーに対してアク

ションを実行しないでください。Microsoft Azure ポータルを使用して、Horizon Cloud で公開されている状態

の仮想マシンに対して直接アクションを実行することはサポートされておらず、予期しない動作を引き起こします。

シールドされたイメージに対してアクションを実行する際は、必ず Horizon Universal Console を使用してくだ

さい。

Windows 11 ゲスト OS - 特定の考慮事項、既知の制限、および既知の問題

第 1 世代の Horizon Cloud on Microsoft Azure デプロイで Windows 11 ゲスト OS を使用する場合は、次の

考慮事項、制限事項、および問題が確認されています。

考慮事項

n ポッドは v2204 リリース以降のマニフェストを実行している必要があります。

n ゴールド イメージは、Horizon Agents Installer v22.1.0 以降を実行している必要があります。

n Gen 1 と Gen 2、Windows 11 と Windows 10 のサポートの組み合わせのサポート マトリックス：

Azure 仮想マシン モデル Windows 10 Windows 11

Gen 1 仮想マシン サポートされています サポートされていません

Gen 2 仮想マシン サポートされていません サポートされています

Windows 11 固有の IMS の既知の制限事項

n Windows 11 イメージの手動インポート（カスタム インポートとも呼ばれる）では、直接ソースとして 

Azure Marketplace からイメージをインポートする必要があります。共有イメージ ギャラリー (SIG)、
Azure 管理対象イメージ、Azure 仮想マシン スナップショットなど、その他のソースからのインポートは

現在サポートされていません。

n vTPM は現在サポートされていません。

n AMD ドライバを実行している仮想マシンで Windows 11 を使用することは、現在サポートされていませ

ん。

Windows 11 固有の IMS の既知の問題

n GPO を使用してタイム ゾーン リダイレクトを有効にすると、デスクトップのちらつきと、エクスプローラ 

プロセスのクラッシュが発生します。詳細は、KB88086 を参照してください。

既知の問題を回避するには、Windows 11 マルチセッション仮想マシンのタイム ゾーン同期 GPO を有効

にしないようにします。
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第 1 世代テナント - IMS のシステム アーキテクチャ

このドキュメント ページでは、Horizon Image Management Service のコア コンポーネントと第 1 世代の 

Horizon Cloud テナントとの関係について説明します。

このページの使用

重要：   このページは、第 1 世代のテナント環境があり、その第 1 世代の環境で IMS 機能を使用する場合にのみ使用

します。2022 年 8 月の時点で、Horizon Cloud Service - next-gen は一般公開され、独自の 次世代の使用に

関するドキュメント セットはこちらから入手できます。

次世代テナントがある場合は、通常、その次世代環境で IMS 機能を使用します。これらの次世代の IMS 機能とその

使用方法は、次世代の Horizon イメージの管理ページから始まる次世代のドキュメント セット内にあります。

次世代環境を使用している場合は、環境にログインして Horizon Universal Console ラベルを表示すると、ブラ

ウザの URL フィールドに /hcsadmin/ のような部分が含まれます。第 1 世代コンソールの URL の場合は、異な

るセクション (/horizonadmin/) があります。

イメージ カタログ

IMS はイメージ カタログを維持し、第 1 世代のテナント環境に関連付けられたイメージを統合ビューで以下のデプ

ロイ タイプ別に分類します。

n Connection Server テクノロジーに基づく Horizon デプロイ（略して Horizon ポッドと呼ばれる）。

n 第 1 世代の Horizon Cloud on Microsoft Azure デプロイ（略して Horizon Cloud ポッドと呼ばれる）。

どちらのタイプのイメージでも、同じイメージ管理操作を実行できます。これらの一般的な機能に加えて、第 1 世代

の Horizon Cloud on Microsoft Azure デプロイのイメージは、イメージ バージョンの公開をやり直したり、元

に戻したりするなど、追加の機能をサポートします。

第 1 世代の Horizon Cloud 環境での IMS ワークフローのコンポーネント

次の図に示す第 1 世代のテナントのポッド フリートのように、IMS は、互いに独立したワークフローを使用して、

両方のデプロイ タイプのイメージを管理します。

Horizon ポッド - IMS ワークフロー

これらの環境の場合、IMS は、参加しているポッド内の vCenter Server インスタンスによって管理されるデ

ータストアにイメージ バージョンのコピーを格納します。

これらの保存されたコピーは、テナントのイメージ カタログにリストされているイメージに対応しています。

公開中、IMS は vCenter Server インスタンス間で共有されるコンテンツ ライブラリを使用してイメージ バ
ージョンを複製します。次に、IMS は、複製プロセスに使用されたコンテンツ ライブラリ内の一時オブジェク

トを削除します。

Horizon Cloud ポッド - IMS ワークフロー

これらの環境では、IMS はイメージ バージョンのコピーを参加しているポッドの Azure リソース グループに

格納します。
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これらの保存されたコピーは、テナントのイメージ カタログにリストされているイメージに対応しています。

公開中に、IMS はポッド内の Microsoft Azure 共有イメージ ギャラリー定義を使用して、さまざまな Azure 
リージョンおよびサブスクリプション間でイメージ バージョンを複製します。次に、IMS は、複製に使用され

た共有イメージ ギャラリー内の一時オブジェクトを破棄します。

注：   IMS は、異なる環境タイプ間でのイメージのクロスプラットフォーム移行を現在サポートしていません。

例

次の図は、Horizon ポッドと Horizon Cloud ポッドの両方で構成される第 1 世代の Horizon Cloud ポッド フリ

ートの例を示しています。

この例では、Horizon ポッドはオンプレミス デプロイで構成されています。

図 1-1. 第 1 世代の Horizon Cloud ポッド フリートを含む IMS アーキテクチャの例
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第 1 世代テナント - 第 1 世代の Horizon Cloud テナント内のイメー

ジ管理ワークフローについて

このドキュメント ページでは、Horizon Image Management Service を使用してイメージを設定、カスタマイ

ズし、デスクトップ割り当てに公開するために第 1 世代の Horizon Cloud 環境で行われるエンドツーエンドのワー

クフローについて説明します。

エンドツーエンドのワークフローには、特定の一連のタスクが含まれます。

このページの使用

重要：   このページは、第 1 世代のテナント環境があり、その第 1 世代の環境で IMS 機能を使用する場合にのみ使用

します。2022 年 8 月の時点で、Horizon Cloud Service - next-gen は一般公開され、独自の 次世代の使用に

関するドキュメント セットはこちらから入手できます。

次世代テナントがある場合は、通常、その次世代環境で IMS 機能を使用します。これらの次世代の IMS 機能とその

使用方法は、次世代の Horizon イメージの管理ページから始まる次世代のドキュメント セット内にあります。

次世代環境を使用している場合は、環境にログインして Horizon Universal Console ラベルを表示すると、ブラ

ウザの URL フィールドに /hcsadmin/ のような部分が含まれます。第 1 世代コンソールの URL の場合は、異な

るセクション (/horizonadmin/) があります。

用語の定義

イメージ

特定のオペレーティング システムの下にあるエンティティ。デスクトップ イメージのバージョンとコピー、ま

たはサーバ イメージのバージョンとコピーが含まれています。バージョンとコピーは階層構造で整理され、管理

者によって管理されます。

バージョン

インストールされたアプリケーションまたはソフトウェアに関するイメージの特定のカスタマイズ。バージョン

の番号には、バージョンの系統を追跡するのに役立つ、メジャー バージョンとマイナー バージョンが含まれま

す（たとえば、メジャー バージョン 1 とマイナー バージョン 2 によってバージョン番号は 1.2 になります）。

バージョンは、マルチクラウド割り当てで使用するためのマーカーでマークすることもできます。

コピー

バージョンが複数のポッドに公開された後に特定のポッドで使用可能なバージョンのインスタンス。コピーは、

バージョンのポッド固有のインスタンスのステータスと場所に関する情報を提供する表示専用のエンティティで

す。

プール

第 1 世代の Horizon Cloud テナント内の IMS ワークフローを理解するという文脈の中で、この用語は、テナ

ントのポッド フリート内の Horizon ポッドのデプロイに適用されます。このようなデプロイは、Connection 
Server ソフトウェアに基づいています。このようなポッドの場合、「プール」とは、特定のイメージ バージョ

ンからプロビジョニングされた仮想マシンの集合です。
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割り当て

第 1 世代の Horizon Cloud テナント内の IMS ワークフローを理解するという文脈の中で、この用語は、主に

テナントのポッド フリート内の Horizon Cloud on Microsoft Azure のデプロイに適用されます。このよう

なポッドの場合、「割り当て」とは、特定のイメージ バージョンからプロビジョニングされた仮想マシンの集合

です。この割り当ての概念は、Horizon ポッドに使用されるプールの概念と並行します。

マーカー

ワークフローのプロビジョニングに使用するイメージのバージョンをプールまたは割り当てに指示する、イメー

ジに固有の特別なタグ。

Horizon デプロイ、Horizon ポッド

簡単にいうと、Horizon Connection Server ソフトウェアを使用するデプロイのことです。略して Horizon 
ポッドと呼ばれます。

Horizon Cloud on Microsoft Azure デプロイ、Horizon Cloud ポッド

簡単にいうと、第 1 世代 Horizon Cloud Service では、VMware Horizon Cloud ポッド マネージャ テク

ノロジーを使用するデプロイのことです。略して Horizon Cloud ポッドと呼ばれます。

第 1 世代テナント - IMS を使用したイメージの操作

前のセクションで定義したように、イメージは、第 1 世代の Horizon Cloud テナントのポッド フリート全体でプ

ールまたは割り当てに関連付けることができるイメージ バージョンのコレクションです。

IMS を使用してイメージを操作する前に、イメージをイメージ カタログにインポートし、そのイメージを IMS で使

用する予定のポッド デプロイ タイプに公開するための準備要件を実行する必要があります。

Horizon タイプ

この用途のために構成する vCenter Server インスタンスのログイン認証情報を指定します。クラウド接続さ

れた Horizon ポッド - Horizon Image Management Service で使用する vCenter Server インスタン

スを構成するを参照してください。

Horizon Cloud on Microsoft Azure タイプ

第 1 世代の Horizon Cloud on Microsoft Azure デプロイで使用する場合の関連条件を満たし、テナントの

すべての Horizon Cloud ポッドがオンラインで健全であることを確認してください。

以降の手順は、ポッドのコレクションに適用されます。たとえば、1 つのコレクションが 7 つのポッドで構成されて

いる場合があります。手順には、イメージをイメージ カタログにインポートし、そのイメージをそれらのポッドに公

開するプロセスが要約されています。

注：   2 つのポッド タイプの基盤となるソフトウェア テクノロジーが異なるため、イメージを作成するためのプロセ

スと用語は、Horizon ポッドと Horizon Cloud ポッドの間で少し異なります。

Horizon ポッド - イメージの作成

vCenter 仮想マシン テンプレートまたはスナップショットを選択して、イメージを作成します。
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次に、イメージのカスタマイズ、イメージの公開、イメージへのマーカーの追加、マーカーへのプールのマッピ

ングを行います。

Horizon Cloud ポッド - イメージの作成

Microsoft Azure Marketplace から OS イメージを選択するか、ユーザー サブスクリプションで利用可能な

カスタム イメージを選択して、イメージを作成します。

次に、イメージのカスタマイズ、イメージの公開、イメージへのマーカーの追加、マーカーへの割り当てのマッ

ピングを行います。

IMS ワークフローの図

次の図は、両方のポッド タイプ（Horizon、Horizon Cloud）に当てはまります。この図では、イメージをイメー

ジ カタログにインポートし、そのイメージをそれらのポッドに公開するプロセスが図示されています。

イメージのインポート

（最初の

バージョンを作成）
OS/アプリ

のカスタマイズ 公開
（自動で複製）

使用するためのマーク

（新しいマーカー）

プール
または

割り当て
にマッピング（1 回）

次の
バージョンの作成

プールまたは
割り当ての

自動更新

既存の
マーカーを

新しいバージョンに 
移動

イメージ
インスタンスの作成

イメージのカスタマイズ
と配布 使用事例

を定義 プール
を使用事例にリンク

イメージ インスタンスの作成

イメージは、1 つ以上のバージョンのコレクションです。選択したイメージに対してインポート アクションを開始す

ると、Horizon Image Management Service はイメージのメタデータをイメージ カタログに格納することによ

って、イメージをサービスに登録します。Horizon Image Management Service はソース ポッド内のイメージ

に対して、特定の準備手順も実行します。

Horizon ポッド

Horizon Cloud Connector は、イメージのソース ポッドとサービス間の接続を有効にします。フリート内の

ポッドの 1 つがソース ポッドです。

たとえば、「On-premises Pod 4」というポッドは、インポート操作中の Win10POS イメージのソース ポッ

ドです。第 1 世代テナント - IMS および Horizon 8 ポッド - イメージを vCenter Server からイメージ カ
タログにインポートするを参照してください。

Horizon Cloud on Microsoft Azure タイプ

サービスおよび Horizon Cloud ポッドのコンポーネントによって、Microsoft Azure でイメージのクローン

を作成し（Azure Marketplace からインポートする場合）、インポート プロセスの終了時にイメージ カタログ

と同期することができます。
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たとえば、「Azure Pod 4」というポッドは、インポート操作中の Win10POS イメージのソース ポッドです。

第 1 世代テナント - IMS および Horizon Cloud on Microsoft Azure のデプロイ - イメージをイメージ カ
タログにインポートするを参照してください。

インポート操作が完了すると、イメージがイメージ バージョン 1.0 としてイメージ カタログに追加されます。この

イメージ バージョンでは、[展開の完了] ステータスが表示され、公開の準備ができていることが示されます。

この例では、Win10POS がカタログに新しく作成されたイメージになります。

重要：   イメージの公開の IMS ワークフローの手順 3 では、公開操作はポッド タイプに従います。

n Horizon ポッドのデプロイからのイメージは、Horizon ポッドのデプロイにのみ公開されます。

n Horizon Cloud on Microsoft Azure デプロイからのイメージは、Microsoft Azure クラウドのキャパシテ

ィ内の Horizon Cloud ポッドにのみ公開されます。

2. イメージのカスタマイズ

イメージがインポートされたら、イメージに直接アクセスして、イメージ バージョンのコンテンツをカスタマイズで

きます。

n Horizon デプロイの場合は、vCenter Server コンソール アクセスを使用して、イメージに直接アクセスしま

す。

n Horizon Cloud on Microsoft Azure デプロイの場合は、RDP セッションを使用して、イメージに直接アク

セスします。

どちらの場合も、ローカル管理者の認証情報を使用してイメージ仮想マシンにログインします。イメージのカスタマ

イズを参照してください。

3. 公開

イメージ バージョン 1.0 で [公開] アクションを開始すると、Horizon Image Management Service は、公開時

にポッド フリートに存在する同じキャパシティ タイプのすべてのポッドにイメージ バージョンを公開します。

公開操作はポッド タイプに従います。Horizon ポッドからインポートされたイメージの場合、[公開] アクションで

は、宛先のサブセットを選択しない限り、そのイメージを対象となるすべての Horizon ポッドに公開します。同じ

動作は、Horizon Cloud ポッドからインポートされたイメージにも当てはまります。

対象となるポッドのサブセットを選択してイメージをそのサブセットに公開することもできます。この使用事例で

は、[公開] を選択した後、[ターゲット] の下にある [ターゲットの選択] トグルをオンにして複製のターゲット ポッ

ドを選択します。[ターゲットの選択] を切り替えると、使用可能なポッドのリストが表示されます。各ポッドの横に

あるチェック ボックスをオンにして選択します。イメージのソース ポッドはデフォルトで選択されており、選択解

除することはできません。

サービスはイメージ バージョンを複製し、各ポッドをサポートするインフラストラクチャにそのコピーを配置しま

す。

n Horizon ポッドの場合、各イメージ コピーはそのポッドの vCenter Server インスタンス内のデータストアに

配置されます。

n Horizon Cloud on Microsoft Azure デプロイの場合、イメージ コピーは仮想マシンとしてポッドに対応す

るリソース グループに配置されます。
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n Microsoft Azure の割り当てを超えている、タイムアウト、またはソケットの例外などのインフラストラクチ

ャの問題が原因で、イメージ コピーの詳細ページでのコピーのステータスに詳細なエラー メッセージが表示さ

れることがあります。

第 1 世代テナント - イメージ バージョンの公開 - Horizon Image Management Service を参照してください。

4. マーカーの定義（使用事例）

公開後、イメージをプールまたは割り当てに使用する前に、マーカーと呼ばれるものを使用して、イメージ バージョ

ンをその目的用にマークする必要があります。

マーカーは、使用するイメージのバージョンをプールまたは割り当てに通知します。

バージョンには、異なるプールおよび割り当てにリンクされた 1 つ以上のマーカーを含めることができますが、1 つ
のプールおよび割り当てで使用できるマーカーは 1 つだけです。

この設計では、異なるマーカーに異なるプールと割り当てのセットを合わせることによって、更新をずらすことがで

きます。

マーカーの操作を参照してください。

5. プールまたは割り当てへのリンク

イメージとマーカーを指定して、プールまたは割り当てをイメージにリンクします。

マーカーを別のバージョンに移動すると、リンクされたプールと割り当ては更新手順を受け取ります。

非パーシステント プールと割り当ては更新時に再構築されますが、パーシステント プールと割り当ては、最新の更

新されたイメージ バージョンに基づき、新しいワークロードをプロビジョニングします。

詳細については、以下を参照してください。

n Horizon ポッド - マルチクラウド割り当て用の新しいデスクトップ プールの作成

n クラウド接続された Horizon ポッド - 管理対象イメージから自動ファームを作成する

n 4 章 Microsoft Azure のポッド - 管理対象イメージを使用した VDI マルチクラウド割り当ての作成

6. 新しいバージョンの作成

公開されると、任意のバージョンを使用して、公開されていない状態の次のバージョンを作成できます。新しいイメ

ージ バージョンの作成を参照してください。

その後、[イメージのカスタマイズ] ワークフローの手順から、この手順を再び実行できます。

新しいイメージ バージョンを作成する際に、新しいマーカーを作成する代わりに、以前に作成したマーカーをこの新

しいイメージ バージョンに移動できます。

このマーカー移動アクションは、そのイメージに関連付けられているプールまたは割り当てを新しいイメージ バージ

ョンに更新するように指示します。

別の使用事例での新しいマーカーが必要な場合は、常に新しいマーカーを追加できます。
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マーカーの操作

マーカーを使用して、デスクトップ割り当てをイメージ ストリーム内の特定のイメージ バージョンに関連付けます。

次の図は、イメージ管理シナリオの初期状態を示しています。

図 1-2. 関連付けられたマーカーの初期状態
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このシナリオでは、複数のデスクトップ プール/割り当てが Win10CorpKnow イメージ ストリーム内で異なるバ

ージョンを使用しています。管理者は、マーカーを使用して特定のイメージ バージョンを特定のプール/割り当てに

関連付けます。たとえば、管理者が、ユーザー受け入れテスト専用のユーザー グループにプール 1 をプロビジョニン

グしたとします。プール 1 とイメージ バージョン 19 の両方を UAT マーカーでタグ付けすることで、管理者は、プ

ール 1 のデスクトップがイメージ バージョン 19 から確実にクローン作成されるようにします。

次に、管理者が、変更されたデスクトップ イメージをユーザー受け入れテスト担当者に提供するとします。このタス

クを実行するには、管理者は新しいバージョン 20 をイメージ カタログに作成します。次に、ソース ポッドで基盤

となるイメージをカスタマイズし、カスタマイズされたバージョン 20 を他のすべてのポッドに公開します。最後

に、次の図に示すように、UAT マーカーをバージョン 19 からバージョン 20 に再関連付けまたは移動します。
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図 1-3. 関連付けられたマーカーの編集された状態
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UAT マーカーを再関連付けまたは移動することで、管理者はプール 1 に使用されるイメージを再定義します。

n Horizon ポッドの場合、マーカーの再関連付けにより自動プロセスがトリガされ、プール 1 のすべてのデスクト

ップがイメージ バージョン 20 で更新されます。

n Microsoft Azure のポッドの場合、マーカーの再関連付けにより、Horizon Image Management Service 
はプール 1 がオンラインで、イメージの更新を受信する準備ができているかどうかを最初に検証するように要求

