
Horizon の管理

VMware Horizon 2106



最新の技術ドキュメントは、 VMware の Web サイト （https://docs.vmware.com/jp/）

VMware, Inc.
3401 Hillview Ave.
Palo Alto, CA 94304
www.vmware.com

ヴイエムウェア株式会社
〒 108-0023 東京都港区芝浦 3-1-1
田町ステーションタワー N 18 階
www.vmware.com/jp

Copyright 
©

 2021 VMware, Inc. All rights reserved. 著作権および商標情報。

Horizon の管理

VMware, Inc. 2

https://docs.vmware.com/jp/
https://docs.vmware.com/copyright-trademark.html


目次

1 VMware Horizon の管理 10

2 VMware Horizon Console の使用 11
Horizon Console へのログイン 11

Horizon Console インターフェイスを使用する際のヒント 12

3 Horizon Connection Server の構成 14
Horizon Console での vCenter Server の構成 14

VMware Horizon からの vCenter Server インスタンスの削除 14

競合している vCenter Server の一意の ID 15

Horizon Console での Horizon Connection Server の無効化または有効化 15

VMware Horizon サービスの概要 16

VMware Horizon サービスの停止と開始 16

Connection Server ホスト上のサービス 17

信頼されていないドメインの構成 17

ドメイン バインド アカウントのプロパティ 18

ドメイン バインド アカウントの追加 19

補助ドメイン割り当てアカウントの管理 20

クライアント セッションの構成 20

クライアント セッションおよび接続のオプションの設定 20

クライアント セッションのグローバル設定 21

クライアント セッションおよび接続のグローバル セキュリティ設定 24

クライアント セッションのグローバル クライアントの制限の設定 25

カスタマー エクスペリエンス向上プログラムへの参加 28

4 スマート カード認証の設定 30
スマート カードを使用したログイン 31

Horizon Connection Server でのスマート カード認証の構成 32

証明機関の証明書の取得 32

Windows からの CA 証明書の取得 33

サーバ信頼ストア ファイルへの CA 証明書の追加 33

Horizon Connection Server の構成プロパティの変更 34

Horizon Console でのスマート カードの設定 35

サードパーティ製ソリューションでのスマート カード認証の設定 38

Horizon Console でのスマート カード認証の設定の検証 38

スマート カードでの証明書失効チェックの使用 40

CRL チェックを使用したログイン 40

OCSP による証明書失効チェックを使用したログイン 41

VMware, Inc. 3



CRL チェックの構成 41

OCSP による証明書失効チェックの構成 42

スマート カードでの証明書失効チェックのプロパティ 42

スマート カード キャッシュ エミュレーションの使用 43

5 他のタイプのユーザー認証の設定 45
2 要素認証の使用 45

2 要素認証を用いたログイン 46

Horizon Console での 2 要素認証の有効化 47

RSA SecureID アクセス拒否のトラブルシューティング 49

RADIUS アクセス拒否のトラブルシューティング 49

SAML 認証の使用 50

VMware Workspace ONE Access 統合用の SAML 認証の使用 50

Horizon Console での SAML 認証子の設定 51

VMware Workspace ONE Access でのプロキシ サポートの設定 53

Connection Server でのサービス プロバイダ メタデータの有効期間の変更 53

Connection Server をサービス プロバイダとして使用可能にするための SAML メタデータの生成 54

複数の動的 SAML 認証子の応答時間に関する注意事項 55

Horizon Console での Workspace ONE アクセス ポリシーの設定 55

バイオメトリクス認証の構成 56

6 ユーザーとグループの認証 57
ネットワーク外部のリモート デスクトップ アクセスの制限 57

リモート アクセスの設定 57

非認証アクセスの構成 58

非認証アクセス ユーザーの作成 59

ユーザーの非認証アクセスの有効化 60

公開アプリケーションに対する非認証アクセス ユーザーへの資格付与 61

非認証アクセス セッションの検索 61

非認証アクセス ユーザーの削除 62

Horizon Client からの非認証アクセス 62

公開アプリケーションに対する非認証アクセスのログイン遅延の設定 63

Horizon Console でのユーザーへのハイブリッド ログインの設定 64

Windows ベースの Horizon Client で使用できる現在のユーザーとしてログイン機能を使用 66

True SSO の設定 68

エンタープライズ認証局の設定 68

True SSO とともに使用する証明書テンプレートの作成 69

登録サーバのインストールおよび設定 71

登録サービス クライアント証明書のエクスポート 73

登録サーバでの登録サービス クライアント証明書のインポート 74

True SSO と連携するための SAML 認証の構成 76

Horizon の管理

VMware, Inc. 4



True SSO のための Horizon Connection Server の構成 77

True SSO 構成のコマンドライン リファレンス 79

True SSO の詳細設定 83

Active Directory UPN がない Active Directory ユーザーの識別 86

True SSO と Workspace ONE でのデスクトップのロック解除 87

ダッシュボードを使用した True SSO に関する問題のトラブルシューティング 88

7 資格のあるユーザーとグループ 92
Horizon Console でのデスクトップまたはアプリケーション プールへの資格の追加 92

Horizon Console でのデスクトップまたはアプリケーション プールからの資格の削除 93

デスクトップまたはアプリケーション プールの資格の確認 93

資格のあるプールのショートカットの設定 94

Horizon Console でのデスクトップ プールのショートカットの作成 95

Horizon Console でのアプリケーション プールのショートカットの作成 96

デスクトップ プール、公開デスクトップ、アプリケーション プールに対するクライアント制限の実装 97

8 ロールベースの委任管理の構成 99
ロールと権限の概要 99

Horizon Console でのアクセス グループを使用したプールおよびファーム管理の委任 100

異なるアクセス グループの異なる管理者 101

同じアクセス グループの異なる管理者 101

権限とアクセス グループの概要 102

管理者の管理 103

Horizon Console での管理者の作成 103

Horizon Console での管理者の削除 104

権限の管理と確認 105

Horizon Console での権限の追加 105

Horizon Console での権限の削除 106

Horizon Console での権限の確認 107

アクセス グループの管理と確認 107

Horizon Console でアクセス グループを追加する 108

Horizon Console での別のアクセス グループへのデスクトップ プールまたはファームの移動 108

Horizon Console でのアクセス グループの削除 109

アクセス グループ内のデオブジェクトの確認 109

アクセス グループ内の vCenter Server 仮想マシンの確認 110

カスタム ロールの管理 110

Horizon Console でのカスタム ロールの追加 110

Horizon Console でのカスタム ロールの権限の変更 111

Horizon Console でのカスタム ロールの削除 111

定義済みのロールと権限 111

定義済みの管理者ロール 112

Horizon の管理

VMware, Inc. 5



グローバル権限 115

オブジェクト固有の権限 117

権限範囲 119

内部権限 120

フル クローンとインスタント クローンの管理に必要な vCenter Server の最小権限 120

一般的なタスクに必要な権限 123

プール管理のための権限 123

マシン管理のための権限 124

ユーザーと管理者の管理のための権限 125

クラウド ポッド アーキテクチャ 環境を管理するための権限 125

アクセス グループとフェデレーション アクセス グループの管理権限 126