されます。検証に成功すると、Horizon Image Management Service は、プール 1 のすべてのデスクトッ

プをイメージ バージョン 20 で更新します。

第 1 世代テナント - 第 1 世代の Horizon Cloud 環境における IMS 
の既知の制限と問題

このドキュメント ページには、第 1 世代の Horizon Cloud 環境で IMS を使用する場合に適用される既知の制限事

項と問題のリストが含まれています。第 1 世代テナントで IMS の使用を開始する前に、ベスト プラクティスとして

これらのリストを確認してください。

このページの使用

重要：   このページは、第 1 世代のテナント環境があり、その第 1 世代の環境で IMS 機能を使用する場合にのみ使用

します。2022 年 8 月の時点で、Horizon Cloud Service - next-gen は一般公開され、独自の 次世代の使用に

関するドキュメント セットはこちらから入手できます。

次世代テナントがある場合は、通常、その次世代環境で IMS 機能を使用します。これらの次世代の IMS 機能とその

使用方法は、次世代の Horizon イメージの管理ページから始まる次世代のドキュメント セット内にあります。

次世代環境を使用している場合は、環境にログインして Horizon Universal Console ラベルを表示すると、ブラ

ウザの URL フィールドに /hcsadmin/ のような部分が含まれます。第 1 世代コンソールの URL の場合は、異な

るセクション (/horizonadmin/) があります。
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次の既知の制限事項と問題のリストを使用する

次のリストを、Horizon Cloud Service 全体に適用される Horizon Cloud Service の既知の制限事項と既知の問

題の 2 つのページと一緒に使用してください。

注：   第 1 世代の Horizon Cloud 環境の IMS の場合、サポートされる Horizon デプロイ モデルはオンプレミス

のデプロイ タイプです。サポートされるオンプレミスのデプロイ タイプで満たす必要がある要件の詳細について

は、第 1 世代 - 第 1 世代の Horizon Cloud 環境での IMS のシステム要件のページを参照してください。

既知の制限事項 - IMS および第 1 世代の Horizon Cloud on Microsoft 
Azure デプロイ

重要：   第 1 世代 Horizon Cloud on Microsoft Azure デプロイで使用できるようにするには、インポートされ

たすべての基本イメージを、Azure Marketplace から供給される Windows ベースの仮想マシンから構築する必

要があります。他のオリジンから取得したイメージを試し、コンソールがコンソール ワークフロー内でのイメージの

使用を妨げない場合でも、そのような画像の使用はサポートされていません。

イメージで Windows 11 オペレーティング システムが実行されている場合は、Azure Marketplace から直接供給

される必要があるほか、イメージを第 1 世代 Horizon Cloud on Microsoft Azure デプロイで有効にサポートす

るために後で処理することはできません。共有イメージ ギャラリー (SIG)、Azure 管理対象イメージ、Azure 仮想

マシン スナップショットなど、その他のソースからの Windows 11 仮想マシンのインポートは現在サポートされて

いません。

第 1 世代 Horizon Cloud on Microsoft Azure デプロイでのイメージ関連のワークフローでサポートされる 

Gen-1 マシンと Gen-2 マシンの組み合わせ、およびどの OS がどのマシン世代でサポートされているかについての

追加の考慮事項については、Microsoft Azure のポッドから提供されるイメージのサポートを参照してください。

n マルチポッド イメージでシングルポッド VDI 割り当てを作成することはできません。

n Microsoft Azure 上のすべてのポッドは、第 1 世代テナント - IMS のシステム要件 で指定されたマニフェスト 

バージョンまたはそれ以降のマニフェスト バージョンである必要があります。

n 仮想マシン名は 15 文字以下にする必要があります。Horizon は、イメージ名とイメージ バージョンを組み合わ

せて仮想マシン名を作成します。メジャー バージョンとマイナー バージョンの両方が含まれます。したがっ

て、イメージ名が azure-image でバージョンが 1.0 の場合、仮想マシン名は azure-image-1-0 です。1.0 
や 9.9 のように、メジャー バージョンとマイナー バージョンがそれぞれ 1 文字の場合にのみ、イメージ名を最

大 11 文字にすることができます。バージョン番号が 12.1 または 1.13 の場合は、エラー メッセージが表示さ

れないようにイメージ名を短くする必要があります。

n 現在サポートされている Microsoft Azure Marketplace 仮想マシンのサイズは次のとおりです。

n 通常の非グラフィカル ワークロード、非 Windows 11 OS の場合は Standard_DS2_v2

n 通常の非グラフィカル ワークロード、Windows 11 OS の場合は Standard_D4s_v3

n グラフィカル ワークロード、IMS で GPU がサポートされている Windows 11 OS と非 Windows 11 
OS の両方の場合は Standard_NV12s_v3

n グラフィカル ワークロード、非 Windows 11 OS の場合は Standard_NV4as_v4
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n 現在、AMD Radeon Instinct グラフィックス ドライバを使用する Azure GPU 対応の NVv4 仮想マシンは、

カスタム インポート方法を使用してインポートされた場合にのみ使用できます。カスタム インポート方法は、

このドキュメントでは手動インポートとも呼ばれます。自動化された [Marketplace からの仮想マシンのイン

ポート] ウィザードでは、この機能は現在提供されていません。IMS で手動でインポートされた仮想マシンを使

用するには、仮想マシンをインポートして仮想マシンにエージェントをインストールした後、[マルチポッド イ
メージに移動] 機能を使用します。

また、このサービスは現在、これらの NVv4 仮想マシンおよび AMD Radeon Instinct グラフィックス ドラ

イバでの Windows 11 の使用をサポートしていません。この使用は認定されていません。

n Windows 11 のサポートには、既知の考慮事項、制限事項、および問題があります。これらの詳細については、

Windows 11 ゲスト OS のサポート - 考慮事項、既知の制限、および既知の問題を参照してください。

これらの考慮事項、制限、既知の問題は、仮想マシンを手動でインポートし、IMS で使用する場合にも適用され

ます。これは、カスタム イメージ ワークフローとも呼ばれます。前のリンクで説明したように、IMS は、

Windows 10 のゲスト OS でのみ Microsoft Azure Gen-1 マシンの使用をサポートします。IMS は、

Windows 11 のゲスト OS でのみ Gen-2 マシンの使用をサポートします。

n ポッドの Microsoft Azure サブスクリプションは、1 つの Microsoft Azure Active Directory (AAD) テ
ナント内にある必要があります。

n 断続的に、イメージのステータスが基盤となるバージョンのステータスと一致しない場合があります。最終的に、

イメージに対する後続の操作によってイメージのステータスが修正されます。

n コンソールの [マルチポッド イメージ] ページからのアクションに関連して、次のワークフローおよびアクショ

ンは、Horizon Cloud on Microsoft Azure 環境にあるイメージではサポートされていません。

n [新しいイメージ] または [新しいバージョン] アクションで作成されたイメージを、上位バージョンのポッ

ドから下位バージョンのポッドに公開する。

n 公開後に追加された新しいポッドで利用可能なイメージの拡大または圧縮。

n 失敗したイメージの [再公開] アクション中に公開オプションを変更する。

n [有効化]、[無効化]、[編集] のコンソール ボタン。

n 第 1 世代テナント - IMS のシステム要件で指定されたマニフェスト バージョン以外のポッド バージョンで

既存またはレガシー イメージを移行する。

n 以下の状況では体系的なチェックが行われないため、公開する前にすべての前提条件が満たされていることを確

認してください。

n すべてのポッドの事前の可用性

n コンピューティング コアまたはパブリック IP アドレスに対する Microsoft Azure サブスクリプション

割り当てが十分であること

n イメージ コピーの一部として作成された新しい IP アドレスを保持するためのポッド内のサブネットのキャ

パシティが十分であること

n Microsoft Azure 仮想マシンがパワーオンされていること。そうでないと、イメージの公開中に Horizon 
Image Management Service でエラーが発生する可能性があります。この状況は、電源ポリシーの設定

により Microsoft Azure 仮想マシンがパワーオフされていることが原因であると考えられます。
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n [再公開] アクションの処理中に発生する可能性のあるイメージ公開エラーからの回復には、限定的なサポートが

提供されます。再公開中の典型的な状況は次のとおりですが、イメージの他の不明な状態または回復不能な状態

が原因で、公開プロセスが回復しない場合があります。

n ポッドがオフラインになる。

n 電源ポリシーの実装により、Microsoft Azure は、イメージ レプリケーションの長時間の操作中にソース

またはターゲットのイメージ コピーをオフにします。イメージ コピーを再度オンにして、イメージ コピー

の再公開を試みることができます。

n Microsoft Azure の割り当てが超過している。

n タイムアウトなどの特定の一時的な状態では、別の公開の試みが必要になる場合があります。

n イメージの公開解除と公開を頻繁に行うと、イメージに対する Sysprep の実行回数が増えて、イメージの安定

性が低下することがあります。

既知の制限事項 - 第 1 世代の Horizon Cloud 環境での IMS および Horizon
（Connection Server タイプ）のデプロイ

現在サポートされている Horizon デプロイ モデルは、オンプレミスのデプロイ タイプです。

オンプレミス デプロイ以外の場所の Horizon ポッド デプロイは、現在サポートされていません。

IMS がサポートする Horizon ポッド デプロイ モデルで IMS を使用する場合、次の制限が適用されます。

n Horizon Image Management Service は、ユーザー名とパスワードの認証情報に基づく vCenter Server 
認証のみをサポートします。

n イメージの公開操作中に、イメージの基盤となる仮想マシンでゲスト仮想マシンの移行の原因となる、vCenter 
Server で発生するアクティビティを回避する必要があります。仮想マシンでのイメージの公開操作と同時にゲ

スト仮想マシンの移行が発生すると、イメージの公開操作に影響を与える可能性があります。

n イメージでの同時実行操作に対するシステムのデフォルト設定では、一度に 3 つのインポートまたは公開操作の

みを実行できます。たとえば、2 つのイメージの公開操作を実行中に、1 つのイメージのインポート操作を実行

することができます。このデフォルト設定はコンソールの [全般設定] ページで変更できます。設定を増やすと、

複製が完了するまでの時間が長くなります。

n Horizon Image Management Service では、リンク クローンのワークスペース割り当てのイメージの管理

をサポートしていません。さらに、IMS で使用するポッドに Horizon View Composer がある場合は、それ

らのポッドで Horizon View Composer を無効にする必要があります。Horizon View Composer が有効

になっていると、イメージを正常に公開できません。

n Horizon Image Management Service では、管理対象イメージからクローン作成された仮想マシンにディ

レクトリを作成し、Horizon Agent をインストールするために、完全な組み込み Windows 管理者の権限が

必要です。詳細については、Microsoft のドキュメントで Microsoft Windows の組み込みの管理者アカウン

トについてのトピックを参照してください。

n 状況によっては、イメージが公開されると、同じ Horizon ポッドと vCenter Server に複数のイメージ コピ

ーが作成されます。公開プロセスに影響はありません。ただし、これらのコピーは適切な機能のために必要であ

るため、vCenter Server から削除しないでください。
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n Horizon ポッドを使用した公開ワークフローで選択できる特定のオプションは、[インポート]、[新しいイメー

ジ]、[新しいバージョン] ワークフローでの使用がサポートされていません。コンソールの [インポート]、[新し

いイメージ]、または [新しいバージョン] オプションを使用する場合、クラスタ、リソース プール、データスト

ア、またはネットワークを選択できません。この状況では、以前の [公開] 操作中に選択されたのと同じパラメー

タが使用されます。イメージを初めてインポートする場合は、クラスタ、リソース プール、データストア、およ

びネットワークが選択されます。

既知の問題 - IMS および第 1 世代の Horizon Cloud on Microsoft Azure デ
プロイ

イメージの公開中にタイムアウト エラーが発生し、仮想マシンがパワーオンされたままになり、公開フローが正常に

完了しない（2954270、2962049）

この問題は、公開プロセスの sysprep 手順を実行するときに発生する Microsoft Azure ハイパーバイザーの

問題の結果です。この問題は、一部の Azure 仮想マシン モデルで発生します。詳細については、VMware ナ
レッジベースの記事 KB88343 を参照してください。

Microsoft Azure チームの推奨事項に基づいて、Horizon Cloud ユーザーに解決策を提供するために、サー

ビスの自動化された [Marketplace からの仮想マシンのインポート] ウィザードで使用されるデフォルトの 

Azure 仮想マシン モデルは、サービスの v2204 リリースで変更され、GPU 以外の Windows 10 仮想マシ

ン（単一セッションとマルチセッションの両方）の自動インポートに Standard_DS2_v2 モデルが使用されま

す。

n シングルポッド イメージの場合、自動化のデフォルトの仮想マシン モデルは、以前に使用された 

Standard_D4_v3 仮想マシン モデルから、Standard_DS2_v2 を使用するように変更されました。

n マルチポッド イメージの場合、自動化のデフォルトの仮想マシン モデルは、以前に使用された 

Standard_D2_v2 モデルから、Standard_DS2_v2 を使用するように変更されました。

v2204 リリースの時点で、ポッドの Azure サブスクリプションに Azure DSv2 シリーズの割り当てを含めて

ください。

公開と再公開は、AGENT_PAIRING または SYSPREP エラーで失敗する場合がある。(270721)

このメッセージは、公開ワークフローの AGENT_PAIRING または SYSPREP の手順でエラーが発生した可能

性があることを示しています。このような状況では、Horizon Universal Console を使用したイメージ バー

ジョンの再公開の説明に従って、[再公開] アクションを試行します。これにより、回復できる場合があります。

「AGENT_PAIRING：最大再試行回数の後にタイムアウトしました」というエラーで、公開が失敗することがあ

る。(2741491)

マルチポッド環境では、イメージ バージョンの公開中のある時点で、一部またはすべてのイメージ コピーが失

敗状態になり、「AGENT_PAIRING：最大再試行回数の後にタイムアウトしました」というエラー メッセージ

が表示されることがあります。次の回避策を実行します。

n Microsoft Azure ポータルで仮想マシンを再起動し、イメージを再度公開します。
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n 公開が正常に完了しなかった場合は、仮想マシンに手動でログインし、仮想マシンを再起動してイメージを

再公開します。

[マルチポッド イメージ] ページで公開されているイメージは、一時的に [イメージ] ページにも表示される場合があ

る。(2683426)

イメージを公開すると、そのイメージは [マルチポッド イメージ] ページに表示されます。ただし、同じイメー

ジが [イメージ] ページに短時間表示されることもあります。[イメージ] ページに過渡的に表示されるイメージ

は無視してかまいません。これに対して操作は実行できず、短時間で表示されなくなります。

既知の問題 - 第 1 世代の Horizon Cloud 環境での IMS および Horizon
（Connection Server タイプ）のデプロイ

イメージの複製が「入力ストリームからのエンティティの読み取り中にエラーが発生しました」というエラーで公開

時に失敗する (2956616)

この問題は、vCenter Server 7.0.3 を含むデプロイで使用されるバージョン 2.2.x 以前の Horizon Cloud 
Connector で、イメージ ローカリティ サービス (ILS) からの API 呼び出しに失敗したことが原因で発生しま

す。ILS は、Horizon Image Management Service (IMS) 機能をサポートします。

この問題は、Horizon Cloud Connector バージョン 2.3.0 以降では解決されています。

コンソールの機能を使用してターゲット ポッドの vCenter Server でイメージ コピー用のデータストアおよびネ

ットワークを選択すると、プールの作成に失敗する (2982388)

Horizon Cloud Connector バージョン 2.2.x 以前では、イメージ コピーのためのデータストアとネットワー

クを選択するコンソールの機能に関連する既知の問題があります。この既知の問題により、システムはイメージ

を公開するために作成されたテンプレートに常に E1000 NIC を選択し、プールの作成が失敗します。

この問題は、Horizon Cloud Connector バージョン 2.3.0 以降では解決されています。
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Horizon Image Management 
Service の設定 2
Horizon Image Management Service を設定するには、まず参加する vCenter Server インスタンスを構成す

る必要があります。次に、イメージ カタログにイメージを追加し、これらの管理対象イメージに基づいてデスクトッ

プ割り当てを作成できます。

この章には、次のトピックが含まれています。

n クラウド接続された Horizon ポッド - Horizon Image Management Service で使用する vCenter 
Server インスタンスを構成する

n 第 1 世代テナント - IMS および Horizon 8 ポッド - イメージを vCenter Server からイメージ カタログに

インポートする

n 第 1 世代テナント - IMS および Horizon Cloud on Microsoft Azure のデプロイ - イメージをイメージ カ
タログにインポートする

n 第 1 世代テナント - イメージ バージョンの公開 - Horizon Image Management Service

n カタログでのイメージの作成

n [インポートされた仮想マシン] ページから [マルチポッド イメージ] ページへの仮想マシンの移動

クラウド接続された Horizon ポッド - Horizon Image 
Management Service で使用する vCenter Server インスタンス

を構成する

Horizon Image Management Service (IMS) を使用するには、最初に IMS で使用する管理対象イメージを含む

すべての vCenter Server インスタンス間で認証の信頼を確立する必要があります。その後、Horizon Universal 
Console で vCenter Server 認証情報を設定する必要があります。

この手順では、まず参加しているすべての vCenter Server インスタンス間で認証の信頼を確立します。次に、

Horizon Universal Console [vCenter Server 認証情報の設定] ウィザードを使用して、これらの vCenter 
Server インスタンスに対して IMS が使用するユーザー ログイン情報を指定します。

このログイン情報を構成することで、IMS には vCenter Server インスタンス上のイメージにアクセスする権限が

あることが保証されます。

前提条件

n Horizon Image Management Service に参加させたい Horizon ポッドをクラウド接続します。第 1 世代

テナント - IMS の使用開始を参照してください。
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n 参加している vCenter Server インスタンスが第 1 世代テナント - IMS のシステム要件に記載されている前提

条件を満たしていることを確認します。

n vCenter Server を使用した構成の潜在的な制限を確認するには、第 1 世代テナント - 第 1 世代の Horizon 
Cloud 環境における IMS の既知の制限と問題を参照してください。

手順

1 各 vCenter Server インスタンスの信頼されたルート CA 証明書を他の vCenter Server インスタンスに追

加して、vCenter Server インスタンス間の認証の信頼を確立します。

注：   vSphere Client を使用して vCenter Server インスタンスの信頼されたルート CA 証明書をダウンロ

ードするための特定のユーザー インターフェイスの手順については、vSphere のドキュメントを参照してくだ

さい。

各 vCenter Server インスタンスの場合：

a 適切なクライアントを使用して、構成する最初の vCenter Server インスタンスにアクセスします。

b vCenter Server インスタンスの信頼されたルート CA 証明書フォルダをローカル システムにダウンロー

ドします。ダウンロードしたフォルダには、信頼を設定するために必要な CRT 証明書ファイルが含まれて

います。

c その後、次の vCenter Server インスタンスにアクセスします。

d そのインスタンスの [証明書管理] 領域に移動し、最初のインスタンスからダウンロードした CRT 証明書フ

ァイルを追加します。

e Horizon Image Management Service 用に構成する vCenter Server インスタンスごとに、この手順

を繰り返します。

2 次に、Horizon Universal Console [vCenter Server 認証情報の設定] ウィザードを使用して構成を完了し

ます。

a Horizon Universal Console で、[インベントリ] - [イメージ - マルチポッド] の順にクリックします。

n Horizon Image Management Service をまだ設定していない場合は、ようこそ画面が表示され、

vCenter Server 認証情報を構成するように求められます。

n Horizon Image Management Service をすでに設定している場合は、メインの [マルチポッド イ
メージ] ページが表示されます。このページのメニュー選択を使用して、すでに構成されている 

vCenter Server インスタンスの認証情報を編集できます（これらの認証情報が変更された場合）。

b 画面のプロンプトに従います。

手順 2.a のユーザー インターフェイスに表示される内容に応じて、初期画面で [vCenter Server 認証情

報の設定] をクリックするか、メインの [マルチポッド イメージ] ページで [vCenter Server] - [認証情報

の設定] の順に選択します。

[vCenter Server 認証情報の設定] ウィザードが表示され、クラウド接続されたポッドに関連付けられてい

るすべての vCenter Server インスタンスのリストが表示されます。
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複数の vCenter Server インスタンスで同じログイン認証情報を使用している場合は、[すべての 

vCenter Server に同じ認証情報を使用] の切り替えオプションを有効にすることができます。この切り

替えオプションを有効にして 1 つの vCenter Server の認証情報を入力すると、同じ認証情報が他の 

vCenter Server インスタンスにも適用されます。

c [vCenter Server 認証情報の設定] ウィザードのユーザー インターフェイスに従います。リストに表示さ

れる各 vCenter Server について、vCenter Server の管理者アカウントのユーザー名とパスワードを入

力します。

d [次へ] をクリックします。

e ウィザードの [サマリ] ページで、vCenter Server の正しい認証情報が表示されていることを確認します。

[終了] をクリックして構成を完了します。

第 1 世代テナント - IMS および Horizon 8 ポッド - イメージを 

vCenter Server からイメージ カタログにインポートする

イメージを vCenter Server から IMS イメージ カタログにインポートし、第 1 世代の Horizon Cloud テナント

の Horizon ポッドへの公開の準備をするには、次の手順を使用します。

注：   これらすべての第 1 世代のドキュメント ページで、Horizon 8 ポッドという用語には、第 1 世代の Horizon 
Cloud 制御プレーンと互換性のあるソフトウェア バージョンを実行するポッドが含まれます。