セッションとグローバル セッションの管理権限 126

Horizon Help Desk Tool タスクの権限 127

一般的な管理タスクと管理コマンドのための権限とロール 128

管理者ユーザーおよびグループに関するベスト プラクティス 129

9 Horizon コンポーネントのグループ ポリシーの設定 130
VMware View Server 構成 ADMX テンプレートの設定 130

VMware View の一般的な構成 ADMX テンプレートの設定 131

10 Horizon コンポーネントのメンテナンス 135
VMware Horizon 構成データのバックアップと復元 135

Horizon Connection Server のデータのバックアップ 135

VMware Horizon 構成バックアップのスケジュール 136

Horizon 構成バックアップの設定 137

Horizon Connection Server からの構成データのエクスポート 137

Horizon Connection Server の構成データのリストア 138

Horizon Connection Server への構成データのインポート 139

11 キオスク モードのクライアントの設定 141
キオスク モードのクライアントの構成 142

キオスク モードのクライアントのための Active Directory および VMware Horizon の準備 143

キオスク モードのクライアントに対するデフォルト値の設定 144

クライアント デバイスの MAC アドレスの表示 145

キオスク モードのクライアント用アカウントの追加 146

キオスク モードのクライアントの認証の有効化 147

キオスク モードのクライアントの構成の確認 149

キオスク モードのクライアントからリモート デスクトップへの接続 150

12 Horizon Console の監視とトラブルシューティング 153
Horizon Console での Horizon Help Desk Tool の使用 153

Horizon の管理

VMware, Inc. 6



Horizon Console で Horizon Help Desk Tool を開始します。 154

Horizon Help Desk Tool でのユーザーのトラブルシューティング 155

Horizon Help Desk Tool のセッションの詳細 158

Horizon Help Desk Tool のセッション プロセス 163

Horizon Help Desk Tool のアプリケーション ステータス 164

Horizon Help Desk Tool でのデスクトップまたはアプリケーション セッションのトラブルシューティング

164

VMware Logon Monitor の使用 166

Logon Monitor の構成 169

VMware Horizon Performance Tracker の使用 170

VMware Horizon Performance Tracker の構成 170

Horizon Performance Tracker グループ ポリシーの設定 172

Horizon Performance Tracker の実行 173

Horizon Connection Server 健全性監視のためのロード バランサの構成 175

VMware Horizon コンポーネントの監視 175

Horizon Connection Server の負荷ステータスの監視 177

Horizon Connection Server でのサービスの監視 178

期間限定ライセンスの使用状況の監視 178

VMware Horizon でのイベントの監視 181

VMware Horizon イベント メッセージ 181

VMware Horizon の診断情報の収集 182

Horizon Agent 用のデータ収集ツール バンドルの作成 183

DCT を使用したリモート デスクトップ機能とコンポーネントのログの収集 184

Windows ログ ファイルの Horizon Client 189

Horizon Client for Mac のログ ファイル 191

Linux ログ ファイルの Horizon Client 192

モバイル デバイス上の Horizon Client のログ ファイル 193

Windows マシンの Horizon Agent ログ ファイル 194

Linux デスクトップのログ ファイル 195

Horizon Client for Windows の診断情報の保存 196

Horizon 接続サーバの診断情報の収集 196

コンソールからの Horizon Agent、Horizon Client、または Horizon Connection Server の診断情報の収

集 197

Horizon Console でのログの収集 198

Skyline Collector アプライアンスとの Horizon Connection Server の統合 200

サポート要求の更新 200

フィードバックを送信 201

VMware Horizon Server の証明書失効チェックのトラブルシューティング 201

スマート カードでの証明書失効チェックのトラブルシューティング 202

トラブルシューティングの追加情報 203

13 vdmadmin コマンドの使用 204

Horizon の管理

VMware, Inc. 7



vdmadmin コマンドの使用方法 206

vdmadmin コマンドでの認証 206

vdmadmin コマンドの出力形式 207

vdmadmin コマンド オプション 207

-A オプションを使用した Horizon Agent のログの構成 208

-A オプションを使用した IP アドレスの上書き 211

-F オプションを使用した外部セキュリティ プリンシパルの更新 212

-H オプションを使用した健全性モニターの一覧表示および詳細表示 213

‑I オプションを使用した VMware Horizon の動作レポートの一覧表示および結果表示 214

‑I オプションを使用した Syslog 形式での VMware Horizon イベント ログ メッセージの生成 215

-L オプションを使用した専用マシンの割り当て 217

-M オプションを使用したマシンに関する情報の表示 218

-M オプションを使用した仮想マシン上のディスク容量の再利用 220

-N オプションを使用したドメイン フィルタの構成 221

ドメイン フィルタの構成 223

ドメインを含めるフィルタ処理の例 224

ドメイン除外のフィルタ処理の例 225

-O および -P オプションを使用して資格を持たないユーザーのマシンとポリシーを表示する 227

-Q オプションを使用したキオスク モードのクライアントの構成 229

-R オプションを使用したマシンの最初のユーザーの表示 235

-S オプションを使用した Connection Server インスタンスのエントリの削除 235

-T オプションの使用による管理者の 2 番目の認証情報の提供 236

-U オプションを使用したユーザーに関する情報の表示 238

-V オプションを使用した仮想マシンのロック解除またはロック 239

-X オプションを使用して LDAP エントリおよびスキーマの競合を検出して解決する 240

14 VMware Horizon とイベント データベースの連携 243
イベント データベースのテーブルとスキーマ 243

Horizon Connection Server のイベント 247

Horizon Agent のイベント 252

Horizon Console のイベント 253

イベント メッセージの属性 261

データベース クエリおよびビューのサンプル 263

15 LDAP データのカスタマイズ 265
LDAP 構成データの概要 265

LDAP 構成データの変更 266

LDAP 構成データのエクスポート 266

LDIF 構成ファイルでのデスクトップ プールの定義 267

LDAP 構成データのインポート 270

Horizon の管理

VMware, Inc. 8



16 VMware Horizon 環境と Horizon Control Plane の接続 272

17 Horizon PowerCLI モジュールの使用 273
Horizon PowerCLI モジュールの設定 273

Horizon PowerCLI サンプル スクリプトの実行 274

Horizon の管理

VMware, Inc. 9



VMware Horizon の管理 1
Horizon の管理では、Horizon Console で VMware Horizon® の構成と管理、管理者の作成、ユーザー認証の設

定、ポリシーの構成、管理タスクを行う方法を説明します。また、VMware Horizon コンポーネントを保守および

トラブルシューティングする方法についても説明します。

VMware Horizon Console は、Web インターフェイスの最新バージョンで、仮想デスクトップおよび公開デス

クトップやアプリケーションを作成したり、管理することができます。

Horizon Console を使用して クラウド ポッド アーキテクチャ 環境の設定と管理を行う方法については、Horizon 
でのクラウド ポッド アーキテクチャの管理を参照してください。