初めてイメージをインポートするときに、そのイメージは新しいイメージのバージョン 1.0 としてカタログに追加さ

れます。

イメージがカタログにインポートされると、イメージは IMS によって管理されていると見なされるようになります。

イメージは管理対象イメージです。
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前提条件

n 参加する vCenter Server インスタンスを設定します。クラウド接続された Horizon ポッド - Horizon 
Image Management Service で使用する vCenter Server インスタンスを構成するを参照してください。

n VMware Tools がイメージのオペレーティング システムにインストールされていることを確認します。

VMware Tools がオペレーティング システムにインストールされていない場合、インポート操作は失敗しま

す。

n 最適な結果を得るには、最新の Windows アップデート パッチがイメージのオペレーティング システムにイン

ストールされていることを確認します。これらのアップデートにより、今後、イメージ上の Horizon Agent の
サイレント インストールを容易に行うことができます。

n イメージのゲスト Windows オペレーティング システムをデスクトップ プールで使用するための準備につい

ては、標準および従来の Horizon ガイダンスに従ってください。たとえば、Windows Server オペレーティ

ング システム タイプを単一セッションの仮想デスクトップとして使用するには、Horizon Agent を仮想マシ

ンにインストールする前に特定の手順を実行する必要があると Horizon のドキュメントに記載されています。

標準の Horizon ガイダンスについては、ポッドの Connection Server ソフトウェア バージョンに応じた情

報を参照してください。

n バージョン 7.13 - 『Horizon での仮想デスクトップのセットアップ』（Horizon 7 のドキュメントから入

手できます）。

n VMware Horizon 8 バージョン - 『Horizon での Windows デスクトップとアプリケーション』

（Horizon のドキュメントで入手できます）。

n [マーカー] フィールドに追加するマーカー名を少なくとも 1 つ決定します。

注目:    後でプール、VDI デスクトップ割り当て、またはファームを作成するときに、インポートしたイメ

ージを使用できるようにするには、少なくとも 1 つの名前付きマーカーが必要です。現在、コンソールでは

このインポート ユーザー インターフェイスでのマーカーの追加のみがサポートされており、それ以降はサ

ポートされません。

手順

1 第 1 世代の Horizon Universal Console の左側のペインで、[インベントリ] - [イメージ - マルチポッド] を
選択します。

2 [マルチポッド イメージ] ページで、次のいずれかのアクションを実行します。

コンソールに表示されるアクション ラベルは、第 1 世代テナントのポッド フリート内のデプロイ タイプ（フリ

ート内の Connection Server を実行する Horizon デプロイのみ、第 1 世代の Horizon Cloud on 
Microsoft Azure デプロイのみ、または両方のタイプ）によって異なります。画面の指示とプロンプトに従い

ます。

n [新規] - [vCenter Server からインポートする] をクリックします。

n [新規] をクリックします。

イメージのインポート ウィザードが表示されます。
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3 ウィザードの [定義] ページで、カタログにインポートするイメージのタイプのフィルタリング パラメータを指

定します。デスクトップ割り当てによって使用されている仮想マシン テンプレートまたは仮想マシン スナップ

ショットをインポートするには、[プールで使用中] の切り替えオプションを有効にします。次に、仮想マシン テ
ンプレートおよび仮想マシン スナップショットのフィルタリング パラメータの説明に従って検索フィルタを指

定します。

[イメージ] リストには、指定したフィルタリング パラメータに一致する使用可能なすべてのイメージが表示され

ます。

4 イメージを選択して、[次へ] をクリックします。

注：   Horizon Agent がすでにインストールされているイメージを選択した場合は、イメージの公開中にエー

ジェントをインストールしないことを選択できます。第 1 世代テナント - イメージ バージョンの公開 - 
Horizon Image Management Service を参照してください。

5 ウィザードの [詳細] ページで、イメージの構成オプションを入力します。

オプション 説明

名前 イメージの名前を入力します。Horizon Image Management Service は、イメージ カタ

ログにイメージを表示するときにこの名前を使用します。

ユーザー名 このイメージの組み込み Windows スーパー管理者アカウントの正しいユーザー名を入力し

ます。誤ったユーザー名を入力すると、公開操作が失敗します。

注：   Horizon Image Management Service では、このイメージからクローン作成され

た仮想マシンにディレクトリを作成し、Horizon Agent をインストールするために、完全な

組み込み Windows 管理者の権限が必要です。

パスワード このイメージの組み込み Windows スーパー管理者アカウントの正しいパスワードを入力し

ます。誤ったパスワードを入力すると、公開操作が失敗します。

説明 （オプション）イメージの説明を入力します。

マーカー イメージに関連付ける 1 つ以上の参照マーカーを定義します。マーカーは、イメージのバージ

ョン 1.0 に関連付けられます。

注目:    後でプール、VDI デスクトップ割り当て、またはファームを作成するときに、インポ

ートしたこのイメージを使用できるようにするには、少なくとも 1 つの名前付きマーカーが必

要です。現在、コンソールではこのインポート ユーザー インターフェイスでのマーカーの追

加のみがサポートされており、後の時点ではサポートされません。

コンソールの仕様により、このフィールドを使用する場合、目的のマーカー名を入力した後、

キーボードで Enter を押して、名前がフィールドに明示的に入力されるようにする必要があ

ります。入力した名前が [マーカー] フィールドに表示されない場合、名前が適切に入力されて

いないためイメージで構成できません。

 
6 [次へ] をクリックします。

7 ウィザードの [サマリ] ページで、イメージの情報を確認し、[完了] をクリックします。

Horizon Image Management Service はカタログへのイメージのインポートを開始し、新しいイメージを

リストに作成します。

[マルチポッド イメージ] ページでは、アクティビティの進行中に、[ステータス] 列に進行中であることを示す

アイコン（ ）を使用してアクティビティが表示されます。
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8 インポートの進行状況を監視するには、表示されているイメージの名前をクリックします。

イメージの名前をクリックすると、その詳細ページが表示されます。このページの [ステータス] 列には、現在の

アクティビティ ステータスも表示されます。

結果

インポート中、Horizon Image Management Service はソース ポッドのコンテンツ ライブラリにイメージのコ

ピーを作成します。また、イメージ カタログにイメージのメタデータを格納することによりイメージをサービスに登

録します。インポートが完了すると、イメージ バージョン 1.0 のステータスが変更され、アクティビティの完了を示

します。

次のステップ

イメージ バージョン 1.0 をクラウド接続ポッドに公開します。第 1 世代テナント - イメージ バージョンの公開 - 
Horizon Image Management Service を参照してください。

仮想マシン テンプレートおよび仮想マシン スナップショットのフィルタリング 
パラメータ

このトピックでは、イメージ カタログにインポートするための仮想マシン テンプレートと仮想マシン スナップショ

ットを検索および選択するために使用できるフィルタリング パラメータについて説明します。

パラメータ 説明

[プールで使用中] デスクトップ割り当てによって現在使用されている仮想マシン テンプレ

ートおよび仮想マシン スナップショットに検索範囲を制限するには、こ

の切り替えオプションをオンにします。

重要：   この設定をオンにした場合、イメージの公開が失敗しないように

するため、次のいずれかを実行する必要があります。

n イメージを公開する前に、Horizon Agent を手動でアンインスト

ールします。これを行うには、通常の Microsoft Windows のア

ンインストール プロセスを使用するか、エージェントをアンインス

トールするための MSI コマンドライン オプションを使用します。

特定のコマンドライン オプションについては、イメージのインスト

ール済みエージェントのバージョンに適用されるドキュメントを参

照してください。

n イメージを公開するときに、オプションを選択して Horizon 
Agent のインストールをスキップします。

[タイプ] n [プールで使用中] 切り替えオプションをオフにした場合は、[仮想マ

シン テンプレート] を選択します。

n [プールで使用中] 切り替えオプションを有効にした場合は、[仮想マ

シン テンプレート] または [仮想マシン スナップショット] を選択

します。

[ポッド] ドロップダウン メニューから、インポートするイメージを含むクラウド

接続ポッドを選択します。

ポッドを指定すると、そのポッドに関連付けられているインスタンスのみ

に vCenter Server の選択を絞り込むことができます。

[vCenter Server] ドロップダウン メニューから、インポートするイメージを含む vCenter 
Server インスタンスを選択します。
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第 1 世代テナント - IMS および Horizon Cloud on Microsoft 
Azure のデプロイ - イメージをイメージ カタログにインポートする

このページでは、コンソールの [イメージ - マルチポッド] ページを使用して、Microsoft Azure Marketplace か
ら Windows 仮想マシンを第 1 世代の Horizon Cloud テナントの IMS イメージ カタログにインポートする方法

について説明します。作成プロセスの最後に、新しいインポートされたイメージがコンソールの [マルチポッド イメ

ージ] ページに一覧表示され、マルチポッド イメージとして公開できるようになります。

重要：   このページは、第 1 世代のテナント環境があり、その第 1 世代の環境で IMS 機能を使用する場合にのみ使用

します。2022 年 8 月の時点で、Horizon Cloud Service - next-gen は一般公開され、独自の 次世代の使用に

関するドキュメント セットはこちらから入手できます。

次世代テナントがある場合は、通常、その次世代環境で IMS 機能を使用します。これらの次世代の IMS 機能とその

使用方法は、次世代の Horizon イメージの管理ページから始まる次世代のドキュメント セット内にあります。

次世代環境を使用している場合は、環境にログインして Horizon Universal Console ラベルを表示すると、ブラ

ウザの URL フィールドに /hcsadmin/ のような部分が含まれます。第 1 世代コンソールの URL の場合は、異な

るセクション (/horizonadmin/) があります。

ポッド フリートに複数のポッドがある第 1 世代テナントでこの Azure Marketplace からのインポートのワーク

フローを実行してポッドを選択する場合、選択するフリートのポッドは、ベース仮想マシンを作成するマニフェスト 

バージョンが最も低く、テナントのフリート内のすべてのポッドに公開プロセスを指示するポッドにすることを検討

してください。

この自動化された [Marketplace からの仮想マシンのインポート] ワークフローを使用してベース仮想マシンを作

成する場合、システムはデフォルトで特定の仮想マシン サイズを自動的に使用します。システムのデフォルトの選択

は、内部設定、ウィザードで行ったオペレーティング システム (OS) の選択、イメージを GPU 対応にするかどうか

に基づいています。

重要：   第 1 世代 Horizon Cloud on Microsoft Azure デプロイで使用できるようにするには、インポートされ

たすべての基本イメージを、Azure Marketplace から供給される Windows ベースの仮想マシンから構築する必

要があります。他のオリジンから取得したイメージを試し、コンソールがコンソール ワークフロー内でのイメージの

使用を妨げない場合でも、そのような画像の使用はサポートされていません。

イメージで Windows 11 オペレーティング システムが実行されている場合は、Azure Marketplace から直接供給

される必要があるほか、イメージを第 1 世代 Horizon Cloud on Microsoft Azure デプロイで有効にサポートす

るために後で処理することはできません。共有イメージ ギャラリー (SIG)、Azure 管理対象イメージ、Azure 仮想

マシン スナップショットなど、その他のソースからの Windows 11 仮想マシンのインポートは現在サポートされて

いません。

第 1 世代 Horizon Cloud on Microsoft Azure デプロイでのイメージ関連のワークフローでサポートされる 

Gen-1 マシンと Gen-2 マシンの組み合わせ、およびどの OS がどのマシン世代でサポートされているかについての

追加の考慮事項については、Microsoft Azure のポッドから提供されるイメージのサポートを参照してください。

マルチポッド イメージ - [Marketplace からの仮想マシンのインポート] ウィザードでは、以下が作成されます。

n 非 GPU Windows 10 OS、Windows 10 Enterprise マルチセッション OS、または Windows Server 
OS マルチポッド イメージ、Standard_DS2_v2 仮想マシン
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n 非 GPU Windows 11 OS または Windows 11 Enterprise マルチセッション OS マルチポッド イメー

ジ、Standard_D4s_v3 仮想マシン

n 非 GPU Windows 7 OS マルチポッド イメージ、Standard_DS2_v2 仮想マシン

n GPU 対応のマルチポッド イメージ、Standard_NV12s_v3 仮想マシン（Windows 7 では GPU がサポ

ートされない）

重要：   使用する予定の OS および GPU の選択に応じて、Azure サブスクリプションに、前述のリストの仮想マ

シン タイプに対する割り当ての可用性があることを確認します。サブスクリプションに適切な割り当てがない場合、

サブスクリプションで仮想マシンを作成できないため、[Marketplace からの仮想マシンのインポート] ワークフロ

ーは失敗します。

サブスクリプションで Standard_NV12s_v3 ファミリの割り当てを Microsoft Azure から取得できず、GPU 対
応のゴールド イメージを使用する場合は、この代替方法を使用できます。v2204 サービス リリース以降、Horizon 
Cloud では、AMD グラフィックス ドライバを使用して GPU 対応のゴールド イメージを構成するために、Azure 
Marketplace から Standard_NV4as_v4 仮想マシンを手動でインポートできます。このサポートを取得するに

は、ポッドが v2204 リリースのマニフェスト バージョンを実行している必要があります。このような仮想マシンを 

Azure Marketplace から手動でインポートして Horizon Cloud on Microsoft Azure の展開で使用する手順に

ついては、最初に Microsoft Azure から Horizon Cloud に仮想マシンを手動で構築してインポートするで始まる

一連のページに従い、次にそれ以降の「手順」のページと、それらのページにある「[次の手順]」セクションを参照

してください。次に、インポートされた仮想マシンがコンソールの [インポートされた仮想マシン] ページにある場合

は、[マルチポッド イメージに移動] を使用してその仮想マシンをコンソールの [イメージ - マルチポッド] ページに

移動します。

前提条件

この機能は、第 1 世代テナント内のすべての第 1 世代の Horizon Cloud Microsoft Azure デプロイで IMS 互換

のマニフェスト バージョン以降のマニフェストが実行されている場合にのみ使用できます。第 1 世代テナント - 
IMS のシステム要件を参照してください。

手順

1 [Marketplace からの仮想マシンのインポート] ウィザードを開始するには、第 1 世代コンソールの [マルチポ

ッド イメージ] ページで、次のいずれかを実行します。

n テナントのポッド フリートに Horizon Cloud on Microsoft Azure 環境と Horizon 環境の両方がある

場合は、[新規] - [Azure Marketplace からの作成] をクリックします。

n フリートに Horizon Cloud on Microsoft Azure 環境のみがある場合は、[新規] をクリックします。

2 ウィザードで、仮想マシンを作成するポッドを選択します。

最初にポッドに関連付けられた場所を選択してから、その場所のポッドのリストからポッドを選択します。
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場所を選択すると、[ポッド] リストの選択項目がフィルタされ、選択した場所で使用可能なポッドが表示されま

す。

重要：   GPU が有効なデスクトップまたはリモート アプリケーションでこのイメージを使用する予定がある場

合は、GPU が有効な仮想マシン (VM) をサポートする Microsoft Azure リージョンに選択したポッドが配置

されていること、および Microsoft Azure サブスクリプションが GPU が有効な仮想マシンをサポートするこ

とを確認します。GPU が有効な仮想マシンは、一部の Microsoft Azure リージョンでのみ使用できます。詳

細については、リージョン別の Azure 製品を参照してください。

3 ベース仮想マシンの詳細を選択します。

オプション 説明

オペレーティング システム イメージの基盤となる仮想マシンに使用する Microsoft Windows サーバ オペレーティン

グ システムを選択します。

注：   このドロップ ダウン メニューの項目が入力されるまでにはしばらく時間がかかります。

GPU を含める GPU が有効なイメージを指定するには、このトグルを有効にします。

n このオプションは、Windows 7 オペレーティング システムではサポートされていませ

ん。したがって、Windows 7 オペレーティング システムを選択した場合、このウィザ

ード オプションは表示されません。

n このトグルがグレーアウトされている場合、選択したポッドのリージョンでは Microsoft 
Azure サブスクリプションが GPU ハードウェアをサポートしていないことを示しま

す。

重要：   このトグルを使用すると、システムは Standard_NV12s_v3 仮想マシン タイプを

使用して Azure Marketplace から仮想マシンをインポートします。インポートされた仮想

マシンで GPU 機能を使用するには、インポート プロセスが完了したら、仮想マシンのオペレ

ーティング システムにログインし、サポートされている NVIDIA グラフィックス ドライバを

インストールする必要があります。

パブリック IP アドレスを有効にする このトグルを有効にすると、このマスター仮想マシンの公開 IP アドレスを構成します。有効

にすると、仮想マシンはプライベートとパブリックの両方の IP アドレスを取得します。

このトグルをオフに切り替えると、仮想マシンは Microsoft Azure 環境のプライベート IP 
アドレスのみを使用して構成されます。
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4 管理の詳細を指定します。

注：   入力するユーザー名とパスワードは、Microsoft Azure で仮想マシンを作成する場合に許可されるユー

ザー名とパスワードに対する Microsoft の要件を満たしている必要があります。要件のリストについては、

Microsoft のドキュメントの「ユーザー名の要件」と「パスワードの要件」を参照してください。

オプション 説明

ユーザー名 仮想マシンのローカル管理者アカウントに使用する管理者名を入力します。このローカル管理

者アカウントは、プロセスで仮想マシン内に作成されます。この名前は、仮想マシンのオペレ

ーティング システムにアクセスするためのローカル管理者アカウントに使用されます。この

名前は最大 15 文字の長さで、ピリオド (".") で終了することはできません。また、

Microsoft Azure で仮想マシンを作成するときに許可されていない管理者名を使用すること

はできません。

重要：   このローカル管理者のアカウント情報（名前および [パスワード] テキスト ボックス

で指定したパスワード）を確実に記憶するようにしてください。あるいは後で情報を取得する

際に使用するため、忘れないように書き留めておいてください。この基本イメージにサードパ

ーティ アプリケーションを追加するには、これらの認証情報が必要です。

パスワード 管理者アカウントに使用するパスワードを入力します。パスワードは、Microsoft Azure の
パスワード ルールに従う必要があります。

n Microsoft Azure で仮想マシンを作成するときに許可されていない管理者アカウント 

パスワードを使用することはできません。

n 12 ～ 123 文字の長さで、次の 4 つの複雑さの要件のうち 3 つを満たす必要があります。

n 1 つの小文字を含む。

n 1 つの大文字を含む。

n 1 つの数字を含む。

n 1 つの特殊文字（(!@#$%/^&*) など）を含む。

パスワードの検証 パスワードを再入力します。

 

第 1 世代テナント - Horizon Image Management Service (IMS) ガイド

VMware, Inc. 42

https://docs.microsoft.com/en-us/azure/virtual-machines/windows/faq#what-are-the-username-requirements-when-creating-a-vm
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/virtual-machines/windows/faq#what-are-the-password-requirements-when-creating-a-vm


5 [名前] テキスト ボックスに、イメージの名前とオプションの説明を入力します。

オプション 説明

名前 イメージの名前を入力します。

重要：   Horizon Cloud 環境でイメージに以前使用していた名前は入力しないでください。

既知の問題として、すでに [マルチポッド イメージ] ページにリストされている名前を再利用

した場合、仮想マシンの作成プロセスは警告なしで失敗します。システムは Microsoft 
Azure に仮想マシンを作成しませんが、管理コンソールにはエラー メッセージが表示されま

せん。

名前を選択するときに、使用している名前が [マルチポッド イメージ] ページまたは [イメー

ジ] ページのどちらにもイメージ名として表示されていないことを確認します。

名前は次のルールに従う必要があります。

n アンダースコア文字 (_) を含めることはできません。

n 英数字とハイフンのみを使用することができます。

n 名前は（数字ではなく）英字で始める必要があります。

n 名前の終わりにはハイフン (-) を使用できません。

説明 イメージの説明（オプション）を入力します。

マーカー 重要：   コンソールの割り当ての作成ワークフローで後で割り当てを作成するためにイメージ

を使用できるようにするには、少なくとも 1 つのマーカーを割り当てる必要があります。ここ

で少なくとも 1 つのマーカーを割り当てない場合、イメージは、後の割り当ての作成ワークフ

ローの選択肢としてユーザー インターフェイスに表示されません。[インポート] をクリック

する前に、このボックスに少なくとも 1 つの文字列が表示されていることを確認してください。

このユーザー インターフェイスのボックスを使用して、イメージに関連付ける 1 つ以上の参照

マーカーを定義します。マーカーは、イメージのバージョン 1.0 に関連付けられます。

文字を入力すると、それらの文字はユーザー インターフェイスのボックスとボックスの下の青

い行の両方に表示されます。

重要：   文字を入力したら、このユーザー インターフェイスのボックスへのマーカーの追加を

完了する必要があります。[Enter] キーを押すか、ボックスの下の青い行に表示されている文

字列をクリックします。文字列がユーザー インターフェイスのボックスに完全に追加される

と、ボックスには、丸みのあるアウトラインで囲まれた文字と、それを削除するための小さな 

[x] が表示されます。ボックス内に丸みのあるアウトラインで囲まれた文字列が表示されない

場合、マーカーは保存されていません。割り当てに使用するイメージのマーカーを保存する必

要があります。

 
6 [インポート] をクリックします。

Horizon Image Management Service はカタログへのイメージのインポートを開始し、新しいイメージを

リストに作成します。進行中を示すアイコン ( ) が [マルチポッド イメージ] ページのイメージの [ステータ

ス] 列に表示されます。

7 インポートの進行状況を監視するには、[マルチポッド イメージ] ページでイメージの名前をクリックします。

イメージの詳細ページが表示されます。
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インポートの進行中に、進行中を示すアイコン ( ) がバージョン 1.0 の [ステータス] 列に表示されます。この

プロセスでは、Horizon Image Management Service は、ソース ポッドに対応する Microsoft Azure サ
ブスクリプションのリソース グループにイメージのコピーを作成します。また、イメージ カタログにイメージ

のメタデータを格納することによりイメージをサービスに登録します。インポートが完了すると、イメージ バー

ジョン 1.0 のステータスが [展開の完了] に変わります。

次のステップ

イメージ バージョン 1.0 を第 1 世代テナントの Horizon Cloud on Microsoft Azure デプロイに公開します。

第 1 世代テナント - イメージ バージョンの公開 - Horizon Image Management Service を参照してください。

重要：   コンソールの公開ワークフローでは、特にこのイメージを App Volumes on Azure 機能で使用する場合

は Horizon Agent のインストールを選択することを忘れないでください。インポートされたイメージには、公開ワ

ークフローでインストールされるまでエージェント機能はありません。

第 1 世代テナント - イメージ バージョンの公開 - Horizon Image 
Management Service

イメージをカタログにインポートするか、イメージ バージョンを作成したら、イメージ バージョンを第 1 世代テナ

ントのポッドに公開する必要があります。イメージ バージョンを公開すると、プールの割り当て、デスクトップの割
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り当て、およびファームで使用できるようになります。Horizon Universal Console を使用してこれらの手順を実

行します。

重要：   イメージは、同じポッド タイプ ファミリ内のポッドにのみ公開されます。2 つのファミリは、Horizon 
Connection Server ソフトウェアで実行される Horizon ポッドと Horizon Cloud ポッド マネージャ テクノロ

ジーに基づく Horizon Cloud ポッドです。Connection Server を実行している Horizon ポッドからのイメー

ジは、それと同じタイプのポッドにのみ公開され、Microsoft Azure のポッド マネージャ ベースのポッドからのイ

メージも、それと同じタイプのポッドにのみ公開されます。Horizon ポッドからのイメージは VDI または RDSH 
のどちらでもかまいませんが、Horizon Cloud ポッドからのイメージは VDI デスクトップ イメージである必要が

あります。

注意:    次の警告が Horizon Cloud on Microsoft Azure デプロイに適用されます。

n Microsoft Azure のポッドをソースとするイメージを公開し、それが Horizon Cloud でシールドされた状態

にある場合は、Microsoft Azure ポータルを使用して、そのイメージ仮想マシンまたはそのコピーに対してア

クションを実行しないでください。Microsoft Azure ポータルを使用して、Horizon Cloud で公開されてい

る状態の仮想マシンに対して直接アクションを実行することはサポートされておらず、予期しない動作を引き起

こします。シールドされたイメージに対してアクションを実行する際は、必ず Horizon Universal Console 
を使用してください。

n より新しいバージョンの Microsoft Azure ポッドにデプロイされたイメージ バージョンを公開し、「Cannot 
publish because the destination pods lower-version-pod-name belong to a lower version 
compared to the source pod,」というエラーが表示される場合は、次のいずれかの回避策を実行します。

n 公開時に [インストール]Horizon Agent を選択解除します。

n 最も低いバージョンのポッドからイメージをインポートします。

n [送信先] セクションでポッドの lower-version-pod-name を選択解除します。

前提条件

n IMS で使用している Horizon 8 ポッドの場合は、参加する vCenter Server インスタンスを設定します。ク

ラウド接続された Horizon ポッド - Horizon Image Management Service で使用する vCenter Server 
インスタンスを構成するを参照してください。

n すべてのテナントの第 1 世代 Horizon Cloud on Microsoft Azure ポッドが健全でオンラインであり、

Microsoft Azure サブスクリプションのすべてのリージョンに十分な割り当てがあることを確認します。

n イメージをインポートします。Horizon 8 ポッドについては、第 1 世代テナント - IMS および Horizon 8 ポッ

ド - イメージを vCenter Server からイメージ カタログにインポートするを参照してください。Horizon 
Cloud on Microsoft Azure ポッドについては、第 1 世代テナント - IMS および Horizon Cloud on 
Microsoft Azure のデプロイ - イメージをイメージ カタログにインポートするを参照してください。

n イメージをプール、デスクトップの割り当て、またはファームで使用できるようにするには、少なくとも 1 つの

マーカーが必要です。マーカーは、作成またはインポート中にイメージに追加できます。

n 公開するイメージ バージョンの親イメージまたはテンプレートに保留中の Windows アップデートがないこと

を確認します。Windows アップデートが保留中の場合、イメージの公開は失敗します。
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n インポートされた仮想マシンからイメージを公開する場合は、公開する前に、その仮想マシンからカスタム スク

リプト拡張機能を削除する必要があります。

n Horizon ポッドがバージョン 2103 以降で、32 ビット イメージを使用する場合は、イメージをカタログにイン

ポートする前に、32 ビット Horizon Agent を手動でイメージに事前インストールする必要があります。ポッ

ドがバージョン 2103 以降の場合は、そのイメージをカタログにインポートする前に、32 ビット イメージに 32 
ビット Horizon Agent がインストールされている必要があります。その 32 ビット イメージをインポートし

た後、公開ワークフローで [Horizon Agent のインストール] オプションを選択解除して、公開ワークフローが

エージェントのインストールをスキップする必要があります。

手順

1 コンソールで、[インベントリ] - [イメージ - マルチポッド] を選択します。

コンソールには、イメージ カタログに登録されているすべてのイメージが表示されます。

2 公開するバージョンを含むイメージの名前をクリックします。

イメージの詳細ページが表示され、すべてのバージョンが一覧表示されます。

3 イメージの詳細ページで、公開するバージョンを選択します。詳細 ([...]) ボタンをクリックし、メニューから 

[公開] を選択します。

注：   公開できるのは、ステータスが「展開の完了」のイメージのみです。

[イメージの公開] ダイアログ ボックスが表示されます。

4 公開されたイメージ バージョンのオプションを指定します。

Horizon Connection Server ポッド タイプの場合は、次の表に示すようにオプションを指定します。

オプション 説明

クローン タイプ 次のオプションから選択します。

n [フル クローン]

n [インスタント クローン]

イメージ タイプ 次のオプションから選択します。

n [VDI]

n [セッション デスクトップ]

n [リモート アプリケーション]
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オプション 説明

Horizon Agent のインストール Horizon Agent をインストールせずにイメージを公開するには、このオプションの選択を解

除します。

Horizon ポッドがバージョン 2103 以降で、これが 32 ビット イメージの場合は、32 ビッ

トの Horizon Agent がインストール済みである必要があります。その場合は、[Horizon 
Agent のインストール] オプションを選択しないでください。選択した場合、エラーが発生し

ます。

注：   インポートする前にエージェントをイメージにインストールした場合のみ、このオプシ

ョンの選択を解除してください。この場合、正しいバージョンのエージェントがインストール

されていることを確認する必要があります。

重要：   [インポートされた仮想マシン] ページから移動したイメージの場合、エージェントの

正しいバージョンがすでにインストールされているはずのため、このオプションは使用できま

せん。

Horizon Agent 機能 （オプション）各 Horizon Agent 機能の可用性を指定するには、各機能の切り替えオプショ

ンをオンまたはオフにします。

Horizon Agent の複数のバージョンがある場合は、各バージョンに対して、そのバージョン

で使用可能なオプションを示す列が表示されます。各列のヘッダーには、その Horizon 
Agent バージョンを使用するポッドの数も示されます。ヘッダーにマウス ポインタを置く

と、ポッドの名前と場所が表示されます。

注意：   Horizon Agent のバージョンが複数ある場合は、イメージにインストールされてい

るバージョンがここに示されている最低バージョンよりも高くないことを確認する必要があり

ます。インストールされているバージョンがここに表示されている最低バージョンよりも高い

場合は、エージェントのインストールが失敗しないように手動でアンインストールします。

Horizon Agent 機能の詳細については、VMware Horizon のドキュメントを参照してく

ださい。

ターゲットの選択 複製用のターゲット ポッドを選択します。このオプションが選択されていない場合、テナント

の IMS で使用するように構成されているすべての Horizon ポッドにイメージが公開されま

す。

このオプションを選択すると、使用可能なポッドのリストが表示されます。各ポッドの横にあ

るチェック ボックスをオンにして選択します。イメージのソース ポッドはデフォルトで選択

されており、選択解除することはできません。

データストアとネットワーク [ホスト] または [クラスタ]、[リソース プール]、[データストア]、および [ネットワーク] の
順に選択します。[ネットワーク] オプションの場合、vSphere Standard 仮想スイッチ ネ
ットワークのみがサポートされます。

 
Microsoft Azure のポッドの場合は、次の表に示すオプションを指定します。

オプション 説明

Windows イメージの最適化 選択すると、Windows イメージが最適化されます。このオプションにより物理デスクトップ

機能が無効になり、仮想マシンのパフォーマンスとキャパシティの使用が効率化され、

Microsoft Windows Sysprep の問題を回避できるようになります。詳細については、

[Marketplace からの仮想マシンのインポート] ウィザードを使用する場合に Windows イ
メージの最適化を決定するを参照してください。

Windows ストア アプリを削除 選択すると、Windows ストア アプリケーション（AppX パッケージとも呼ばれます）が削

除され、アプリケーションと Windows ストアの自動アップデートとダウンロードが無効に

なります。これによりパフォーマンスが向上し、Microsoft Windows Sysprep の問題を

回避できるようになります。詳細については、[デスクトップのインポート] ウィザードを使用

する場合に [Windows ストア アプリを削除] オプションを使用するを参照してください。
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オプション 説明

ターゲットの選択 複製用のターゲット ポッドを選択します。このオプションが選択されていない場合は、

Microsoft Azure のすべてのポッドにイメージが公開されます。

このオプションを選択すると、使用可能なポッドのリストが表示されます。各ポッドの横にあ

るチェック ボックスをオンにして選択します。イメージのソース ポッドはデフォルトで選択

されており、選択解除することはできません。

会社名 このイメージから作成されたデスクトップのデフォルトとして表示される名前。

タイム ゾーン 会社の所在地タイム ゾーン。

NSX Agent のインストール イメージに NSX Agent をインストールするには、このオプションを選択します。

このオプションは、環境内でイメージ管理に NSX Agent をインストールする機能が有効に

なっている場合にのみ表示されます。

注：   このオプションを選択する前に、関連するすべての NSX コンポーネントがインストー

ルされ、構成されていることを確認します。このポッドに関連付けられている割り当てに対し

て、NSX Cloud のネットワークおよびセキュリティ機能を有効にします。詳細については、

Microsoft Azure 内の VMware NSX Cloud と Horizon Cloud ポッドを参照してくだ

さい。このオプションは、NSX Cloud バージョン 3.1.1 以降がポッドの仮想ネットワークに

インストールされている場合にのみ使用できます。3.1.1 より前の NSX Cloud バージョンで

は https://kb.vmware.com/s/article/81158 の説明に従って、NSX Cloud ゲートウェ

イの Microsoft Azure プライベート DNS を構成します。そうしないと、イメージの公開は

失敗します。

Horizon Agent のインストール Horizon Agent をインストールせずにイメージを公開するには、このオプションの選択を解

除します。

Horizon ポッドがバージョン 2103 以降で、これが 32 ビット イメージの場合は、32 ビッ

トの Horizon Agent がインストール済みである必要があります。その場合は、[Horizon 
Agent のインストール] オプションを選択しないでください。選択した場合、エラーが発生し

ます。

注目:    インポートする前にエージェントをイメージにインストールした場合のみ、このオプシ

ョンの選択を解除してください。この場合、正しいバージョンのエージェントがインストール

されていることを確認する必要があります。

注：   [インポートされた仮想マシン] ページから移動したイメージの場合、エージェントの正

しいバージョンがすでにインストールされているはずのため、このオプションは使用できませ

ん。

データストアとネットワーク [ホスト] または [クラスタ]、[リソース プール]、[データストア]、および [ネットワーク] の
順に選択します。[ネットワーク] オプションの場合、vSphere Standard 仮想スイッチ ネ
ットワークのみがサポートされます。

 
5 [送信] をクリックします。

公開プロセスが開始されます。この操作中、Horizon Image Management Service は、イメージ バージョ

ンのコピーを複製して各クラウド接続ポッドのコンテンツ ライブラリに配置します。

注：   イメージは、リソース キャパシティのタイプが同じポッドに公開されます。たとえば、Horizon ポッド 

デプロイのイメージは Horizon ポッド デプロイにのみ公開され、Microsoft Azure からのイメージは 

Microsoft Azure クラウド キャパシティ内のポッドにのみ公開されます。

公開操作の進行中に、イメージ バージョンには、進行中 ( ) のステータスが表示されます。
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6 公開の進行状況を監視するには、イメージの詳細ページでバージョン番号をクリックします。

バージョンの詳細ページが表示されます。

結果

[イメージのコピー] セクションには、イメージ バージョンが各ポッドに複製されるときのステータスが表示されま

す。複製中に、バージョンのコピーには、進行中 ( ) のステータスが表示されます。複製が完了すると、ステータ

スは [利用可能] に変更されます。

n Horizon ポッド デプロイの場合、最初にイメージをインポートしたソース ポッドには、2 つのバージョンのコ

ピーが表示されます。[展開の完了] ステータスのコピーは、ポッドのコンテンツ ライブラリに複製されたソース 

イメージを表します。[利用可能] ステータスのコピーは、割り当てに使用できる公開済みイメージ バージョンを

表します。

n Microsoft Azure のポッドの場合、コピーは 1 つだけです。このコピーのステータスは、公開前は [展開の完

了] で、公開後に [利用可能] になります。

注：   公開済みイメージ バージョンに変更を加えることはできません。

ポッドがオフラインになるなど、環境上の問題が原因で一部またはすべてのポッドで複製プロセスが失敗することが

あります。

n 一部のポッドで失敗し、他のポッドで成功した場合、ステータスは [部分的に利用可能] になります。

n すべてのポッドで失敗した場合、ステータスは [失敗] になります。

イメージ バージョンのステータスが [部分的に利用可能] または [失敗] の場合は、特定のポッドで失敗の原因となっ

た環境上の問題を修正した後で、イメージ バージョンを再公開できます。Horizon Universal Console を使用し

たイメージ バージョンの再公開を参照してください。

次のステップ

n 新しく公開されたイメージに基づいてデスクトップ割り当てを作成します。ポッドのタイプに応じて、次のリン

クにある手順を参照してください。

n Horizon ポッド：3 章 クラウド接続された Horizon ポッド - Horizon Cloud 管理対象イメージを使用し

たデスクトップ割り当ての作成を参照

n Horizon Cloud ポッド：4 章 Microsoft Azure のポッド - 管理対象イメージを使用した VDI マルチク

ラウド割り当ての作成を参照

n 新しく公開されたイメージを使用するように既存のデスクトップ割り当てを再関連付けするには、カスタマイズ

されたイメージを使用したデスクトップ割り当ての更新を参照してください。

カタログでのイメージの作成

カタログ内の既存のイメージ バージョンに基づいてイメージを作成することができます。この機能により、既存のイ

メージをイメージ バージョンの新しいコレクションにすばやく分岐できます。これらの手順は Horizon Universal 
Console で実行します。
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前提条件

Horizon Connection Server に基づくタイプの Horizon ポッドのイメージを作成する場合は、最初に参加する 

vCenter Server インスタンスを設定する必要があります。クラウド接続された Horizon ポッド - Horizon 
Image Management Service で使用する vCenter Server インスタンスを構成するを参照してください。

手順

1 コンソールで、[インベントリ] - [イメージ - マルチポッド] を選択します。

コンソールには、イメージ カタログに登録されているすべてのイメージが表示されます。

2 新しいイメージの基盤として機能するバージョンが含まれている既存のイメージの名前をクリックします。

イメージの詳細ページが表示され、イメージのすべてのバージョンが一覧表示されます。

3 新しいイメージの基盤となるバージョンを選択してから、[新しいイメージ] をクリックします。

[新しいイメージ] ダイアログ ボックスが表示されます。

4 新しいイメージのオプションを指定します。

オプション 説明

ソース イメージのバージョン この読み取り専用フィールドには、新しいイメージのソースのバージョン番号が表示されます。

イメージ名 新しいイメージの名前を入力します。

説明 （オプション）新しいイメージの説明を入力します。

バージョン この読み取り専用フィールドには、新しいイメージのバージョン番号が表示されます。デフォ

ルトでは、新しいイメージはバージョン 1.0 として作成されます。

説明 （オプション）新しいイメージ バージョンの説明を入力します。

マーカー （オプション）1 つ以上の参照マーカーを定義して、新しいイメージに関連付けます。

 
5 [送信] をクリックします。

Horizon Image Management Service はイメージを作成し、イメージ カタログに追加します。新しいイメ

ージには、ソース イメージに基づいた 1.0 バージョンが含まれています。

次のステップ

イメージ バージョン 1.0 をクラウド接続ポッドに公開します。第 1 世代テナント - イメージ バージョンの公開 - 
Horizon Image Management Service を参照してください。
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[インポートされた仮想マシン] ページから [マルチポッド イメージ] 
ページへの仮想マシンの移動

このページでは、コンソールの [インポートされた仮想マシン] ページにテナントの Horizon Universal Console 
デプロイにあるシングルポッドベースの仮想マシンが一覧表示される Horizon Cloud on Microsoft Azure で通