対象読者

本書に記載されている情報は、VMware Horizon を構成および管理するすべての方を対象としています。本書に記

載されている情報は、仮想マシンのテクノロジとデータセンターの操作に精通した、経験豊富な Windows または 

Linux システム管理者向けに書かれています。
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VMware Horizon Console の使用 2
VMware Horizon Console は、VMware Horizon の Web インターフェイスで、仮想デスクトップや公開デス

クトップとアプリケーションを作成したり、管理することができます。

Horizon Console は、Horizon Connection Server をインストールして構成した後に使用できます。

この章には、次のトピックが含まれています。

n Horizon Console へのログイン

n Horizon Console インターフェイスを使用する際のヒント

Horizon Console へのログイン

デスクトップまたはアプリケーション プールの展開タスク、あるいはモニタリングとトラブルシューティングのタス

クを実行するには、Horizon Console にログインする必要があります。Horizon Console には、安全な接続 

(TLS) を使用してアクセスします。

前提条件

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

n Horizon Console でサポートされている Web ブラウザを使用していることを確認します。サポート対象 

Web ブラウザの詳細については、Horizon のインストールドキュメントを参照してください。

手順

1 Web ブラウザを開き、次の URL を入力します。server は、Connection Server インスタンスのホスト名で

す。

https://server/admin

注：   ホスト名が解決できないときに Connection Server インスタンスにアクセスする必要がある場合は、IP 
アドレスを使用できます。ただし、通信するホストは、Connection Server インスタンスに対して構成された 

TLS 証明書に一致しないため、アクセスがブロックされたりアクセスのセキュリティが低下したりします。IP 
アドレスではなく、FQDN を使用することをおすすめします。

Horizon Console へのアクセスは、Connection Server コンピュータで構成されている証明書のタイプによ

って異なります。
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Connection Server ホストで Web ブラウザを開く場合、https://localhost ではなく、

https://127.0.0.1 を使用して接続します。この方法で localhost 解決における潜在的な DNS 攻撃

を回避することにより、セキュリティが向上します。

注：   Internet Explorer 11 などの古い Web ブラウザを使用していると、ポップアップ ウィンドウが開き、

Horizon Console の最適なユーザー エクスペリエンスに必要な Web ブラウザのリストが表示されます。ポ

ップアップ ウィンドウで、優先する Web ブラウザをクリックして、Web ブラウザをダウンロードすることも

できます。

オプション 説明

Connection Server 用に CA によって署

名された証明書を構成しています。

最初に接続するときに、Web ブラウザで VMware Horizon ページが表示されます。

Connection Server によって提供されたデ

フォルトの自己署名証明書が構成されます。

最初に接続したときに、Web ブラウザによって、アドレスに関連付けられているセキュリテ

ィ証明書が、信頼された証明機関から発行されていないことを警告するページが表示される場

合があります。

[無視] をクリックして、現在の TLS 証明書の使用を続けます。

 
2 管理者アカウントにアクセスするための認証情報を持つユーザーとしてログインします。

スタンドアローンの Connection Server インスタンス、または複製されたグループにおける最初の 

Connection Server インスタンスをインストールするときに、管理者ロールの初期割り当てを行います。デフ

ォルトでは、Connection Server のインストールに使用するアカウントが選択されていますが、このアカウン

トを Administrators ローカル グループまたはドメイン グローバル グループに変更できます。

Administrators ローカル グループを選択した場合は、このグループに追加されたドメイン ユーザーを直接ま

たはグループ メンバーシップ経由で使用できます。このグループに追加されたローカル ユーザーは使用できま

せん。

3 ログインするユーザー名を記憶しておくこともできます。記憶するには、[ユーザー名を記憶する] を選択しま

す。

4 [ログイン] をクリックします。

次のステップ

Horizon Console でリンクを右クリックして、別の Web ブラウザ タブで開くこともできます。

Horizon Console インターフェイスを使用する際のヒント

Horizon Console のユーザー インターフェイス機能を使用すると、Horizon ページ内を移動したり、Horizon オ
ブジェクトの検索、フィルタ処理、および並べ替えを行うことができます。

Horizon Console には、多くの一般的なユーザー インターフェイス機能があります。たとえば、各ページの左側の

ナビゲーション ペインから、Horizon Console のその他のページに直接移動できます。検索フィルタでは、検索対

象のオブジェクトに関連するフィルタ条件を選択できます。

次の表に、Horizon Console の使用に役立つ別の機能を示します。

Horizon の管理
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表 2-1. Horizon Console のナビゲーションと表示機能

Horizon Console の機能 説明

Horizon Console ページで前および次に移動 以前表示した Horizon Console ページに戻るには、ブラウザの [戻る] ボタンをクリックし

ます。現在のページに戻るには、[進む] ボタンをクリックします。

Horizon Console ウィザードまたはダイアログ ボックスの使用中にブラウザの [戻る] ボタ

ンをクリックすると、Horizon Console のメイン ページに戻ります。ウィザードまたはダイ

アログに入力した情報は失われます。

Horizon Console ページのブックマークの設

定

ブラウザで Horizon Console ページをブックマークできます。

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

できます。

Horizon Console の表の一番上の行にある見出しをクリックして、その見出しに基づいて 

Horizon オブジェクトをアルファベット順に並べ替えます。

二次的な項目によって Horizon オブジェクトを並べ替えるには、Ctrl キーを押しながら別の

見出しをクリックします。

Ctrl キーを押しながら続けてクリックすると、表内のすべての列を重要性の高い順に並べ替え

ることができます。

並べ替え項目の選択を解除するには、Ctrl + Shift キーを押しながらクリックします。

表の列のカスタマイズ 選択した列を非表示にしたり、最初の列をロックするなど、Horizon Console の表の列の表

示をカスタマイズできます。この機能を使用すると、多くの列を含む大きな表の表示を管理で

きます。

列のヘッダを右クリックすると、次のアクションを実行できるコンテキスト メニューが表示さ

れます。

n 選択した列を非表示。

n 列をカスタマイズ。ダイアログに表内のすべての列が表示されます。表示または非表示に

する列を選択できます。

n 最初の列をロック。このオプションにより、多くの列を含む表を横にスクロールするとき

に、左側の列が表示されたままになります。

Horizon オブジェクトの選択および Horizon 
オブジェクトの詳細の表示

Horizon オブジェクトが表示される Horizon Console の表で、オブジェクトを選択したり、

オブジェクトの詳細を表示したりできます。

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

にある、オブジェクトを管理するメニューとコマンドがアクティブになります。

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

新しいページに、オブジェクトの詳細が表示されます。

たとえば、[インベントリ] - [デスクトップ] ページの順に移動して個々のプールの行内をクリ

ックすると、プールに関連するコマンドが有効になります。

左の列の [ID] セルをダブルクリックすると、プールに関する詳細を含む新しいページが表示さ

れます。

詳細表示のためのダイアログ ボックスの展開 Horizon Console ダイアログ ボックスを展開して、表の列にデスクトップ名やユーザー名な

どの詳細を表示できます。

ダイアログ ボックスを展開するには、ダイアログ ボックスの右下隅のドットの上にマウスを置

き、角をドラッグします。

Horizon オブジェクトの Web ブラウザ操作

のコンテキスト メニューの表示

Horizon Console テーブルの Horizon オブジェクトを右クリックすると、コンテキスト メ
ニューが表示されます。これにより、別のタブまたはウィンドウでオブジェクトを開くなどの 