常使用されるプロセスについて説明します。このようなシングルポッド イメージを IMS で使用するには、まずコン

ソールの [マルチポッド イメージ] ページに移動して、そこからマルチポッド イメージを作成します。

重要：   第 1 世代 Horizon Cloud on Microsoft Azure デプロイで使用できるようにするには、インポートされ

たすべての基本イメージを、Azure Marketplace から供給される Windows ベースの仮想マシンから構築する必

要があります。他のオリジンから取得したイメージを試し、コンソールがコンソール ワークフロー内でのイメージの

使用を妨げない場合でも、そのような画像の使用はサポートされていません。

イメージで Windows 11 オペレーティング システムが実行されている場合は、Azure Marketplace から直接供給

される必要があるほか、イメージを第 1 世代 Horizon Cloud on Microsoft Azure デプロイで有効にサポートす

るために後で処理することはできません。共有イメージ ギャラリー (SIG)、Azure 管理対象イメージ、Azure 仮想

マシン スナップショットなど、その他のソースからの Windows 11 仮想マシンのインポートは現在サポートされて

いません。

第 1 世代 Horizon Cloud on Microsoft Azure デプロイでのイメージ関連のワークフローでサポートされる 

Gen-1 マシンと Gen-2 マシンの組み合わせ、およびどの OS がどのマシン世代でサポートされているかについての

追加の考慮事項については、Microsoft Azure のポッドから提供されるイメージのサポートを参照してください。

コンソールの [インポートされた仮想マシン] ページには、設計上シングルポッドベースの仮想マシンが一覧表示され

ます。シングルポッドベースの仮想マシンは、2 つのシナリオの結果としてページに表示されます。1 つのシナリオ

は、Azure Marketplace から特定の Horizon Cloud ポッドにベース仮想マシンを手動でインポートする場合で

す。もう 1 つのシナリオは、[インポートされた仮想マシン] ページでシングルポッドの [Marketplace からの仮想

マシンのインポート] ワークフローを使用して特定のポッドにベース仮想マシンを作成する場合です。

コンソールの [インポートされた仮想マシン] ページには、インポートされた仮想マシンをシーリングされたゴールド 

イメージとして公開するための 2 つのオプションがあります。

n [イメージへの公開] - このオプションは、仮想マシンをシングル ポッドの割り当て可能なイメージとして [イメ

ージ] ページに公開します。

n [マルチポッド イメージに移動] - このオプションは、仮想マシンを [マルチポッド イメージ] ページに移動し、

そこでマルチポッド イメージとして公開できます。

このトピックでは、[マルチポッド イメージに移動] オプションについて説明します。

[マルチポッド イメージに移動] フローでは、システムは移動中の仮想マシンのサイズを保持します。

前提条件

n この手順はデスクトップ仮想マシンに対してのみ使用できます。

n Horizon Cloud on Microsoft Azure 環境では、すべてのポッドが 第 1 世代テナント - IMS のシステム要件 

で指定されたマニフェスト バージョンである場合にのみ、この機能を使用できます。
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n 仮想マシンを [マルチポッド イメージ] ページに移動する前に、仮想マシンに正しい Horizon Agent をインス

トールしてペアリングしたことを確認します。

注目:    イメージ管理サービス (IMS) を使用せずに Microsoft Azure の個々のポッドで過去に作成および公開され

たイメージの場合、最初に [イメージ] ページでイメージを複製する必要があります。これにより、[インポートされ

た仮想マシン] ページに重複する仮想マシンが作成され、次の手順を使用して移動できます。複製の詳細については、

Microsoft Azure の Horizon Cloud ポッドから公開されたイメージに対して実行できるアクションを参照してく

ださい。

手順

1 [インポートされた仮想マシン] ページで、仮想マシンを選択し、[マルチポッド イメージに移動] をクリックし

ます。

2 次の表の説明どおりにオプションを指定します。

オプション 説明

イメージ名 イメージの名前を入力します。

重要：   Horizon Cloud 環境でイメージに以前使用していた名前は入力しないでください。

既知の問題として、すでに [マルチポッド イメージ] ページにリストされている名前を再利用

した場合、仮想マシンの作成プロセスは警告なしで失敗します。システムは Microsoft 
Azure に仮想マシンを作成しませんが、管理コンソールにはエラー メッセージが表示されま

せん。

名前を選択するときに、使用している名前が [マルチポッド イメージ] ページまたは [イメー

ジ] ページのどちらにもイメージ名として表示されていないことを確認します。

名前は次のルールに従う必要があります。

n アンダースコア文字 (_) を含めることはできません。

n 英数字とハイフンのみを使用することができます。

n 名前は（数字ではなく）英字で始める必要があります。

n 名前の終わりにはハイフン (-) を使用できません。

説明 イメージの説明（オプション）を入力します。

マーカー 重要：   コンソールの割り当ての作成ワークフローで後で割り当てを作成するためにイメージ

を使用できるようにするには、少なくとも 1 つのマーカーを割り当てる必要があります。ここ

で少なくとも 1 つのマーカーを割り当てない場合、イメージは、後の割り当ての作成ワークフ

ローの選択肢としてユーザー インターフェイスに表示されません。[インポート] をクリック

する前に、このボックスに少なくとも 1 つの文字列が表示されていることを確認してください。

このユーザー インターフェイスのボックスを使用して、イメージに関連付ける 1 つ以上の参照

マーカーを定義します。マーカーは、イメージのバージョン 1.0 に関連付けられます。

文字を入力すると、それらの文字はユーザー インターフェイスのボックスとボックスの下の青

い行の両方に表示されます。

重要：   文字を入力したら、このユーザー インターフェイスのボックスへのマーカーの追加を

完了する必要があります。[Enter] キーを押すか、ボックスの下の青い行に表示されている文

字列をクリックします。文字列がユーザー インターフェイスのボックスに完全に追加される

と、ボックスには、丸みのあるアウトラインで囲まれた文字と、それを削除するための小さな 

[x] が表示されます。ボックス内に丸みのあるアウトラインで囲まれた文字列が表示されない

場合、マーカーは保存されていません。割り当てに使用するイメージのマーカーを保存する必

要があります。
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オプション 説明

GPU を含める 移動の結果として GPU 対応のマルチポッド イメージを指定するには、このトグルを有効にし

ます。

n このオプションは、Windows 7 オペレーティング システムではサポートされていませ

ん。したがって、Windows 7 オペレーティング システムを選択した場合、このウィザ

ード オプションは表示されません。

n このトグルがグレーアウトされている場合、選択したポッドのリージョンでは Microsoft 
Azure サブスクリプションが GPU ハードウェアをサポートしていないことを示しま

す。

注目:    GPU が有効なデスクトップまたはリモート アプリケーションでこのイメージを使用

する予定がある場合は、GPU が有効な仮想マシン (VM) をサポートする Microsoft Azure 
リージョンに選択したポッドが配置されていること、および Microsoft Azure サブスクリプ

ションが GPU が有効な仮想マシンをサポートすることを確認します。GPU が有効な仮想マ

シンは、一部の Microsoft Azure リージョンでのみ使用できます。詳細については、リージ

ョン別の Azure 製品を参照してください。

重要：   GPU を有効にした場合は、ベース仮想マシンが作成された後に、仮想マシンのオペ

レーティング システムにログインし、適切なグラフィックス ドライバをインストールして、

Microsoft Azure の GPU 対応仮想マシンの GPU 機能を取得する必要があります。ワー

クフローが完了した後、ドライバをインストールします。

ユーザー名 仮想マシンのローカル管理者アカウントに使用する管理者名を入力します。このローカル管理

者アカウントは、プロセスで仮想マシン内に作成されます。この名前は、仮想マシンのオペレ

ーティング システムにアクセスするためのローカル管理者アカウントに使用されます。この

名前は最大 15 文字の長さで、ピリオド (.) で終了することはできません。また、Microsoft 
Azure で仮想マシンを作成するときに許可されていない管理者名を使用することはできませ

ん。

注：   入力するユーザー名は、Microsoft Azure で仮想マシンを作成する場合に許可される

ユーザー名に対する Microsoft の要件を満たしている必要があります。要件のリストについ

ては、Microsoft のドキュメントにあるユーザー名の要件を参照してください。

重要：   このローカル管理者のアカウント情報（名前および [パスワード] テキスト ボックス

で指定したパスワード）を確実に記憶するようにしてください。あるいは後で情報を取得する

際に使用するため、忘れないように書き留めておいてください。この基本イメージにサードパ

ーティ アプリケーションを追加するには、これらの認証情報が必要です。

パスワード 管理者アカウントに使用するパスワードを入力します。パスワードは、Microsoft Azure の
パスワード ルールに従う必要があります。

n Microsoft Azure で仮想マシンを作成するときに許可されていない管理者アカウント 

パスワードを使用することはできません。

n 12 ～ 123 文字の長さで、次の 4 つの複雑さの要件のうち 3 つを満たす必要があります。

n 1 つの小文字を含む

n 1 つの大文字を含む

n 1 つの数字を含む

n 1 つの特殊文字（! @#$%/^&*) を含む

注：   入力するパスワードは、Microsoft Azure で仮想マシンを作成する場合に許可される

パスワードに対する Microsoft の要件を満たしている必要があります。要件のリストについ

ては、Microsoft のドキュメントにあるパスワードの要件を参照してください。

パスワードの検証 パスワードを再入力します。
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3 [移動] をクリックします。

Horizon Image Management Service は、イメージをカタログにインポートし、[マルチポッド イメージ] 
ページのリストに新しいイメージを作成します。これはバージョン 1.0 のイメージであり、ステータスは [展開

の完了] です。

次のステップ

イメージ バージョン 1.0 をクラウド接続ポッドに公開します。第 1 世代テナント - イメージ バージョンの公開 - 
Horizon Image Management Service を参照してください。

注：   [インポートされた仮想マシン] ページから移動したイメージを公開するときに、エージェントの正しいバージ

ョンがすでにインストールされているはずのため、[Horizon Agent のインストール] オプションは使用できませ

ん。
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クラウド接続された Horizon ポッド - 
Horizon Cloud 管理対象イメージを
使用したデスクトップ割り当ての作成

3
Horizon Cloud ポッド フリートの Horizon ポッドからイメージをインポートして公開することによって 

Horizon Image Management Service を設定した後、これらの管理対象イメージに基づいてデスクトップ割り

当てを作成できます。

Horizon Image Management Service は、次のタイプのデスクトップ割り当てに対して管理対象イメージの使

用をサポートします。

注：   これらのデスクトップ プールは、クラウド接続された Horizon ポッドで使用されるタイプです。このような

ポッドは、Horizon Connection Server ソフトウェアに基づいています。

n 自動化された完全クローン デスクトップ プール

n 自動化されたインスタント クローン デスクトップ プール

n 自動化されたインスタント クローン ファーム

この章には、次のトピックが含まれています。

n クラウド接続された Horizon ポッド - 管理対象イメージから自動デスクトップ プールを作成する

n クラウド接続された Horizon ポッド - 管理対象イメージから自動ファームを作成する

n Horizon 8 ポッド - プールまたはファーム内のイメージおよびスナップショット ソースを vCenter Server 
からイメージ カタログに変更する（またはその逆に変更する）

クラウド接続された Horizon ポッド - 管理対象イメージから自動デ

スクトップ プールを作成する

このドキュメント トピックは、Horizon ポッドのデスクトップ プール（Horizon Connection Server ソフトウ

ェアに基づくポッド タイプ）に固有です。イメージ カタログ テンプレート内の管理対象イメージに基づいて、自動

インスタント クローン デスクトップ プールまたはフル仮想マシンを含む自動デスクトップ プールを作成できます。

マーカーを使用すると、デスクトップ プールを特定のバージョンのイメージに関連付けることができます。

注：   Microsoft Azure のポッド マネージャ ベースのポッドからの管理対象イメージを使用してデスクトップ割り

当てを作成する場合、手順はこれらの手順とは異なります。そのシナリオでは、マルチクラウド デスクトップ割り当

てを作成します。4 章 Microsoft Azure のポッド - 管理対象イメージを使用した VDI マルチクラウド割り当ての

作成を参照してください。
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前提条件

n Horizon ポッドがマシンの作成に使用する管理対象イメージを準備します。イメージは、Horizon Universal 
Console のイメージ カタログに含まれている必要があります。次の手順を実行します。

n イメージをインポートします。第 1 世代テナント - IMS および Horizon 8 ポッド - イメージを vCenter 
Server からイメージ カタログにインポートするを参照してください。

n 少なくとも 1 つのバージョンのイメージを公開します。第 1 世代テナント - イメージ バージョンの公開 - 
Horizon Image Management Service を参照してください。

n 自動インスタント クローン デスクトップ プールまたはフル仮想マシンを含む自動デスクトップ 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。特定の手順については、ポッドの Connection Server 
ソフトウェア バージョンに応じた情報を参照してください。

n バージョン 7.13 - 『Horizon での仮想デスクトップのセットアップ』（Horizon 7 のドキュメントから入

手できます）。

n VMware Horizon 8 バージョン 2006 以降 - 『Horizon での Windows デスクトップとアプリケーシ

ョン』（Horizon のドキュメントから入手できます）。

n Workspace ONE Access からデスクトップとアプリケーションへのアクセスを提供しようとしている場合、

ポッドの Horizon Console に表示されているように、ルート アクセス グループで Horizon の事前定義の 

Administrators ロールを持つユーザーとしてデスクトップ プールとアプリケーション プールを作成します。

ルート アクセス グループ以外で Administrators ロールをユーザーに付与すると、Workspace ONE 
Access は、Horizon で構成する SAML 認証システムを認識せず、Workspace ONE Access でプールを

構成できません。

手順

1 Horizon Console で、[インベントリ] - [デスクトップ] の順に選択します。

2 [追加] をクリックします。

3 [自動化されたデスクトップ プール] を選択して、[次へ] をクリックします。

4 自動インスタント クローン デスクトップ プールを作成するか、フル仮想マシンを含む自動デスクトップ プール

を作成するかを選択します。

n インスタント クローン デスクトップ プールを作成するには、[インスタント クローン] を選択し、[次へ] を
クリックします。

n フル仮想マシンを含む自動デスクトップ プールを作成するには、[フル仮想マシン] を選択し、[次へ] をク

リックします。
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5 プロンプトに従ってウィザードを続行し、[vCenter Server の設定] ページに移動します。

6 [仮想マシン テンプレート] の下で、イメージ ソースとして [イメージ カタログ] を選択します。

7 [ストリーム] で [参照] をクリックします。

[ストリームの選択] ダイアログ ボックスが表示されます。

注：   Horizon Console では、イメージを指す用語として「ストリーム」を使用します。

8 デスクトップ プールに使用するイメージを選択します。

a イメージのステータスに関係なく、イメージ カタログからすべてのイメージを表示するには、[すべてのス

トリームを表示] を選択します。

注：   このオプションを選択すると、まだ準備ができていないイメージやまだデスクトップ プールで使用で

きないイメージを含む、イメージ カタログのすべてのイメージが表示されます。

b カタログ内の特定のイメージを検索するには、フィルタ テキスト ボックスにイメージの名前の入力を開始

します。

c イメージ カタログの最新のイメージで表示リストを更新するには、更新 ( ) アイコンをクリックしま

す。

d 表示リストで、デスクトップ プールの基盤として機能するイメージを選択します。

e [送信] をクリックします。

9 [vCenter Server の設定] ページで、[マーカー] ドロップダウン メニューからオプションを選択します。

選択したマーカーによって、デスクトップ プールの作成に使用されるイメージの特定のバージョンが決まりま

す。詳細については、マーカーの操作を参照してください。

10 デスクトップ プールの作成を完了するには、引き続き画面の指示に従ってウィザードの残りのオプションとペー

ジの設定を行います。

ナビゲーション ペインのページ名をクリックすると、ウィザードの任意のページに直接戻ることができます。

11 デスクトップ プールとイメージ バージョン間の関連付けを確認するには、Horizon Universal Console に移

動し、[インベントリ] - [イメージ - マルチポッド] をクリックします。そこから、関連付けられたイメージの名

前をクリックして、イメージの詳細ページを開きます。次に、デスクトップ プールに関連付けられているのと同

じマーカーでタグ付けされているバージョンのバージョン番号をクリックします。

バージョンの詳細ページで、新しく作成したデスクトップ プールが [プール] リストの下に表示されていること

を確認します。
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次のステップ

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。特定の手順については、ポッドの Connection Server 
ソフトウェア バージョンに応じた情報を参照してください。

n バージョン 7.13 - 『Horizon での仮想デスクトップのセットアップ』（Horizon 7 のドキュメントから入手で

きます）。

n VMware Horizon 8 バージョン - 『Horizon での Windows デスクトップとアプリケーション』（Horizon 
のドキュメントで入手できます）。

クラウド接続された Horizon ポッド - 管理対象イメージから自動フ

ァームを作成する

このドキュメント トピックは、Horizon ポッドのデスクトップ プール（Horizon Connection Server ソフトウ

ェアに基づくポッド タイプ）に固有です。イメージ カタログ テンプレート内の管理対象イメージに基づいて、RDS 
ホストを含む自動インスタント クローン ファームを作成できます。マーカーを使用すると、ファームを特定のバー

ジョンのイメージに関連付けることができます。

公開アプリケーションまたは公開デスクトップにユーザーがアクセスできるようにするプロセスの一部として、自動

インスタント クローン ファームを作成します。

前提条件

n Horizon がマシンの作成に使用する管理対象イメージを準備します。イメージは、Horizon Universal 
Console のイメージ カタログに含まれている必要があります。次の手順を実行します。

n イメージをインポートします。第 1 世代テナント - IMS および Horizon 8 ポッド - イメージを vCenter 
Server からイメージ カタログにインポートするを参照してください。

n 少なくとも 1 つのバージョンのイメージを公開します。第 1 世代テナント - イメージ バージョンの公開 - 
Horizon Image Management Service を参照してください。

n ファーム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。特定の手順については、ポッドの 

Connection Server ソフトウェア バージョンに応じた情報を参照してください。

n バージョン 7.13 - 『Horizon での仮想デスクトップのセットアップ』（Horizon 7 のドキュメントから入

手できます）。
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n VMware Horizon 8 バージョン 2006 以降 - 『Horizon での Windows デスクトップとアプリケーシ

ョン』（Horizon のドキュメントから入手できます）。

手順

1 Horizon Console で、[インベントリ] - [ファーム] の順に選択します。

2 [追加] をクリックします。

3 [自動ファーム] を選択し、[次へ] をクリックします。

4 [インスタント クローン] を選択し、[次へ] をクリックします。

5 プロンプトに従ってウィザードを続行し、[vCenter Server の設定] ページに移動します。

6 イメージ ソースとして [イメージ カタログ] を選択します。

7 [ストリーム] で [参照] をクリックします。

[ストリームの選択] ダイアログ ボックスが表示されます。

注：   Horizon Console では、イメージを指す用語として「ストリーム」を使用します。

8 ファームに使用するイメージを選択します。

a イメージのステータスに関係なく、イメージ カタログからすべてのイメージを表示するには、[すべてのス

トリームを表示] を選択します。

注：   このオプションを選択すると、まだ準備ができていないイメージやまだファームで使用できないイメ

ージを含む、イメージ カタログのすべてのイメージが表示されます。

b カタログ内の特定のイメージを検索するには、フィルタ テキスト ボックスにイメージの名前の入力を開始

します。

第 1 世代テナント - Horizon Image Management Service (IMS) ガイド

VMware, Inc. 59

https://docs.vmware.com/jp/VMware-Horizon/index.html


c イメージ カタログの最新のイメージで表示リストを更新するには、更新 ( ) アイコンをクリックしま

す。

d 表示リストで、ファームの基盤として機能するイメージを選択します。

e [送信] をクリックします。

9 [vCenter Server の設定] ページで、[マーカー] ドロップダウン メニューからオプションを選択します。

選択したマーカーによって、ファームの作成に使用されるイメージの特定のバージョンが決まります。詳細につ

いては、マーカーの操作を参照してください。

10 ファームの作成を完了するには、引き続き画面の指示に従ってウィザードの残りのオプションとページの設定を

行います。

ナビゲーション ペインのページ名をクリックすると、ウィザードの任意のページに直接戻ることができます。

11 ファームとイメージ バージョン間の関連付けを確認するには、Horizon Universal Console に移動し、[イン

ベントリ] - [イメージ - マルチポッド] をクリックします。そこから、関連付けられたイメージの名前をクリッ

クして、イメージの詳細ページを開きます。次に、ファームに関連付けられているのと同じマーカーでタグ付け

されているバージョンのバージョン番号をクリックします。

バージョンの詳細ページで、新しく作成したファームが [プール] リストの下に表示されていることを確認しま

す。

次のステップ

公開アプリケーション プールまたは公開デスクトップ プールを作成します。特定の手順については、ポッドの 

Connection Server ソフトウェア バージョンに応じた情報を参照してください。

n バージョン 7.13 - 『Horizon での仮想デスクトップのセットアップ』（Horizon 7 のドキュメントから入手で

きます）。

n VMware Horizon 8 バージョン - 『Horizon での Windows デスクトップとアプリケーション』（Horizon 
のドキュメントで入手できます）。
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Horizon 8 ポッド - プールまたはファーム内のイメージおよびスナ

ップショット ソースを vCenter Server からイメージ カタログに変

更する（またはその逆に変更する）

Horizon 8 2209 リリース以降、ゴールド イメージの管理方法に応じて、プールまたはファームで使用されるゴー

ルド イメージおよびスナップショット ソースを、vCenter Server の使用から Horizon イメージ管理サービス 

(IMS) イメージ カタログの使用に変更できます。プールまたはファームがソース エンティティに IMS イメージ カ
タログをすでに使用している場合は、逆にソース エンティティに vCenter Server を使用するように切り替えるこ

とができます。

この機能を使用すると、必要に応じてソースを切り替えることができます。Horizon 8 2209 より前のリリースで

は、ソースを IMS のイメージ カタログの使用に切り替える方法、または IMS のイメージ カタログの使用から切り

替える方法は提供されていませんでした。

自動化されたフル クローン デスクトップ プールでこの機能を使用する

Horizon 8 2209 の自動化されたフル クローン デスクトップ プールの作成と管理ページを参照してください。こ

のページで説明されているように、VMware Horizon Console を使用してフル クローン デスクトップ プールの

設定を編集し、ソースのラジオ ボタンを変更した後、変更を有効にするには、編集したソースに関連付けられている

仮想マシンを再構築する必要があります。

自動化されたインスタント クローン デスクトップ プールでこの機能を使用する

Horizon 8 2209 のインスタント クローン デスクトップ プールへのパッチの適用ページを参照してください。こ

のページの説明に従って、VMware Horizon Console のイメージのプッシュ操作のスケジュール（[メンテナン

ス] - [スケジュール]）内でソース設定を変更します。

自動化されたインスタント クローン ファームでこの機能を使用する

Horizon 8 2209 の自動インスタント クローン ファームのメンテナンス スケジュールページを参照してください。

このページの説明に従って、VMware Horizon Console のメンテナンス操作のスケジュール（[維持] - [スケジュ

ール]）内でソース設定を変更します。
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Microsoft Azure のポッド - 管理対象
イメージを使用した VDI マルチクラウ
ド割り当ての作成

4
管理対象イメージを使用して VDI マルチクラウド割り当てを作成するためのワークフローは、シングルポッド イメ

ージの手順と似ていますが、わずかな違いがあります。

Horizon Image Management Service によって管理されるイメージを使用して VDI マルチクラウド割り当て

を作成するには、Microsoft Azure のポッド - VDI マルチクラウド割り当ての作成の手順に従い、次の追加アクシ

ョンを実行します。

n ウィザードの [デスクトップ] の手順で、[マルチポッド イメージの使用] という追加オプションを有効にする必

要があります。

n [マルチポッド イメージの使用] が有効にされると、[定義] の手順で選択したポッドごとにイメージを選択する

必要がなくなります。代わりに、使用するマルチポッド イメージを関連付けられたマーカーとともに選択する必

要があります。

n また、[定義] の手順で選択した各ポッドで正常に公開された状態にあるマルチポッド イメージのみが選択可能に

なります。

注：   管理対象イメージを使用して VDI マルチクラウド割り当てを作成する場合、その割り当てを編集してシングル

ポッド イメージを使用することはできません。ただし、シングルポッド イメージで割り当てを作成した場合は、通

常の編集ワークフローに従い、[デスクトップ] の手順で [マルチポッド イメージの使用] オプションを有効化して、

マルチポッド イメージを選択することで、マルチポッド イメージを使用するように編集できます。
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Microsoft Azure のポッド - 管理対象
イメージを使用したファームの作成 5
管理対象イメージを使用してファームを作成するためのワークフローは、シングルポッド イメージの手順と似ていま

すが、わずかな違いがあります。

Horizon Image Management Service によって管理されるイメージを使用してファームを作成するには、

Horizon Cloud ポッド - ファームの作成の手順に従い、次の追加アクションを実行します。

n ウィザードの [デスクトップ] の手順で、[マルチポッド イメージの使用] という追加オプションを有効にする必

要があります。

n [マルチポッド イメージの使用] を有効にする場合、使用するマルチポッド イメージを関連付けられたマーカー

とともに選択する必要があります。

n また、正常に公開された状態にあるマルチポッド イメージのみが選択可能になります。

注：   管理対象イメージを使用して VDI マルチクラウド割り当てを作成する場合、その割り当てを編集してシングル

ポッド イメージを使用することはできません。ただし、シングルポッド イメージで割り当てを作成した場合は、通

常の編集ワークフローに従い、[デスクトップ] の手順で [マルチポッド イメージの使用] オプションを有効化して、

マルチポッド イメージを選択することで、マルチポッド イメージを使用するように編集できます。
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[マルチポッド イメージ] ページの概要 6
このドキュメント ページでは、Horizon Universal Console の [マルチポッド イメージ] ページで使用できるオプ

ションについて説明します。[マルチポッド イメージ] ページにはイメージ カタログに登録されたイメージのダッシ

ュボード表示があり、管理対象イメージとイメージ バージョンに関する詳細を表示できます。[マルチポッド イメー

ジ] ページは、Horizon Image Management Service アクションを開始するコマンド センターとしても機能し

ます。

注：   コンソールでは、ナビゲーション ラベル [イメージ - マルチポッド] と [イメージ - マルチポッド] の 2 つの

異なるイメージ関連ページに移動できます。ここで説明した [マルチポッド イメージ] ページは、Horizon Image 
Management Service のマルチポッド対応イメージのすべての機能を提供します。[イメージ] ページには、シン

グルポッド イメージの機能のみが表示されます。シングル ポッド イメージの詳細については、Microsoft Azure 
での Horizon Cloud ポッドの公開イメージの管理を参照してください。

コンソールの [マルチポッド イメージ] ページで、詳細を表示し、管理対象イメージのアクションを開始できます。

次に、このメイン ページからサブページに移動して、各イメージのバージョンに関する詳細を表示できます。

マルチポッド イメージ - メイン ページ

コンソールで [マルチポッド イメージ] ページを表示するには、[インベントリ] - [イメージ - マルチポッド] を選択

します。

表 6-1. メインの [マルチポッド イメージ] ページのイメージごとの情報列 

列 説明

ステータス イメージの可用性ステータス：

n インポートおよび公開プロセスでは、この列には進行中 ( ) のステータスが表示されます。

n イメージの公開が完了すると、この列には [利用可能] ステータスが表示され、イメージを管理し

てデスクトップ割り当てに使用する準備ができたことを示します。

イメージ名 イメージをイメージ カタログに追加したときに定義したイメージの名前。

説明 イメージをイメージ カタログに追加したときにオプションで定義したイメージの説明。

バージョン 作成したイメージのバージョン番号。

VMware, Inc. 64

https://docs.vmware.com/jp/VMware-Horizon-Cloud-Service/services/hzncloudmsazure.admin15/GUID-392F02BE-67E2-4A90-A5AF-0E642342DF19.html
https://docs.vmware.com/jp/VMware-Horizon-Cloud-Service/services/hzncloudmsazure.admin15/GUID-392F02BE-67E2-4A90-A5AF-0E642342DF19.html


表 6-1. メインの [マルチポッド イメージ] ページのイメージごとの情報列 （続き）

列 説明

プラットフォーム この列は、イメージごとに、そのイメージに関連するデプロイ タイプを簡単に示します。

n Private Data Center は、イメージが Horizon ポッド デプロイの vSphere 環境をソース

としていることを示します。

n Microsoft Azure は、イメージが Horizon Cloud on Microsoft Azure デプロイをソース

としていることを示します。

注目:    イメージは、同じポッド デプロイ タイプを共有するポッドにのみ公開できます。たとえば、

Horizon デプロイのイメージは同じタイプにのみ公開でき、Horizon Cloud on Microsoft Azure 
デプロイのイメージは Horizon Cloud on Microsoft Azure デプロイにのみ公開できます。

オペレーティング システム イメージのオペレーティング システム。

更新日 イメージに対して行われた最新の変更のタイムスタンプ。

メイン ページには、次の表で説明するアクションを開始できるボタンも含まれています。これらのアクション ボタ

ンの多くにアクセスするには、最初にイメージの行の左端にある選択ボタンをクリックして、そのイメージを選択す

る必要があります。

表 6-2. メインの [マルチポッド イメージ] ページから使用可能なアクション

アクション 説明

OS 最適化ツール ページの上部に、Windows OS Optimization Tool for VMware Horizon 製品のダウンロード 

ページへのリンクを含むバナーがあります。この製品は、Horizon Cloud で使用するために 

Microsoft Windows および Microsoft Windows Server システムを準備および最適化します。

Azure Marketplace からの作成 [仮想マシンのインポート - Marketplace] ウィザードを開きます。このウィザードでは、Microsoft 
Azure Marketplace からイメージ カタログにソース イメージをインポートできます。第 1 世代テ

ナント - IMS および Horizon Cloud on Microsoft Azure のデプロイ - イメージをイメージ カタ

ログにインポートするを参照してください。

このオプションを使用するには：

n Horizon ポッドと Horizon Cloud ポッドが混合している場合は、[新規] - [Azure 
Marketplace からの作成] をクリックします。

n Horizon Cloud ポッドしかない場合は、[新規] をクリックします。

vCenter Server からインポートする イメージのインポート ウィザードを開きます。このウィザードでは、vCenter Server インスタンス

からイメージ カタログにソース イメージをインポートできます。第 1 世代テナント - IMS および 

Horizon 8 ポッド - イメージを vCenter Server からイメージ カタログにインポートするを参照し

てください。

このオプションを使用するには：

n ポッド フリートが、Connection Server に基づく Horizon ポッドと、Microsoft Azure の
ポッド マネージャ ベースのポッドの両方で構成されている場合は、[新規] - [vCenter Server 
からインポートする] をクリックします。

n ポッド フリートが Horizon ポッド（Connection Server で実行されるポッド）のみで構成さ

れている場合は、[新規] をクリックします。

編集 イメージ カタログに登録されているイメージの説明を編集できます。イメージの詳細の編集を参照し

てください。
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表 6-2. メインの [マルチポッド イメージ] ページから使用可能なアクション （続き）

アクション 説明

無効にする イメージを無効の状態にします。イメージを無効にすると、そのイメージの下のバージョンを新しいデ

スクトップ割り当てに使用できなくなります。

すでにイメージのバージョンを使用している既存のデスクトップ割り当ては影響を受けません。

注：   このオプションは、Connection Server に基づく Horizon ポッドでのみ使用できます。

認証情報の設定 vCenter Server インスタンスにアクセスするためのユーザー ログイン情報を設定できます。クラウ

ド接続された Horizon ポッド - Horizon Image Management Service で使用する vCenter 
Server インスタンスを構成するを参照してください。

このオプションを使用するには、[vCenter Server] - [認証情報の設定] を選択します。

注：   Connection Server に基づく Horizon ポッドがない場合、このオプションは表示されませ

ん。

イメージ インベントリのスキャン イメージがないか vCenter Server インスタンスをスキャンします。

このオプションを使用するには、[vCenter Server] - [イメージ インベントリのスキャン] を選択し

ます。

注：   Connection Server に基づく Horizon ポッドがない場合、このオプションは表示されませ

ん。

有効にする 無効にされたイメージを有効な状態に戻します。新しいデスクトップ割り当てでは、有効なイメージの

バージョンを使用できます。

注：   Connection Server に基づく Horizon ポッドがない場合、このオプションは表示されませ

ん。

再スキャンのステータス ポッドのトポロジ（vCenter Server、データストア、ホスト、クラスタ、データストア パス）を再

スキャンし、ポッドが接続されてから発生した変更を報告します。

n イメージの準備中にこのタスクを実行することはできません。

n 再スキャンが実行されている間は、[vCenter Server からインポートする] および [認証情報の

設定] オプションは使用できません。

ページの表示を更新します。

イメージ カタログ使用量レポートをダウンロードします。このレポートには、すべてのイメージとイメ

ージ バージョン データが CSV 形式で含まれています。

イメージの名前をクリックすると、そのイメージの詳細なサブページが開きます。

イメージの詳細ページ

イメージの詳細ページを開くには、メインの [マルチポッド イメージ] ページでイメージ名をクリックします。

イメージに関する情報は、ページ上部のヘッダーに表示されます。この情報には、イメージの名前、ステータス、

OS、およびイメージに登録されているバージョンの数が含まれます。

イメージ バージョンは、ヘッダーの下のリストに表示されます。各イメージ バージョンに関する情報は、リストの

列に表示されます。
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表 6-3. イメージの詳細ページのバージョンごとの情報列 

列 説明

ステータス イメージ バージョンの可用性ステータス：

n 最初にバージョンをインポート、作成、または公開するとき、この列には進行中 ( ) のステータ

スが表示されます。進行中ステータスは、マーカーの関連付けの変更など他のタイプの変更が行な

われているイメージ バージョンに対しても適用されます。

n バージョンのインポートまたは作成が完了すると、この列には [展開の完了] ステータスが表示さ

れ、バージョンが公開可能であることを示します。

n バージョンの公開が完了すると、この列には [利用可能] ステータスが表示され、デスクトップ割

り当てでバージョンを使用する準備ができていることを示します。

n バージョンのインポートまたは公開を試みているときに問題が発生した場合、この列には [失敗] 
ステータスが表示されます。ステータスの横にある情報アイコン（使用可能な場合）をクリックし

て、考えられる失敗の原因に関する詳細を表示できます。

バージョン イメージ バージョンの数字ラベル。

n メジャー バージョンは整数としてラベル付けされます（たとえば、2.0）。

n マイナー バージョンは、ドット増分でラベル付けされます（たとえば、1.1）。

マーカー イメージ バージョンに割り当てられたマーカーのリスト。

マーカーは、イメージをインポートまたは作成するとき、または新しいバージョンのイメージを作成す

るときに、管理者がイメージ バージョンに付けるタグまたはラベルのようなものです。マーカーは、後

でそのイメージ バージョンに基づいてマルチクラウド割り当てを作成するときに参照する目的で設定

します。

説明 イメージ バージョンを作成したときにオプションで定義したバージョンの説明。

更新日 イメージ バージョンに対して行われた最新の変更のタイムスタンプ。

イメージの詳細ページには、次の表で説明するアクションを開始できるボタンも含まれています。これらのアクショ

ン ボタンの多くにアクセスするには、行の左端にある選択ボタンをクリックして、最初にイメージ バージョンを選

択する必要があります。

表 6-4. イメージの詳細ページから利用可能なアクション 

アクション 説明

新しいイメージ 選択したイメージ バージョンをベースラインとして使用してイメージを作成できるダイアログ ボック

スが開きます。カタログでのイメージの作成を参照してください。

新しいバージョン 選択したバージョンをベースラインとして使用してイメージ バージョンを作成できるダイアログ ボッ

クスが開きます。新しいイメージ バージョンの作成を参照してください。

編集 新規または既存のマーカーをイメージ バージョンに関連付けることができるダイアログ ボックスが開

きます。カスタマイズされたイメージを使用したデスクトップ割り当ての更新を参照してください。

無効にする イメージ バージョンを無効な状態にします。イメージ バージョンを無効にすると、そのバージョンを

新しいデスクトップ割り当てに使用できなくなります。

すでにそのイメージ バージョンを使用している既存のデスクトップ割り当ては影響を受けません。

注：   このオプションは、Connection Server に基づく Horizon ポッドでのみ使用できます。
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表 6-4. イメージの詳細ページから利用可能なアクション （続き）

アクション 説明

公開 [イメージの公開] ダイアログ ボックスが開きます。これにより、イメージ バージョンを公開するため

の構成オプションを指定できます。第 1 世代テナント - イメージ バージョンの公開 - Horizon 
Image Management Service を参照してください。

[公開] ボタンにアクセスするには、詳細なコマンドのメニューを表示する詳細 ([...]) ボタンをクリック

します。

有効にする 無効にされたイメージ バージョンを有効な状態に戻します。イメージ バージョンを有効にすると、デ

スクトップ割り当てで再び使用できるようになります。

[有効にする] ボタンにアクセスするには、詳細なコマンドのメニューを表示する詳細 ([...]) ボタンをク

リックします。

注：   このオプションは、Connection Server に基づく Horizon ポッドでのみ使用できます。

削除 割り当てによって使用されていないイメージ バージョンを削除します。イメージまたはイメージ バー

ジョンの削除を参照してください。

再公開 公開に失敗したときに、イメージ バージョンの公開を再試行します。Horizon Universal Console 
を使用したイメージ バージョンの再公開を参照してください。

注：   このオプションは、Microsoft Azure のポッドでのみ使用できます。

公開解除 すべてのイメージ コピーを削除し、ソース仮想マシンを「展開の完了」ステータスに戻します。イメー

ジ バージョンの公開解除を参照してください。

注：   このオプションは、Microsoft Azure のポッドでのみ使用できます。

ページの表示を更新します。

行のバージョン番号をクリックすると、そのイメージ バージョンの詳細ページが開きます。

イメージ バージョンの詳細ページ

イメージ バージョンの詳細ページを開くには、イメージの詳細ページでバージョン番号をクリックします。

ページのヘッダーには、バージョンが属するイメージの名前、バージョン番号、イメージ バージョンのステータス、

オペレーティング システム、およびポッドの数が表示されます。
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ヘッダーの下に 2 つの表があります。1 つはポッドに配置されているイメージ バージョンのコピーに関する情報、も

う 1 つはイメージ バージョンに基づくプールまたは割り当てに関する情報を提供します。

n イメージ コピーに関する情報

列 説明

ステータス イメージ バージョンの各コピーの可用性ステータス：

n 複製中にイメージ バージョンがソース ポッドのコンテンツ ライブラリにコピーされるので、こ

の列には進行中 ( ) のステータスが表示されます。

注：  

n Horizon ポッドの場合、コンテンツ ライブラリはポッドに関連付けられた vCenter 
Server です。

n Microsoft Azure の Horizon Cloud ポッドの場合、コンテンツ ライブラリは、ポッド

に対応する Microsoft Azure 共有イメージ ギャラリーの定義です。

n イメージ バージョンがソース ポッドのコンテンツ ライブラリにコピーされると、ステータスが 

[展開の完了] に変わります。

n イメージ バージョンがソース以外のポッドのコンテンツ ライブラリにコピーされると、ステータ

スは [利用可能] に変更されます。

n イメージ バージョンのコピーを試みているときに問題が発生した場合、この列には [失敗] ステ

ータスが表示されます。ステータスの横にある情報アイコン（使用可能な場合）をクリックして、

考えられる失敗の原因に関する詳細を表示できます。

ポッド イメージ バージョンのコピーが配置されている Horizon ポッドの名前。

ファイル パス イメージ コピーが配置されているパス。

n Connection Server に基づく Horizon ポッド内のコピーの場合、これは vCenter Server 
の IP アドレスです。

n Microsoft Azure のポッドのコピーの場合、これは Microsoft Azure サブスクリプションの

リソース グループで Microsoft Azure によって割り当てられたパスです。

注：   Microsoft Azure をソースとし、[インポートされた仮想マシン] ページから移動された

イメージについては、ファイル パスが表示されないという既知の問題があります。

名前のコピー ポッドに表示されるコピーの名前。この名前はイメージ名とバージョン番号を使用して作成され、リ

ストされているすべてのコピーで同じです。

更新日 このコピーが最後に変更された日付と時刻。

n デスクトップ プールと割り当てに関する情報 - 表示される情報はイメージのタイプによって異なります。

n デスクトップ プール（Horizon デプロイからのイメージ）に関する情報

列 説明

名前 コンソールで作成されたプールまたは割り当ての名前。

プロビジョニング タイプ デスクトップ プールまたは割り当てのプロビジョニング方法。
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n デスクトップ割り当て（Horizon Cloud on Microsoft Azure デプロイからのイメージ）に関する情報