Web ブラウザ操作を実行できます。

Horizon の管理
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Horizon Connection Server の構成 3
Horizon Connection Server をインストールし初期構成を実行後、vCenter Server インスタンスを VMware 
Horizon 環境に追加し、管理者責任を委任するためのロールを設定して、構成データのバックアップをスケジューリ

ングできます。

この章には、次のトピックが含まれています。

n Horizon Console での vCenter Server の構成

n Horizon Console での Horizon Connection Server の無効化または有効化

n VMware Horizon サービスの概要

n 信頼されていないドメインの構成

n クライアント セッションの構成

n カスタマー エクスペリエンス向上プログラムへの参加

Horizon Console での vCenter Server の構成

VMware vSphere 仮想マシンをリモート デスクトップとして使用するには、vCenter Server と通信するように 

VMware Horizon を設定する必要があります。

詳細については、Horizon のインストールの「vCenter Server インスタンスの VMware Horizon への追加」を

参照してください。

VMware Horizon からの vCenter Server インスタンスの削除

VMware Horizon と vCenter Server インスタンス間の接続を削除できます。これを行うと、VMware 
Horizon は、vCenter Server インスタンスで作成された仮想マシンを管理しなくなります。

前提条件

vCenter Server インスタンスに関連付けられているすべての仮想マシンを削除します。仮想マシンの削除の詳細

については、Horizon での仮想デスクトップのセットアップドキュメントで「デスクトップ プールの削除」を参照

してください。

手順

1 Horizon Console で、[設定] - [サーバ] の順に移動します。

2 [vCenter Server] タブで、vCenter Server インスタンスを選択します。
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3 [削除] をクリックします。

VMware Horizon がこの vCenter Server インスタンスによって管理される仮想マシンにアクセスできなく

なることを警告するダイアログ メッセージが表示されます。

4 [OK] をクリックします。

結果

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

競合している vCenter Server の一意の ID

環境内に複数の vCenter Server インスタンスが構成されている場合は、新しいインスタンスを追加しようとする

と、一意の ID が競合しているために失敗することがあります。

問題

VMware Horizon に vCenter Server インスタンスを追加しようとしていますが、新しい vCenter Server イン

スタンスの一意の ID が既存のインスタンスと競合しています。

原因

2 つの vCenter Server インスタンスが同じ一意の ID を使用することはできません。vCenter Server の一意の 

ID は、デフォルトではランダムに生成されますが、編集できます。

解決方法

1 vSphere Client で、[管理] - [vCenter Server 設定] - [ランタイムの設定] の順にクリックします。

2 新しい一意の ID を入力し、[OK] をクリックします。

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

さい。

Horizon Console での Horizon Connection Server の無効化ま

たは有効化

Connection Server インスタンスを無効にして、ユーザーが仮想または公開デスクトップやアプリケーションにロ

グインできないようにすることができます。インスタンスを無効にした後、再度有効にすることができます。

Connection Server インスタンスを無効にしても、現在デスクトップやアプリケーションにログインしているユー

ザーは影響を受けません。

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

す。

n 単一でスタンドアローンの Connection Server インスタンスの場合、ユーザーはデスクトップまたはアプリケ

ーションにログインできません。Connection Server に接続できません。

n これが複製された Connection Server インスタンスの場合は、ユーザーを別の複製されたインスタンスにルー

ティングできるかどうかはネットワーク トポロジーによって決まります。別のインスタンスにアクセスできる

場合、ユーザーはデスクトップやアプリケーションにログインできます。

Horizon の管理
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手順

1 Horizon Console で、[設定] - [サーバ] の順に選択します。

2 [Connection Server] タブで、Connection Server インスタンスを選択します。

3 [無効化] をクリックします。

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

VMware Horizon サービスの概要

Connection Server インスタンスの動作は、システムで実行しているいくつかのサービスに依存しています。これ

らのシステムは、自動で起動および停止されますが、これらのサービスの動作を手動で調整する必要がある場合があ

ります。

Microsoft Windows サービス ツールを使用して、VMware Horizon サービスを停止または開始します。

Connection Server ホスト上の VMware Horizon サービスを停止した場合は、そのサービスを再起動するまで、

エンド ユーザーはリモート デスクトップまたはアプリケーションに接続できません。さらに、サービスの実行が停

止した場合またはそのサービスが制御する VMware Horizon 機能が応答していないように見える場合も、サービス

を再起動する必要がある可能性があります。

VMware Horizon サービスの停止と開始

Connection Server インスタンスの動作は、システムで実行しているいくつかのサービスに依存しています。

VMware Horizon の動作に関する問題をトラブルシューティングするときに、これらのサービスを手動で停止した

り開始したりすることが必要になる場合があります。

VMware Horizon サービスを停止すると、エンド ユーザーはリモート デスクトップおよびアプリケーションに接

続できなくなります。このような操作はシステム メンテナンスのためにすでにスケジュール設定されている時間に

実行するか、またはデスクトップおよびアプリケーションが一時的に使用できくなることをエンド ユーザーに警告す

る必要があります。

注：   Connection Server ホスト上の VMware Horizon Connection Server サービスのみを停止します。他の

コンポーネント サービスは停止しないでください。

前提条件

Connection Server ホストで実行するサービスについて、Connection Server ホスト上のサービスを参照してく

ださい。

手順

1 コマンド プロンプトに services.msc を入力して、Windows サービス ツールを起動します。

2 Connection Server ホスト上で VMware Horizon Connection Server サービスを選択して、[停止]、[再
起動]、または[開始] をクリックします。

3 一覧表示されたサービスのステータスが期待どおりに変更されたことを確認します。

Horizon の管理
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Connection Server ホスト上のサービス

VMware Horizon の処理は、Connection Server ホストで実行しているいくつかのサービスに依存しています。

表 3-1. Horizon Connection Server ホスト サービス

サービス名

スタートアップ

の種類 説明

VMware Horizon 
Blast Secure 
Gateway

自動 安全な HTML Access サービスと Blast Extreme サービスを提供します。クライアントが Blast 
Secure Gateway を介して Connection Server に接続する場合には、このサービスを実行する必