列 説明

名前 割り当ての名前。

マーカー 割り当てに関連付けられているマーカー。

前の「イメージの詳細ページのバージョンごとの情報列」の表に記載されているように、これはイ

メージのインポート中に設定したものと同じマーカーです。

ポッド デスクトップ割り当てのプロビジョニング元となるポッドの名前。

この章には、次のトピックが含まれています。

n Horizon Universal Console の [インベントリ] メニューのイメージ関連オプション

Horizon Universal Console の [インベントリ] メニューのイメー

ジ関連オプション

コンソールのナビゲーション バーの [インベントリ] メニューは、RDSH ファーム、割り当て可能なイメージとアプ

リケーション、インポートされた仮想マシン (VM) など、環境のインベントリにあるアセットを操作するためのペー

ジへのアクセスを提供します。このメニューに表示されるイメージ関連のオプションは、ポッド フリート内のポッド

のタイプによって異なります。

ポッド フリートがクラウド接続された VMware Horizon ポッドのみで構成さ
れている場合

『Horizon Cloud デプロイ ガイド』で説明するように、このようなポッドは Horizon Connection Server ソフ

トウェアに基づいています。このシナリオでは、[インベントリ] メニューに [イメージ - マルチポッド] オプション

が表示されます。これにより、Horizon Image Management Service のすべてのマルチポッド対応イメージ機

能を提供する [マルチポッド イメージ] ページが開きます。これらの機能により、複数のポッドで共有できるイメー

ジを作成できます。6 章 [マルチポッド イメージ] ページの概要を参照してください。

ポッド フリートが Microsoft Azure にデプロイされたポッドのみで構成され
ている場合

『Horizon Cloud デプロイ ガイド』で説明するように、このポッド タイプは Horizon Cloud ポッド マネージャ 

テクノロジーに基づいています。このシナリオでは、コンソールに表示されるオプションは、次の条件によって異な

ります。

n すべてのポッドがマニフェスト バージョン 2632 以降である。

n テナント環境が Universal Broker を使用するように構成されている。

n 顧客アカウントが、Microsoft Azure にデプロイされたポッドに対して Horizon Image Management 
Service を使用することを許可されている。
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これらすべての条件が満たされると、[インベントリ] メニューには、[イメージ] と [イメージ - マルチポッド] の 2 
つのオプションが表示されます。それ以外の場合、メニューには [イメージ] オプションのみが表示されます。これら

の 2 つのオプションについて、次に説明します。

n [イメージ] - イメージを単一のポッドのみに公開するためのイメージ関連のワークフローと、そのようなポッド

ごとのイメージで使用するためにシステムが提供するアクションが示された [イメージ] ページを開きます。こ

れらは、構成済みイメージ仮想マシンを Horizon Cloud の割り当て可能なイメージに変換するおよび

Microsoft Azure での Horizon Cloud ポッドの公開イメージの管理で説明されているワークフローです。

n [イメージ - マルチポッド] - Horizon Image Management Service のすべてのマルチポッド対応イメージ

機能を提供する [マルチポッド イメージ] ページを開きます。これらの機能により、複数のポッドで共有できる

イメージを作成できます。6 章 [マルチポッド イメージ] ページの概要を参照してください。

注：   これらの機能は VDI デスクトップに対してのみ使用できます。RDSH タイプのイメージの場合は、[イメ

ージ] ページを使用します。

ポッド フリートに Horizon ポッドと Microsoft Azure のポッド マネージャ 
ベースのポッドが混在している場合

ポッド フリートに、Connection Server ベースのクラウド接続された Horizon ポッドと Microsoft Azure のポ

ッド マネージャ ベースのポッドの両方が含まれている場合、[インベントリ] メニューには、[イメージ] と [イメー

ジ - マルチポッド] の 2 つのオプションが表示されます。これらの 2 つのオプションについて、次に説明します。

n [イメージ] - イメージを単一のポッドのみに公開するためのイメージ関連のワークフローと、そのようなポッド

ごとのイメージで使用するためにシステムが提供するアクションが示された [イメージ] ページを開きます。こ

れらは、構成済みイメージ仮想マシンを Horizon Cloud の割り当て可能なイメージに変換するおよび

Microsoft Azure での Horizon Cloud ポッドの公開イメージの管理で説明されているワークフローです。

n [イメージ - マルチポッド] - Horizon Image Management Service のすべてのマルチポッド対応イメージ

機能を提供する [マルチポッド イメージ] ページを開きます。これらの機能により、複数のポッドで共有できる

イメージを作成できます。6 章 [マルチポッド イメージ] ページの概要を参照してください。

注：   Microsoft Azure のポッドの場合、これらの機能は VDI デスクトップでのみ使用できます。RDSH タ
イプのイメージの場合は、[イメージ] ページを使用します。
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デスクトップ割り当ての更新 7
Horizon Image Management Service を使用すると、変更したイメージを使用して、ポッド全体のデスクトッ

プ割り当てを簡単に更新できます。デスクトップ割り当てとイメージ間の適切な関連付けを設定したら、マーカーを

使用してこれらの関連付けを更新できます。

デスクトップ割り当ての自動更新を実行するには、次のタスクをリストされている順序で実行します。

1 デスクトップ割り当てで使用される既存のイメージの新しいバージョンを作成します。新しいイメージ バージ

ョンの作成を参照してください。

2 新しいイメージ バージョンに必要なカスタマイズを行います。イメージのカスタマイズを参照してください。

3 新しくカスタマイズされたバージョンを公開して、デスクトップ割り当てで使用できるようにします。第 1 世代

テナント - イメージ バージョンの公開 - Horizon Image Management Service を参照してください。

4 関連付けられたマーカーを現在のイメージ バージョンから新しくカスタマイズされたバージョンに移動して、デ

スクトップ割り当てを更新します。カスタマイズされたイメージを使用したデスクトップ割り当ての更新を参照

してください。

この章には、次のトピックが含まれています。

n 新しいイメージ バージョンの作成

n イメージのカスタマイズ

n カスタマイズされたイメージを使用したデスクトップ割り当ての更新

新しいイメージ バージョンの作成

カスタマイズされたイメージを使用してデスクトップ割り当てを更新するためのワークフローを開始するには、まず

イメージ カタログに新しいバージョンのイメージを作成します。これらの手順は Horizon Universal Console で
実行します。
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新しいバージョンは、基盤となるイメージに対して行った編集を受け取ります。たとえば、オンプレミスの Horizon 
ポッドの場合、新しいバージョンは、vCenter Server の基盤となるイメージ インスタンスに対して行った編集を

受け取ります。

注：   次の 1 つ以上の状況に該当する場合、[バージョン] ページで [新しいイメージ] または [新しいバージョン] を
選択して、イメージを作成することができません。

n 元のイメージがインポートおよび公開された Microsoft Azure ソース ポッドの削除

n Microsoft Azure ソース ポッドに対応するサブスクリプションまたはリソース グループの削除

手順

1 [インベントリ] - [イメージ - マルチポッド] をクリックします。

コンソールには、イメージ カタログに登録されているすべてのマルチポッド イメージが表示されます。

2 新しいバージョンを追加するイメージの名前をクリックします。

イメージの詳細ページが表示され、現在のすべてのバージョンが一覧表示されます。

3 新しいバージョンの基盤にするソース バージョンの左端にある選択ボタンをクリックして、[新しいバージョン] 
をクリックします。

[新しいバージョン] ダイアログ ボックスが表示されます。

4 新しいバージョンのオプションを指定します。

オプション 説明

ソース イメージのバージョン この読み取り専用フィールドには、インクリメントするイメージ バージョンが表示されます。

バージョンのタイプ 新しいバージョン番号をインクリメントする方法を指定します。

n [メジャー]：完全な整数の値でインクリメントします（たとえば、1.0 から 2.0）。

n [マイナー]：ドット付きの値でインクリメントします（たとえば、1.1 から 1.2）。

説明 （オプション）新しいバージョンの説明を入力します。

マーカー （オプション）1 つ以上の参照マーカーを定義して、新しいバージョンに関連付けます。

 
5 [送信] をクリックします。

進行中を示すアイコン ( ) が新しいバージョンの [ステータス] 列に表示され、その間に、Horizon Image 
Management Service はカタログにバージョンを作成し、ソース ポッド内でその基盤となるイメージを準備

します。イメージの準備が完了すると、新しいバージョンのステータスが [展開の完了] に変わります。

新しいバージョンの基盤となるイメージは、ソース バージョンの基盤となるイメージのコピーです。ソース イ
メージのバージョンに影響を与えずに、新しいバージョンの基盤となるイメージを編集できるようになりました。

次のステップ

VMware SDDC の Horizon ポッドの場合、vSphere Client を使用して、新しいバージョンの基盤となるイメー

ジを編集およびカスタマイズします。イメージのカスタマイズを参照してください。
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イメージのカスタマイズ

イメージ カタログに登録されているイメージ バージョンの OS とアプリケーションの設定をカスタマイズするに

は、vSphere Client を使用して、vCenter Server のイメージに必要な変更を行います。

イメージ バージョンを作成した後、それをポッドに公開する前に、基盤となるイメージをカスタマイズして、エンド 

ユーザーのデスクトップに提供するすべての設定と機能を含めることができます。

カスタマイズ タスクには次のようなものがあります。

n エンド ユーザーのデスクトップで使用できるようにするサードパーティ製アプリケーションのインストール。

n Windows ゲスト OS のカスタマイズ。これには、組織が必要とする特殊なドライバのインストール、壁紙の

適用、デフォルトの色とフォントの設定、タスクバーの設定、およびその他の OS レベルのタスクが含まれま

す。

前提条件

新しいイメージ バージョンの作成の手順を実行します。

手順

1 カスタマイズするソース イメージを特定します。

a Horizon Universal Console で、[インベントリ] - [イメージ - マルチポッド] を選択します。

b カスタマイズするバージョンを含むイメージの名前をクリックします。
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c イメージの詳細ページで、カスタマイズするイメージ バージョンのバージョン番号をクリックします。

d バージョンの詳細ページの [イメージ コピー] セクションで、次の情報を書き留めます。

n [vCenter Server] の下に表示されるソース vCenter Server の IP アドレスまたは完全修飾ドメイ

ン名。

n [テンプレート/スナップショット] の下に表示されるイメージの名前。これは、vCenter コンテンツ ラ
イブラリ内のソース イメージの名前です。

2 vCenter Server でソース イメージを特定します。

a Web ブラウザと前の手順で取得した IP アドレスを使用して、ソース vCenter Server の URL に移動し

ます。

b [vSphere Client (HTML) の起動] をクリックし、vSphere Client にログインします。

c vSphere Client で、前の手順で取得したソース イメージの名前を検索します。

3 vCenter Server でソース イメージを特定したら、イメージに対して必要なカスタマイズを行います。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。

次のステップ

カスタマイズされたイメージ バージョンを環境内のポッドに公開します。第 1 世代テナント - イメージ バージョン

の公開 - Horizon Image Management Service を参照してください。

カスタマイズされたイメージを使用したデスクトップ割り当ての更新

マーカーを再関連付けまたは移動することで、現在使用しているものとは異なるイメージ バージョンを使用するよう

にデスクトップ割り当てを更新できます。デスクトップ割り当てを更新するには、関連付けられたマーカーを現在の

イメージ バージョンから新しいバージョンに移動します。
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マーカーの再関連付けワークフローの詳細については、マーカーの操作を参照してください。

前提条件

n 新しいイメージ バージョンの作成

n イメージのカスタマイズ

n 第 1 世代テナント - イメージ バージョンの公開 - Horizon Image Management Service

手順

1 Horizon Universal Console で、[インベントリ] - [イメージ - マルチポッド] を選択します。

コンソールには、イメージ カタログに登録されているすべてのイメージが表示されます。

2 デスクトップ割り当てで使用する更新されたバージョンを含むイメージの名前をクリックします。

イメージの詳細ページが表示され、現在のすべてのバージョンが一覧表示されます。

3 適切なマーカーをデスクトップ割り当てに使用するイメージ バージョンに移動するには、そのバージョンの横に

ある選択ボタンをクリックして、[編集] をクリックします。

4 [マーカー] オプションには、デスクトップ割り当てに関連付けられているマーカーを指定します。

注：   指定されたマーカーが現在別のイメージ バージョンに関連付けられている場合は、アラート メッセージ

が表示されます。このメッセージは、マーカーとイメージ バージョンの関連付けを変更すると、関連付けられて

いるすべてのデスクトップ割り当てが、新しくマークされたイメージ バージョンで更新されることを通知しま

す。

5 マーカーの再関連付けおよび適用可能なすべてのデスクトップ割り当ての更新を続行するには、[送信] をクリッ

クします。

n Horizon ポッドの場合、マーカーを移動すると、Horizon Image Management Service は新しいイメ

ージ バージョンですべての関連付けられたデスクトップ割り当てを更新するように要求されます。

n Microsoft Azure のポッドの場合、マーカーを移動すると、Horizon Image Management Service は
関連付けられたすべてのデスクトップ割り当てがオンラインで、イメージの更新を受信する準備ができてい

るかどうかを最初に検証するように要求されます。検証に成功すると、Horizon Image Management 
Service は、関連付けられたデスクトップ割り当てを新しいイメージ バージョンで更新します。

注：   1 つ以上のデスクトップ割り当てがデスクトップ プロビジョニングなどの構成変更を行っているため

にオンライン状態でない場合、検証が失敗する可能性があります。この場合、マーカーの再関連付けはエラ

ー状態で失敗し、イメージの更新は行われません。イメージの更新を再試行するには、すべてのデスクトッ

プ割り当てがオンラインに戻るのを待ってから、マーカーを新しいイメージ バージョンに移動する手順を繰

り返します。
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イメージ カタログ内のイメージとバー
ジョンの管理 8
イメージ カタログ内のイメージおよびバージョンに対して、特定の管理タスクを実行できます。イメージとバージョ

ンを編集、削除、 無効化、有効化できます。

この章には、次のトピックが含まれています。

n イメージの詳細の編集

n イメージまたはバージョンの無効化

n イメージまたはバージョンの有効化

n イメージまたはイメージ バージョンの削除

n Horizon Universal Console を使用したイメージ バージョンの再公開

n イメージ バージョンの公開解除

イメージの詳細の編集

イメージ カタログに登録されているイメージの説明を編集できます。これらの手順は Horizon Universal 
Console を使用して実行します。

手順

1 コンソールで、[インベントリ] - [イメージ - マルチポッド] を選択します。

コンソールには、イメージ カタログに登録されているすべてのイメージが表示されます。

2 編集するイメージの左端にある選択ボタンをクリックして、[編集] をクリックします。

3 [イメージを編集] ダイアログ ボックスで、イメージの新しい説明を入力し、[保存] をクリックします。

コンソールには、イメージが新しい説明とともに表示されます。

イメージまたはバージョンの無効化

新しい割り当てでイメージまたはバージョンが使用されないようにするには、Horizon Universal Console を使用

してそのイメージまたはバージョンを非アクティブまたは無効の状態にします。

注：   この IMS 機能は、Horizon ポッド タイプでのみ使用できます。
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イメージ バージョンを無効にすると、新しい割り当てを作成するときにコンソールでそのバージョンが選択されなく

なります。イメージ全体を無効にすると、そのイメージのすべてのバージョンが無効になります。

イメージ バージョンを無効にしても、そのイメージ バージョンに基づく既存の割り当てには影響しません。既存の

割り当てで、後で無効にされるイメージ バージョンが使用されている場合、その割り当ては、無効にされた状態でも

同じイメージ バージョンを引き続き使用できます。

注：   無効化されたイメージ バージョンのマーカー関連付けを変更することはできません。たとえば、無効なイメー

ジ バージョンでマーカーを作成したり、追加のマーカーを関連付けたりすることはできません。

手順

1 Horizon Universal Console で、[インベントリ] - [イメージ - マルチポッド] を選択します。

コンソールには、イメージ カタログに登録されているすべてのイメージが表示されます。

2 イメージ全体を無効にするか特定のイメージ バージョンを無効にするかを選択します。

n イメージ全体を無効にするには、イメージの左端にある選択ボタンをクリックし、[無効にする] をクリック

します。

n 特定のイメージ バージョンを無効にするには、まずそのバージョンを含むイメージの名前をクリックしま

す。イメージの詳細ページで、イメージ バージョンの左端にある選択ボタンをクリックします。[無効にす

る] をクリックします。

イメージまたはバージョンの有効化

[有効にする] コマンドを使用すると、無効にされたイメージまたはバージョンを使用可能な状態に戻すことができま

す。イメージまたはバージョンを有効にすると、コンソールで作成した新しい割り当てで再び使用できるようになり

ます。

イメージ全体を有効にすると、そのイメージのすべてのバージョンが有効になります。

注：   この IMS 機能は、Horizon ポッド タイプでのみ使用できます。

手順

1 Horizon Universal Console で、[インベントリ] - [イメージ - マルチポッド] を選択します。

コンソールには、イメージ カタログに登録されているすべてのイメージが表示されます。

2 イメージ全体を有効にするか特定のイメージ バージョンを有効にするかを選択します。

n イメージ全体を有効にするには、イメージの左端にある選択ボタンをクリックします。次に、詳細 ([...]) ボ
タンをクリックし、[有効にする] を選択します。

n 特定のイメージ バージョンを有効にするには、まずそのバージョンを含むイメージの名前をクリックしま

す。イメージの詳細ページで、バージョンの左端にある選択ボタンをクリックします。次に、詳細 ([...]) ボ
タンをクリックし、[有効にする] を選択します。
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イメージまたはイメージ バージョンの削除

Horizon Universal Console を使用すると、割り当てで使用されていないイメージ バージョンを Horizon 
Image Management Service (IMS) から削除できます。イメージ全体を削除するには、まずそのイメージの下の

すべてのバージョンを削除する必要があります。

イメージ バージョンに削除操作を適用すると、Horizon Image Management Service はそのバージョンをイメ

ージ カタログから削除します。IMS が Horizon から使用しているイメージの場合、IMS はバージョンの基盤とな

るイメージ アセットもソース vCenter Server インスタンスから削除します。

イメージ バージョンの公開済みコピーのみをそれらのコピーが公開されたポッドから削除する場合は、代わりに [公
開解除] オプションを使用します。イメージ バージョンの公開解除を参照してください。

注：   割り当てによって使用されているイメージ バージョンを削除することはできません。

手順

1 Horizon Universal Console で、[インベントリ] - [イメージ - マルチポッド] を選択します。

コンソールには、イメージ カタログに登録されているすべてのイメージが表示されます。

2 削除するバージョンを含むイメージの名前をクリックします。

イメージの詳細ページが表示され、すべてのバージョンが一覧表示されます。

3 イメージの詳細ページで、削除するバージョンを選択します。詳細 ([...]) ボタンをクリックし、メニューから 

[削除] を選択します。

確認のダイアログ ボックスが表示されます。

4 [続行] をクリックします。

Horizon Image Management Service はイメージ バージョンを削除します。イメージ バージョンはサー

ビスに表示されなくなり、イメージの管理を実行できなくなります。

5 イメージ全体を削除するには、手順 2 ～ 4 を繰り返してイメージのすべてのバージョンを削除します。最後に

残っているバージョンを削除すると、システムにより自動的にイメージ全体が削除されます。
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Horizon Universal Console を使用したイメージ バージョンの再公