要があります。

VMware Horizon 
Connection Server

自動 コネクション ブローカー サービスを提供します。このサービスは常に実行する必要があります。こ

のサービスを開始または停止すると、Framework、Message Bus、Security Gateway、および 

Web サービスも開始または停止されます。このサービスでは、VMwareVDMDS サービスまたは 

VMware Horizon スクリプト ホスト サービスは開始または停止されません。

VMware Horizon 
Framework コンポ

ーネント

Manual イベント ログ、セキュリティ、および COM+ Framework サービスを提供します。このサービス

は常に実行する必要があります。

VMware Horizon 
Message Bus コン

ポーネント

Manual VMware Horizon コンポーネント間のメッセージング サービスを提供します。このサービスは常

に実行する必要があります。

VMware Horizon 
PCoIP Secure 
Gateway

Manual PCoIP Secure Gateway サービスを提供します。クライアントが PCoIP Secure Gateway を
介して Connection Server に接続する場合には、このサービスを実行する必要があります。

VMware Horizon 
スクリプト ホスト

無効 仮想マシンを削除する場合に実行するサードパーティ スクリプトをサポートします。デフォルトで

は、このサービスは無効になっています。スクリプトを実行する場合、このサービスを有効にする必

要があります。

VMware Horizon 
Security Gateway 
コンポーネント

Manual 一般的なゲートウェイ サービスを提供します。このサービスは常に実行する必要があります。

VMware Horizon 
Web コンポーネント

Manual Web サービスを提供します。このサービスは常に実行する必要があります。

VMwareVDMDS 自動 Horizon LDAP サービスを提供します。このサービスは常に実行する必要があります。VMware 
Horizon のアップグレード中、このサービスにより既存のデータが正しく移行されます。

信頼されていないドメインの構成

Connection Server ドメインとの正式な信頼関係のないユーザー ドメインを追加できます。Connection 
Server ドメインとユーザーのドメイン間に一方向または双方向の信頼関係を設定することが、ユーザーの Active 
Directory (AD) インフラストラクチャに対する侵入的なアクティビティになることが少なくありません。代わり

に、別のドメインに VMware Horizon を展開して、信頼されていないドメインとして構成することで、ユーザー 

ドメインとの通信を設定できます。

信頼されていない関係を確立すると、クラウド ホスト型の Connection Server ドメインがオンプレミスのユーザ

ー ドメインと通信している場合など、一部のシナリオで管理が容易になります。

Horizon の管理
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プライマリ ドメイン バインド アカウントを作成して、Connection Server ドメインと別のドメインの間に、信頼

されていないドメインの信頼関係を設定します。Horizon は、ドメイン バインド アカウントを使用して、Active 
Directory でクエリと検索を実行します。プライマリ ドメイン バインド アカウントにアクセスできなくなったり、

ロックアウトされた場合に備えて、複数の補助アカウントを追加することもできます。

構成すると、Horizon は、補助ドメイン バインド アカウントを使用して、Active Directory でクエリと検索を実

行します。

Horizon Console で、[設定] - [ドメイン] の順に移動すると、[ドメイン バインド] タブで構成済みの信頼されてい

ないドメインを確認できます。また、[Connection Server] タブで Connection Server ドメインの情報と信頼関

係を確認できます。

信頼されていないドメインが正常に構成され、その後、管理者が 信頼されていないドメインと Connection Server 
ドメインとの正式な信頼関係（一方向または双方向）を確立すると、信頼されていないドメインは Connection 
Server ドメインとして扱われます。信頼されていないドメインは、[ドメイン] - [ドメイン バインド] タブに表示さ

れなくなり、[ドメイン] - [Connection Server] タブに表示されます。

信頼されていないドメインに属するユーザーは、SAML 認証とスマート カード認証を使用できます。SAML 認証を

使用する場合は、SAML 認証の使用を参照してください。信頼されていないドメインに属するユーザーは、SAML 
認証で True SSO を使用できます。スマート カード認証を使用する場合は、4 章 スマート カード認証の設定を参照

してください。

ドメイン バインド アカウントのプロパティ

ドメイン バインド アカウントを作成する場合は、特定のアカウント構成と Active Directory (AD) 登録プロパティ

を指定する必要があります。Horizon は、プライマリ サービス アカウントとしてドメイン バインド アカウントを

使用して、信頼されていないユーザー ドメインの Active Directory サーバに接続し、Active Directory にクエリ

を実行します。

表 3-2. ドメイン バインド アカウントのプロパティ

プロパティ 説明

DNS 名 Active Directory の完全修飾ドメイン名です。

NetBIOS Active Directory NetBIOS ドメイン名です。

プロトコル （編集不可）サポートされているプロトコルは LDAP のみです。

プライマリ サービス アカウント プライマリ ドメイン バインド サービス アカウントの認証情報：

n [ユーザー名]。プライマリ ドメイン バインド 管理者のユーザー

名。

n [パスワード]。プライマリ ドメイン バインド 管理者のパスワー

ド。

ポート デフォルトのポートは 389 (LDAP) です。標準ポートを使用している

場合は、このテキスト ボックスを変更する必要はありません。

コンテキスト DNS ドメイン名に関連する LDAP 命名コンテキスト。このフィール

ドは DNS 名から自動的に挿入されます。例：

dc=horizon,dc=example,dc=com

自動 ドメイン コントローラを自動的に検出するには、このオプションを選択

します。

Horizon の管理
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表 3-2. ドメイン バインド アカウントのプロパティ （続き）

プロパティ 説明

ドメイン コントローラ の IP アドレス この Active Directory との通信に使用するドメイン コントローラの 

IP アドレスを指定します。複数の IP アドレスを指定する場合は、カン

マ区切りのリストを使用します。

サイト名 ドメイン コントローラを検索するときの優先サイト

ドメイン バインド アカウントの追加

プライマリ ドメイン バインド アカウントを追加して、Connection Server ドメインと別のドメインの間に、信頼

されていないドメインの信頼関係を設定します。

前提条件

n Connection Server のドメイン用に Active Directory を準備されていることを確認します。Horizon のイ

ンストールドキュメントの「Active Directory の準備」を参照してください。

n 信頼されていないドメイン バインド アカウントのプロパティを収集します。ドメイン バインド アカウントの

プロパティを参照してください。

n Connection Server ドメインとターゲット ユーザー ドメインとの間に正式な信頼関係がないことを確認しま

す。Connection Server ドメインのドメイン情報を確認するには、[設定] - [ドメイン] の順に移動して、

[Connection Server] タブをクリックします。

n DNS インフラストラクチャが、信頼されていないドメインの FQDN をそれぞれの Connection Server から

正常に解決できることを確認します。

n Connection Server マシンと信頼されていないドメインのドメイン コントローラが時間内に同期されている

ことを確認します。

手順

1 Horizon Console で、[設定] - [ドメイン] の順に移動します。

2 [ドメイン バインド] タブをクリックします。

3 [追加] をクリックして、信頼されていないドメイン バインド アカウントを追加します。

4 信頼されていないドメイン バインド アカウントのプロパティを入力します。

5 （オプション） [信頼されていないドメインのアカウントを追加した後に補助アカウントを追加] を選択して、補

助ドメイン バインド アカウントを追加します。

[補助アカウントの管理] ウィンドウで [追加] をクリックし、補助ドメイン バインド アカウント ユーザーのユー

ザー名とパスワードを入力して、[OK] をクリックします。

6 [OK] をクリックします。

結果

[ドメイン バインド] タブの [サービス アカウント] 列でプライマリ ドメイン バインド アカウントを確認できます。

Horizon の管理
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次のステップ

補助ドメイン バインド アカウントを追加します。補助ドメイン割り当てアカウントの管理を参照してください。

補助ドメイン割り当てアカウントの管理

プライマリ ドメイン バインド アカウントを追加した後、補助ドメイン割り当てアカウントの追加、編集、削除を行

うことができます。複数の補助ドメイン バインド アカウントを追加することもできます。構成した場合、プライマ

リ ドメイン バインド アカウントがアクセスできなくなったり、ロックアウトされたときに、Horizon はこの補助ド

メイン割り当てアカウントを使用します。

前提条件

ドメイン バインド アカウントが追加されていることを確認します。ドメイン バインド アカウントの追加を参照し

てください。

手順

1 Horizon Console で、[設定] - [ドメイン] の順に移動します。

2 [ドメイン バインド] タブをクリックします。

3 信頼されていないドメインを選択します。

4 [補助アカウントの管理] をクリックします。

5 補助アカウントのユーザー名とパスワードを入力します。

6 （オプション） [追加] をクリックして別の補助アカウントを追加し、補助アカウント ユーザーのユーザー名とパ

スワードを入力します。

補助アカウントを編集または削除することもできます。補助アカウント ユーザーのユーザー名とパスワードを

編集する場合は、[編集] をクリックします。補助アカウントを削除するには、[削除] をクリックします。

注：   補助ドメイン バインド アカウント ユーザーはパスワードを編集できますが、補助アカウントのユーザー

名を編集することはできません。

7 [OK] をクリックします。

結果

[ドメイン バインド] タブの [補助アカウント] 列で、追加された補助アカウントの数を確認できます。

クライアント セッションの構成

Connection Server インスタンスまたは複製されたグループによって管理されるクライアント セッションおよび

接続に影響を与えるグローバル設定を指定できます。セッション タイムアウトの長さを設定したり、ログイン前メッ

セージや警告メッセージを表示したり、セキュリティ関連のクライアント接続オプションを設定したりすることがで

きます。

クライアント セッションおよび接続のオプションの設定

グローバル設定を構成して、クライアント セッションおよび接続の動作方法を決定します。
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グローバル設定は、単一の Connection Server インスタンスに固有ではありません。スタンドアローン

Connection Server インスタンスまたは複製されたインスタンスのグループによって管理されるすべてのクライ

アント セッションに影響します。

また、Horizon クライアントとリモート デスクトップの間でトンネリングされていない直接接続を使用するように 

Connection Server インスタンスを構成することもできます。Horizon のインストールの「セキュアなトンネル

と PCoIP Secure Gateway を構成する」を参照してください。

前提条件

グローバル設定について理解しておきます。クライアント セッションのグローバル設定、クライアント セッション

および接続のグローバル セキュリティ設定、クライアント セッションのグローバル クライアントの制限の設定を参

照してください。

手順

1 Horizon Console で、[設定] - [グローバル設定] の順に選択します。

2 全般設定、セキュリティ設定、またはクライアント制限設定を行います。

オプション 説明

全般的なグローバル設定 [全般設定] タブで、[編集] をクリックします。

グローバル セキュリティ設定 [セキュリティ設定] タブで、[編集] をクリックします。

グローバル クライアント制限の設定 [クライアントの制限の設定] タブで、[編集] をクリックします。

 
3 グローバル設定を構成します。

4 [OK] をクリックします。

次のステップ

インストール中に指定したデータ リカバリ パスワードを変更できます。Horizon のセキュリティの「データ リカバ

リ パスワードを変更する」を参照してください。

クライアント セッションのグローバル設定

全般的なグローバル設定では、セッション タイムアウトの長さ、SSO の有効性とタイムアウト制限、Horizon 
Console でのステータス更新を設定します。また、ログイン前メッセージや警告メッセージを表示するかどうか、

Horizon Console が Windows Server をリモート デスクトップ用にサポートされるオペレーティング システム

として扱うかどうかなども設定できます。

Horizon Console でグローバル設定を行うには、[設定] - [グローバル設定] - [一般設定] の順に移動します。

以下の表の設定の変更はただちに有効になります。Connection Server または Horizon Client の再起動は不要

です。
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表 3-3. クライアント セッションの全般的なグローバル設定

設定 説明

View API セッションのタイム

アウト

View API セッションがタイムアウトする前にアイドル状態の View API セッションがどれだけ続くかを

決定します。

重要：   View API セッション タイムアウトを長く設定すると、Horizon Console が不正に使用されるリ

スクが増大します。アイドル状態のセッションを長時間許可する場合は用心してください。

デフォルトでは、View API セッション タイムアウトは 10 分です。セッション タイムアウトは 10 分から 

4320 分（72 時間）の間で設定できます。

Connection Server セッショ

ンのタイムアウト

Connection Server セッションがタイムアウトする前にアイドル状態の Horizon Console セッション

がどれだけ続くかを決定します。

重要：   Horizon Console セッション タイムアウトを長く設定すると、Horizon Console が不正に使用

されるリスクが増大します。アイドル状態のセッションを長時間許可する場合は用心してください。

セッションがタイムアウトする前に、60 秒間のカウントダウン付きで警告メッセージが表示されます。カウ

ントダウンが終了する前にセッションをクリックすると、セッションが続行します。60 秒後にセッションが

タイムアウトすると、再度ログインする必要があることを通知するエラー メッセージが表示されます。

Connection Server セッション タイムアウトの最小値を 2 分に設定し、最大値を 4,320 分（72 時間）

に設定できます。

[Connection Server セッションのタイムアウト] の値を上書きして、アイドル状態の Horizon Console 
セッションがタイムアウトするまでの時間に独自の設定を行うには、Horizon Console ヘッダーの [設定] 
をクリックします。[自分の環境設定] ダイアログ ボックスで、[Connection Server セッション タイムア

ウトの上書き] に値を入力します。

ユーザーの強制切断 ユーザーが VMware Horizon にログインしてから指定した時間（分）が経過すると、すべてのデスクトッ

プとアプリケーションが切断されます。すべてのデスクトップとアプリケーションは、ユーザーがそれらをい

つ開いたかにかかわらず同時に切断されます。

アプリケーションのリモート処理をサポートしないクライアントでは、この設定の値が [なし] または 1200 
分よりも長い場合、最大タイムアウト値である 1200 分が適用されます。