開

イメージ バージョンを公開しようとして部分的または完全に失敗した場合は、コンソールの [再公開] ワークフロー

を使用して公開を再試行できます。

n 一部のポッドでイメージ バージョンの公開に成功し、他のポッドで失敗する場合、ステータスには [部分的に利

用可能] と表示されます。すべてのポッドで公開に失敗した場合、ステータスには [失敗] と表示されます。どち

らの場合も、[再公開] オプションを使用してプロセスを再試行できます。

注目:    通常、ポッド内の環境の理由により、ポッドでの公開は失敗します。再公開プロセスでは、ポッド内の

環境の問題は修復されません。そのポッドへの再公開を試みる前に、環境の問題を自分で修正する必要がありま

す。これには、ポッドがオンラインで健全な状態にあり、割り当ての違反や接続の問題（たとえば、要求やソケ

ットの例外の数が多いなど）がないことを確認することが含まれます。また、仮想マシンで実行された次のよう

な手動のユーザー アクションが原因で発生する仮想マシンの望ましくない状態を解決することも含まれます。

n すでにパワーオフされている仮想マシンを公開の目的でパワーオンしようとする。

n Microsoft Azure ポータルまたは vCenter Server から仮想マシンを削除しようとする。

注：   公開しようとしたイメージ バージョンが、作成したカスタム仮想マシンに基づいている場合、エージェン

ト ペアリングや Sysprep など、公開プロセスの中間ステップの 1 つでエラーが発生することがあります。この

場合は、次の手順に従って再公開アクションを試行できます。

n イメージ バージョンを再公開するときに、最初に公開したときに選択したパラメータを変更することはできませ

ん。再公開オプションは、最初に行ったすべての設定を使用して、公開を再試行するだけです。

手順

1 コンソールで、[インベントリ] - [イメージ - マルチポッド] に移動します。

コンソールには、イメージ カタログに登録されているすべてのイメージが表示されます。

2 再公開するバージョンを含むイメージの名前をクリックします。

イメージの詳細ページが表示され、すべてのバージョンが一覧表示されます。

3 イメージの詳細ページで、再公開するバージョンを選択します。

重要：   再公開できるのは、ステータスが [部分的に利用可能]（一部のポッドで公開に失敗し、他のポッドで成

功する場合）のバージョン、または [失敗]（すべてのポッドで公開に失敗する場合）のバージョンのみです。公

開プロセスで失敗している必要があります。仮想マシンの作成中に失敗した場合は、再公開オプションは使用で

きません。
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4 詳細 ([...]) ボタンをクリックし、メニューから [再公開] を選択します。

再公開のプロセスが開始されたことを示すメッセージがページの最上部に表示されます。Horizon Image 
Management Service は、最初に公開を試みたときに選択したパラメータを使用して、イメージ バージョン

の公開を試みます。公開プロセスの詳細については、第 1 世代テナント - イメージ バージョンの公開 - 
Horizon Image Management Service を参照してください。

注：   再公開アクションが失敗した場合は、このトピックの初めに記載されている情報を確認し、必要に応じて

問題を修正してから再公開してください。Azure ポッドのイメージの場合、それでも再公開が失敗する場合は、

イメージ バージョンの公開解除の手順に従ってイメージ バージョンを公開解除してから再公開します。

注目:    今回のリリースの既知の問題により、公開が失敗して、AGENT_PAIRING または SYSPREP エラー

が発生したというメッセージが表示されることがあります。その場合は、このトピックの説明に従って再公開し

てみてください。

イメージ バージョンの公開解除

Horizon Universal Console の [再公開] オプションを使用して、ポッドからイメージ バージョンのコピーをすべ

て削除できます。

n イメージ バージョンの公開を解除すると、そのイメージ バージョンはカタログ内に残り、ステータスは「展開

の完了」になります。イメージ バージョンまたはイメージ全体をカタログから削除する場合は、代わりに [削
除] オプションを使用します。イメージまたはイメージ バージョンの削除を参照してください。

n 割り当てによってバージョンのコピーが使用されている場合、そのイメージ バージョンを公開解除することはで

きません。

注意：   [公開解除] アクションは頻繁に使用しないでください。このアクションを同じイメージ バージョンで繰り返

し使用すると、予期しない結果が発生し、イメージ バージョンを後で公開しようとするときにイメージのシールドに

失敗することがあります。たとえば、新しいイメージ バージョンを作成し、そのイメージ バージョンで [公開] を実

行して「公開済み」ステータスに到達してから、[公開解除] を実行し、再度 [公開] を実行すると、公開ワークフロ

ーで発生する Sysprep プロセスが失敗することがあります。再度イメージ バージョンを公開解除すると、その時点

以降、イメージは常に公開ワークフローに失敗する可能性があります。その場合は、操作をやり直し、新しい基本イ

メージを作成することが賢明です。

手順

1 コンソールで、[インベントリ] - [イメージ - マルチポッド] を選択します。

コンソールには、イメージ カタログに登録されているすべてのイメージが表示されます。

2 公開を解除するバージョンを含むイメージの名前をクリックします。

イメージの詳細ページが表示され、すべてのバージョンが一覧表示されます。

3 イメージの詳細ページで、公開解除するバージョンを選択します。

注：   ステータスが「利用可能」または「部分的に利用可能」の場合にのみ、バージョンを公開解除することが

できます。

第 1 世代テナント - Horizon Image Management Service (IMS) ガイド

VMware, Inc. 81



4 詳細 ([...]) ボタンをクリックし、メニューから [公開解除] を選択します。

確認のダイアログ ボックスが表示されます。

5 [続行] をクリックします。

Horizon Image Management Service は、ポッドからこのイメージ バージョンのコピーをすべて削除しま

す。イメージ バージョンは「展開の完了」というステータスで表示されるようになります。
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トラブルシューティング 9
Horizon Image Management Service の操作中に問題が発生した場合は、システム構成の少なくとも 1 つのコ

ンポーネントに原因がある可能性があります。

問題をトラブルシューティングするための最初の手順として、システム構成が Horizon Image Management 
Service の要件を満たしていること、および必要に応じてシステム コンポーネントの正しい認証情報が設定されて

いることを確認します。次のトピックで、注意事項と前提条件を慎重に確認してください。

n 第 1 世代テナント - IMS のシステム要件

n クラウド接続された Horizon ポッド - Horizon Image Management Service で使用する vCenter 
Server インスタンスを構成する

n 第 1 世代テナント - IMS および Horizon 8 ポッド - イメージを vCenter Server からイメージ カタログに

インポートする

n 第 1 世代テナント - イメージ バージョンの公開 - Horizon Image Management Service

イメージ バージョンをインポートまたは公開しようとした後に、イメージ バージョンに [失敗] ステータスが表示さ

れる場合は、ステータスの横にある情報アイコンをクリックして、問題の考えられる原因に関する詳細を表示します。

この情報アイコンは、バージョンの詳細ページにのみ表示される場合があります。

この章には、次のトピックが含まれています。

n Horizon Universal Console で [マルチポッド イメージ] ページにアクセスできない

n イメージが保留状態のままになる問題を回避 

n イメージの公開が「vCenter Server に接続できません (Unable to connect to vCenter)」というエラーで

失敗する

n vCenter Server またはデータストアが [vCenter Server 認証情報の設定] または [イメージのインポート] 
ウィザードに表示されない

n イメージの公開が「一般的なシステム エラーが発生しました：vix エラー コード = (1, 0) (A general system 
error occurred: vix error codes = (1, 0))」というエラーで失敗する

n イメージの公開が「この操作はこの状態では許可されていません (This operation is not allowed in this 
state)」というエラーで失敗する

n イメージの公開が「インストール スクリプトの実行がタイムアウトになりました」というエラーで失敗する

n イメージの複製が「vCenter Server からのセッション トークンの取得に失敗しました (Failed to fetch 
session token from vCenter Server)」というエラーで失敗する
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n イメージのレプリケーションが、「すべての対象データストアで仮想マシンのクローン作成に失敗しました」とい

うエラー メッセージで失敗する

n イメージの複製が「URL のサブスクライブ済みライブラリの作成に失敗しました (Failed to create 
subscribed library for URL)」というエラーで失敗する

n デスクトップ割り当ての作成に失敗し、「複数の VLAN 環境でカスタマイズ エラーが発生しました 

(customization error in multi VLAN environment)」というエラーが表示される

n 証明書の問題が原因でイメージの公開に失敗する

n Microsoft Azure 上のポッド：AppX パッケージの削除に失敗した場合、Sysprep ステップでイメージの公

開が失敗する

n Microsoft Azure 上のポッド：トグルの有効化が原因で Sysprep ステップでイメージの公開が失敗する

Horizon Universal Console で [マルチポッド イメージ] ページに

アクセスできない

vCenter Server に問題があるため、コンソールで [マルチポッド イメージ] ページにアクセスできません。

問題

コンソールで [マルチポッド イメージ] ページに移動すると、ページが表示されないか、ページが表示されている場

合はイメージ カタログの内容が表示されません。

原因

参加する vCenter Server インスタンスが正しく構成されていません。

解決方法

u クラウド接続された Horizon ポッド - Horizon Image Management Service で使用する vCenter 
Server インスタンスを構成するで説明するように、参加する vCenter Server インスタンスを設定します。

イメージが保留状態のままになる問題を回避

1 つまたは複数のイメージが、長期間保留状態のままになります。

問題

原因

この問題は、いずれかのポッドの接続が切断されたことが原因で発生する可能性があります。

解決方法

1 ポッドにアクティブな Horizon Cloud Connector セッションがあることを確認します。

2 Horizon Cloud Connector 内から vCenter Server に安全にアクセスできることを確認します。
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解決方法

これらの接続の問題が解決されると、イメージが正しいステータスに更新されます。

イメージの公開が「vCenter Server に接続できません (Unable to 
connect to vCenter)」というエラーで失敗する

イメージの公開が、vCenter Server の問題が原因で失敗します。

問題

イメージの公開が「vCenter Server に接続できません (Unable to connect to vCenter)」というエラー メッ

セージで失敗します。

原因

1 つ以上の vCenter Server 認証情報が正しく構成されていません。

解決方法

1 クラウド接続された Horizon ポッド - Horizon Image Management Service で使用する vCenter 
Server インスタンスを構成するで説明するように、参加する vCenter Server インスタンスを設定します。各 

vCenter Server インスタンスに対して有効なユーザー名とパスワードを構成します。

2 イメージまたはイメージ バージョンの削除の説明に従って失敗したイメージを削除します。

3 第 1 世代テナント - IMS および Horizon 8 ポッド - イメージを vCenter Server からイメージ カタログに

インポートするの説明に従ってイメージを再インポートします。

4 第 1 世代テナント - イメージ バージョンの公開 - Horizon Image Management Service の説明に従ってイ

メージを再公開します。

vCenter Server またはデータストアが [vCenter Server 認証情報

の設定] または [イメージのインポート] ウィザードに表示されない

システム構成に問題があるため、vCenter Server またはデータストアが見つかりません。

問題

目的の vCenter Server インスタンスまたはデータストアが [vCenter Server 認証情報の設定] または [イメー

ジのインポート] ウィザードに表示されません。

原因

環境が Horizon Image Management Service で必要とされる 1 つ以上のシステム構成を満たしていません。

解決方法

1 Horizon Cloud ユーザー アカウントが Horizon Image Management Service を使用するために適切に

設定されていることを確認します。
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2 有効なライセンスを使用して Horizon Connection Server バージョン 7.12 以降を実行していることを確認

します。

3 管理対象のすべてのサイトで vCenter Server 6.0 以降を実行していることを確認します。

イメージの公開が「一般的なシステム エラーが発生しました：vix エ
ラー コード = (1, 0) (A general system error occurred: vix 
error codes = (1, 0))」というエラーで失敗する

Windows 認証情報が正しくないため、イメージの公開が失敗します。

問題

イメージの公開が「一般的なシステム エラーが発生しました：vix エラー コード = (1, 0) (A general system 
error occurred: vix error codes = (1, 0))」というエラー メッセージで失敗します。

原因

イメージをデプロイするための適切な Windows 認証情報が Horizon Image Management Service にありま

せん。

解決方法

1 イメージの組み込み Windows スーパー管理者アカウントの認証情報を使用して、イメージがインポートされ

ていることを確認します。

2 誤った認証情報が指定された場合は、イメージまたはイメージ バージョンの削除の説明に従って失敗したイメー

ジを削除します。

3 組み込みの Windows スーパー管理者アカウントのユーザー名とパスワードを使用してイメージを再インポー

トします。第 1 世代テナント - IMS および Horizon 8 ポッド - イメージを vCenter Server からイメージ 

カタログにインポートするを参照してください。

4 第 1 世代テナント - イメージ バージョンの公開 - Horizon Image Management Service の説明に従ってイ

メージを再公開します。

イメージの公開が「この操作はこの状態では許可されていません 

(This operation is not allowed in this state)」というエラーで失敗

する

イメージの公開は Windows アップデートがないために失敗します。

問題

イメージの公開が「この操作はこの状態では許可されていません (This operation is not allowed in this state)」
というエラー メッセージで失敗します。

原因

イメージのオペレーティング システムには、最新の Windows アップデートがインストールされていません。
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解決方法

1 イメージまたはイメージ バージョンの削除の説明に従って失敗したイメージを削除します。

2 vCenter Server でソース イメージを見つけ、最新の Windows アップデート パッチをイメージのオペレー

ティング システムにインストールします。VMware vSphere のドキュメントを参照してください。

3 組み込みの Windows スーパー管理者アカウントのユーザー名とパスワードを使用してイメージを再インポー

トします。第 1 世代テナント - IMS および Horizon 8 ポッド - イメージを vCenter Server からイメージ 

カタログにインポートするを参照してください。

4 第 1 世代テナント - イメージ バージョンの公開 - Horizon Image Management Service の説明に従ってイ

メージを再公開します。

イメージの公開が「インストール スクリプトの実行がタイムアウトに

なりました」というエラーで失敗する

イメージの公開が、Horizon Cloud Connector の問題が原因で失敗します。

問題

イメージの公開が「インストール スクリプトの実行がタイムアウトになりました」というエラー メッセージで失敗

する。

原因

このエラーは Horizon Cloud Connector バージョン 1.5 の問題が原因で発生します。Horizon Cloud 
Connector のバージョン 1.5 は、Horizon Image Management Service と互換性のある最小の Horizon 
Connection Server との互換性がなくなりました。Horizon Image Management Service には、Horizon 
Image Management Service 機能がサポートする Horizon Connection Server および Horizon Cloud 
Connector の最小バージョンに関する要件があります。Horizon Connection Server と Horizon Cloud 
Connector の両方を、相互に互換性のある最新バージョンに常に更新する必要があります。これらのコンポーネン

ト バージョンの詳細については、第 1 世代テナント - IMS のシステム要件を参照してください。

解決方法

u Horizon Cloud Connector のバージョンを Horizon Image Management Service 機能と互換性のある

最新バージョンに更新します。

イメージの複製が「vCenter Server からのセッション トークンの取

得に失敗しました (Failed to fetch session token from vCenter 
Server)」というエラーで失敗する

イメージの複製が Horizon Cloud Connector と vCenter Server の間の問題が原因で失敗します。

問題

イメージの複製が「vCenter Server からのセッション トークンの取得に失敗しました (Failed to fetch session 
token from vCenter Server)」というエラー メッセージで失敗します。

第 1 世代テナント - Horizon Image Management Service (IMS) ガイド

VMware, Inc. 87

https://docs.vmware.com/jp/VMware-vSphere/index.html


原因

Horizon Cloud Connector は vCenter Server ドメイン名を解決できません。

解決方法

1 vCenter Server ドメイン名が正しく構成されていることを確認します。VMware vSphere のドキュメント

を参照してください。

2 指定されたポッドの Active Directory ドメインを Horizon Cloud に登録していることを確認します。

Horizon Cloud 環境での最初の Active Directory ドメイン登録の実行を参照してください。

3 イメージまたはイメージ バージョンの削除の説明に従って失敗したイメージを削除します。

4 第 1 世代テナント - IMS および Horizon 8 ポッド - イメージを vCenter Server からイメージ カタログに

インポートするの説明に従ってイメージを再インポートします。

5 第 1 世代テナント - イメージ バージョンの公開 - Horizon Image Management Service の説明に従ってイ

メージを再公開します。

イメージのレプリケーションが、「すべての対象データストアで仮想マ

シンのクローン作成に失敗しました」というエラー メッセージで失敗

する

データストアの容量が不足しているためにイメージの複製が失敗します。

問題

イメージのレプリケーションが、「すべての対象データストアで仮想マシンのクローン作成に失敗しました」というエ

ラー メッセージで失敗する。

原因

指定された vCenter Server のデータストアに複製されたイメージを保存するための十分な容量がありません。

解決方法

1 ポッドのすべてのコンポーネントのステータスが緑色であることを確認します。

2 データストアに十分な空き容量があり、書き込みおよびアクセスが可能であることを確認します。

3 vCenter Server 管理者に問い合わせて、さらにトラブルシューティングを行います。

イメージの複製が「URL のサブスクライブ済みライブラリの作成に失

敗しました (Failed to create subscribed library for URL)」とい

うエラーで失敗する

参加している vCenter Server インスタンス間の認証の信頼がないため、イメージの複製が失敗します。
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問題

イメージの複製が「URL のサブスクライブ済みライブラリの作成に失敗しました (Failed to create subscribed 
library for URL)」というエラー メッセージで失敗します。

原因

参加している vCenter Server インスタンス間の認証の信頼が確立されていません。

解決方法

1 vCenter Server インスタンス間の認証の信頼を手動で構成します。クラウド接続された Horizon ポッド - 
Horizon Image Management Service で使用する vCenter Server インスタンスを構成するを参照して

ください。

2 イメージまたはイメージ バージョンの削除の説明に従って失敗したイメージを削除します。

3 第 1 世代テナント - IMS および Horizon 8 ポッド - イメージを vCenter Server からイメージ カタログに

インポートするの説明に従ってイメージを再インポートします。

4 第 1 世代テナント - イメージ バージョンの公開 - Horizon Image Management Service の説明に従ってイ

メージを再公開します。

デスクトップ割り当ての作成に失敗し、「複数の VLAN 環境でカスタ

マイズ エラーが発生しました (customization error in multi 
VLAN environment)」というエラーが表示される

ネットワーク構成が不十分なため、デスクトップ割り当ての作成に失敗します。

問題

デスクトップ割り当ての作成に失敗し、「複数の VLAN 環境でカスタマイズ エラーが発生しました 

(customization error in multi VLAN environment)」というエラー メッセージが表示されます。

原因

デスクトップ割り当てのデプロイに指定されたネットワークは、Horizon Connection Server を認識できません。

解決方法

u ネットワーク環境を構成して、Horizon Connection Server を認識できるようにします。Horizon ドキュメ

ントを参照してください。

証明書の問題が原因でイメージの公開に失敗する

証明書の問題により、イメージを公開できないため、要求されたターゲットへの有効な証明書パスが見つからないと

いうエラー メッセージが表示されます。

問題

イメージを公開しようとすると、次のエラーが表示されてプロセスが失敗します。
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「Unable to validate Server CertificatePKIX path building failed: 
sun.security.provider.certpath.SunCertPathBuilderException: unable to find valid certification path 
to requested target'」

原因

vCenter Server 証明書にリストされている vCenter Server の「サーバ名」およびサムプリントも Horizon 
Console に表示されていません。

解決方法

1 Horizon Connection Server からの問題が発生している vCenter Server を削除します。

2 vCenter Server の証明書とサムプリントの「servername」（共通名/サブジェクトの代替名）テキスト ボッ

クスにドメイン名または IP アドレスのどちらがあるかに応じて、ドメイン名または IP アドレスを使用して 

vCenter Server を Horizon Connection Server に戻します。

3 Horizon Console で 3 ドットのボタンを選択し、次に [マルチポッド イメージ] - [再スキャン] を選択します。

Horizon Console に vCenter Server が表示されます。

4 vCenter Server の認証情報を入力します。

これで、イメージをインポートできます。

Microsoft Azure 上のポッド：AppX パッケージの削除に失敗した場

合、Sysprep ステップでイメージの公開が失敗する

[AppX] ページを削除しようとすると失敗し、Microsoft Azure 上のポッドにイメージを公開しようとすると、公

開も失敗します。

問題

Sysprep の手順で公開に失敗すると、エラー メッセージが表示されます。

原因

以前に AppX パッケージの削除に失敗しました。

解決方法

エラー メッセージで参照されている Microsoft KB 記事の手順に従って問題を解決し、イメージの再公開を試みま

す。または、VMware OS 最適化ツールを使用してイメージを最適化することもできます。その後、イメージを再

公開します。

Microsoft Azure 上のポッド：トグルの有効化が原因で Sysprep ス
テップでイメージの公開が失敗する

Microsoft Azure 上のポッドへのイメージ公開中に [Windows ストア アプリを削除] トグルを有効にすると、公

開に失敗します。
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問題

Sysprep の手順で公開に失敗すると、「SYSPREP: failed to convert to convert to GP for vmName:xyz」

というエラー メッセージが表示されます。

原因

イメージの公開処理中に、[Windows ストア アプリを削除] トグルを有効化しました。

解決方法

1 [監視] - [アクティビティ] の順に移動します。

2 イメージのソース ポッドが選択されている場合は、「デスクトップ vm_name のイメージへの変換」と表示さ

れるタスクを検索します。

3 そのタスクをクリックして、障害を確認します。
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