デフォルトは、[600 分後] です。

シングル サインオン (SSO) SSO が有効な場合、VMware Horizon にはユーザーの認証情報がキャッシュされるため、ユーザーは 

Windows リモート セッションにログインするための認証情報を指定せずにリモート デスクトップまたは

アプリケーションを起動できます。デフォルトは [有効化] です

VMware Horizon 以降で導入されている True SSO 機能を使用する場合は、SSO を有効にする必要があ

ります。True SSO では、ユーザーが Active Directory 認証情報以外の認証形式を使用してログインする

場合、ユーザーが VMware Identity Manager にログインした後に、キャッシュされた認証情報ではなく

短期間の証明書が True SSO 機能によって生成されます。

注：   デスクトップが Horizon Client から起動し、セキュリティ ポリシーに基づきユーザーまたは 

Windows のいずれかによりロックされた場合、デスクトップで VMware Horizon Agent 6.0 以降また

は Horizon Agent 7.0 以降が実行されている場合は、Connection Server はユーザーの SSO 認証情報

を破棄します。ユーザーはログイン認証情報を指定して新しいデスクトップまたは新しいアプリケーション

を起動するか、または切断されたデスクトップまたはアプリケーションに再接続する必要があります。SSO 
を再度有効にするには、Connection Server から切断するか、または Horizon Client を終了し、

Connection Server に再接続する必要があります。ただし、デスクトップが Workspace ONE または 

VMware Identity Manager から起動してロックされている場合、SSO 認証情報は破棄されません。

ステータスの自動更新を有効にす

る

ステータスの更新が、Horizon Console の左上隅にあるグローバル ステータス ペインに数分ごとに表示さ

れるかどうかを指定します。また、Horizon Console のダッシュボード ページも数分ごとに更新されます。

デフォルトでは、この設定は有効になっていません。
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表 3-3. クライアント セッションの全般的なグローバル設定 （続き）

設定 説明

アプリケーションをサポートする

クライアント

アプリケーションを切断し、アイ

ドル状態のユーザーの SSO 認証

情報を破棄する

クライアント デバイスで、キーボードやマウスが使用されなくなった場合にアプリケーション セッションを

保護します。[経過時間...分] に設定した場合、指定された時間（分）ユーザーのアクティビティがないと、

VMware Horizon により、すべてのアプリケーションが切断され、SSO 認証情報は破棄されます。デスク

トップ セッションは切断されません。ユーザーは、再度ログインして切断されたアプリケーションに再接続

するか、新しいデスクトップまたはアプリケーションを起動する必要があります。

この設定は True SSO 機能にも適用されます。SSO 認証情報が破棄されると、ユーザーは Active 
Directory 認証情報の入力を求められます。ユーザーが Active Directory 認証情報を使用せずに 

VMware Identity Manager にログイン済みで、入力すべき Active Directory 認証情報がわからない場

合は、ログアウトしてから VMware Identity Manager にログインし直してリモート デスクトップとアプ

リケーションにアクセスできます。

重要：   アプリケーションとデスクトップの両方が開いて、タイムアウトによりアプリケーションが切断され

ている場合でも、デスクトップは接続されたままになることを認識しておく必要があります。ユーザーはデス

クトップの保護のためにこのタイムアウトに依存することがないようにしてください。

[なし] に設定すると、ユーザーのアクティビティがなくても、VMware Horizon によるアプリケーション

の切断や SSO 認証情報の破棄は行われません。ファームまたはアプリケーション プールで [セッション タ
イムアウトを回避] を有効にしないでください。

デフォルトは [なし] です。

その他のクライアント

SSO 認証情報の破棄

指定した時間（分）が経過すると、SSO 認証情報は破棄されます。この設定は、アプリケーションのリモー

ト処理をサポートしていないクライアント用です。[経過時間...分] に設定した場合、クライアント デバイス

でのユーザー アクティビティにかかわらず、VMware Horizon へログイン後指定時間（分）が経過した

ら、ユーザーはデスクトップへ再度ログインしてデスクトップに接続する必要があります。

[なし] に設定すると、ユーザーが Horizon Client を閉じるまで、または [ユーザーの強制切断] タイムアウ

トに達するまで、このどちらが先であっても、VMware Horizon は SSO 認証情報を保存します。

デフォルトは、[15 分後] です。

Display a pre-login 
message（ログイン前メッセー

ジを表示する）

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

[グローバル設定] ダイアログ ボックスのテキスト ボックスに情報または指示を入力します。

メッセージを表示しない場合は、チェック ボックスをオフのままにします。

Display warning before 
forced logoff（強制的にログオ

フする前に警告を表示する）

スケジュール設定された更新や、デスクトップの更新操作などの即座の更新が開始されようとしているために

ユーザーが強制的にログオフされる場合、警告メッセージを表示します。この設定では、警告を表示してから

ユーザーがログオフするまでの待機時間も指定します。

警告メッセージを表示するにはチェック ボックスをオンにします。

警告を表示してからユーザーがログオフするまでの待機時間を分単位で入力します。デフォルトは 5 分で

す。

警告メッセージを入力します。次のデフォルト メッセージを使用できます。

お使いのデスクトップは、重要なアップデートがスケジュールされているため、5 分後にシャットダウンされます。保存していな

い作業を今すぐ保存してください。

Windows Server デスクトップ

を有効にする

デスクトップとして使用できる Windows Server 2008 R2 および Windows Server 2012 R2 マシン

を選択できるかどうかを指定します。この設定が有効な場合、Horizon Console では、VMware Horizon 
Server コンポーネントがインストールされているマシンを含む、使用可能なすべての Windows Server 
マシンが表示されます。

注：   Horizon Agent ソフトウェアは、Connection Server など、他の VMware Horizon サーバ ソ
フトウェア コンポーネントと同じ仮想マシンまたは物理マシンにインストールできません。
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表 3-3. クライアント セッションの全般的なグローバル設定 （続き）

設定 説明

HTML Access のタブを閉じる

ときに認証情報をクリーンアップ

する

リモート デスクトップやアプリケーションに接続するタブや、HTML Access クライアントのデスクトップ

とアプリケーションの選択ページに接続するタブをユーザーが閉じるときに、キャッシュからユーザーの認証

情報を削除します。

この設定が有効である場合、VMware Horizon は、次の HTML Access クライアントのシナリオにおい

ても認証情報をキャッシュから削除します。

n ユーザーが、デスクトップおよびアプリケーションの選択ページやリモート セッション ページを更新す

る。

n サーバから自己署名証明書が提示されており、ユーザーがリモート デスクトップやアプリケーションを

起動し、セキュリティの警告が表示されるときにユーザーがその証明書を受け入れる。

n リモート セッションが含まれるタブで URI コマンドをユーザーが実行する。

この設定を有効にすると、Workspace ONE から開始した場合の HTML Access の動作に影響します。

詳細については、Workspace ONE ドキュメントを参照してください。

この設定が無効である場合、証明書はキャッシュに残ります。デフォルトでは、この機能は無効になっていま

す。

クライアントのユーザー インタ

ーフェイスでサーバ情報を非表示

このセキュリティ設定を有効にして、Horizon Client でサーバの URL 情報を非表示にします。

クライアントのユーザー インタ

ーフェイスでドメイン リストを

非表示

このセキュリティ設定を有効にして、Horizon Client で [ドメイン] ドロップダウン メニューを非表示にし

ます。

[クライアントのユーザー インターフェイスでドメイン リストを非表示] グローバル設定が有効になってい

る Connection Server にユーザーがログインすると、ドメイン ドロップダウン メニューが Horizon 
Client で非表示になり、ユーザーはドメイン情報を Horizon Client の [ユーザー名] テキスト ボックスに

指定する必要があります。たとえば、ユーザー名を domain\username または username@domain の形式

で入力する必要があります。

重要：   [クライアントのユーザー インターフェイスでドメイン リストを非表示] 設定を有効にし、

Connection Server インスタンスで 2 要素認証（RSA SecureID または RADIUS）を選択している場

合は、Windows ユーザー名の一致を強制しないでください。Windows ユーザー名の一致を強制すると、

ユーザーは、ユーザー名のテキスト ボックスにドメイン情報を入力できなくなり、ログインが常に失敗しま

す。単一ユーザー ドメインの場合、これは Horizon Client バージョン 5.0 以降に適用されません。

重要：   この設定のセキュリティと操作性に対する影響については、Horizon のセキュリティを参照してく

ださい。

ドメイン リストを送信 このチェックボックスは、ユーザー認証の前に、Connection Server がドメイン名のリストをクライアン

トに送信できるようにする場合に選択します。

重要：   この設定のセキュリティと操作性に対する影響については、Horizon のセキュリティを参照してく

ださい。

2 要素認証の再認証を有効にする セッションのタイムアウト後に行われる 2 要素認証を有効にするには、この設定を選択します。

クライアント セッションおよび接続のグローバル セキュリティ設定

グローバル セキュリティ設定では、中断後にクライアントを再認証するかどうか、メッセージのセキュリティ モー

ドを有効にするかどうか、セキュリティ ステータスを拡張するかどうかを設定します。

Horizon Console でグローバル セキュリティ設定を行うには、[設定] - [グローバル設定] - [セキュリティ設定] の
順に移動します。
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VMware Horizon に対するすべての Horizon Client 接続と Horizon Console 接続には、TLS が必要です。

VMware Horizon の展開でロード バランサまたはその他のクライアントが接続する中間サーバが使用されている

場合、TLS をそれらにオフロードしてから、それぞれの Connection Server インスタンスで非 TLS 接続を構成で

きます。

表 3-4. クライアント セッションおよび接続のグローバル セキュリティ設定

設定 説明

[ネットワークへの割り込み後に安全なト

ンネル接続を再認証する]
Horizon Client がリモート デスクトップへの安全なトンネル接続を使用する場合、ネットワークへ

の割り込み後にユーザー認証情報を再認証する必要があるかどうかを指定します。

この設定を選択すると、安全なトンネル接続に割り込みが入った場合に、Horizon Client では再接

続する前にユーザーの再認証が必要になります。

この設定により、セキュリティが強化されます。たとえば、ラップトップが盗まれて別のネットワー

クに移動された場合、認証情報を入力しなければ、ユーザーはリモート デスクトップに自動的にアク

セスできません。

この設定を選択しない場合は、クライアントがリモート デスクトップに再接続するときに、ユーザー

の再認証を要求しません。

安全なトンネルが使用されていない場合、この設定は効果がありません。

[メッセージ セキュリティ モード] コンポーネント間で JMS メッセージを送信するために使用されるセキュリティ メカニズムを指定

します。

n モードが [有効] に設定されている場合、VMware Horizon コンポーネント間で渡される 

JMS メッセージの署名と検証が行われます。

n モードが [拡張済み] に設定されている場合、相互認証された TLS でセキュリティが提供されま

す。JMS 接続とアクセスは JMS トピックで制御されます。

新規インストールの場合、メッセージ セキュリティ モードはデフォルトで [拡張済み] に設定されて

います。前のバージョンからアップグレードする場合は、前のバージョンで使用されていた設定が維

持されます。

[拡張セキュリティのステータス]（読み取

り専用）

[メッセージ セキュリティ モード] が [有効] から [拡張済み] に変更された場合に表示される読み取

り専用フィールド。変更は段階的に行われるため、このフィールドにはフェーズを通じた進捗が表示

されます。

n [MessageBus の再起動待機中] が最初のフェーズです。この状態は、手動でポッド内のすべて

の Connection Server インスタンスを再起動するか、ポッド内のすべての Connection 
Server ホストの VMware Horizon Message Bus Component サービスを再起動するま

で、表示されます。

n 次の段階は [拡張の保留] です。すべての Horizon Message Bus コンポーネント サービス

が再起動されると、すべてのデスクトップに対して、システムはメッセージ セキュリティ モー

ドを [拡張済み] に変更する処理を開始します。

n 最後の段階は [拡張済み] であり、すべてのコンポーネントが [拡張済み] メッセージ セキュリテ

ィ モードを使用するようになったことを示します。

クライアント セッションのグローバル クライアントの制限の設定

グローバル クライアントの制限を設定すると、仮想デスクトップ、公開デスクトップ、公開アプリケーションの起動

を特定のクライアントおよびバージョンに限定できます。また、クライアントに警告メッセージを表示できます。

Horizon Console でグローバル クライアントの制限を設定するには、[設定] - [グローバル設定] - [クライアント

制限の設定] の順に移動します。
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クライアント制限は、Horizon Client バージョン 4.5.0 以降で使用できます。ただし、Horizon Client for 
Chrome はバージョン 4.8.0 以降にする必要があります。この機能を構成すると、クライアント タイプの 

Horizon Client の特定のバージョンまたは以前のバージョンはリモート デスクトップや公開アプリケーションに

接続出来なくなります。特定のクライアント バージョンに警告メッセージを表示する機能は、Horizon Client 5.5 
および 2006 以降で使用できます。

注：   クライアントの制限の設定で制限できるのは、エンド ユーザーによるリモート デスクトップと公開アプリケー

ションの起動だけです。この機能を有効にしても、エンド ユーザーは VMware Horizon にログインできます。

表 3-5. クライアント セッションのグローバル クライアントの制限の設定

設定 説明

Horizon Client for Windows [Client バージョンからの接続をブロック] には、次のいずれかのオプションを

選択します。

n [より前]：接続を許可する最も古いクライアント バージョンを指定します。

このバージョンより前のクライアントはすべてブロックされます。

n [特定]：接続時にユーザーをブロックするバージョンを入力します。複数

のバージョンを指定する場合は、バージョンをカンマで区切ります。

[特定の Client バージョンから接続しているユーザーに警告する] に、接続時

にユーザーに警告を表示するクライアント バージョンを入力します。複数の

バージョンを指定する場合は、バージョンをカンマで区切ります。Horizon 
Client バージョン 5.5.0 の警告はデフォルトで有効になっています。このバ

ージョンを削除して警告を無効にできます。

Horizon Client for Linux [Client バージョンからの接続をブロック] には、次のいずれかのオプションを

選択します。

n [より前]：接続を許可する最も古いクライアント バージョンを指定します。

このバージョンより前のクライアントはすべてブロックされます。

n [特定]：接続時にユーザーをブロックするバージョンを入力します。複数

のバージョンを指定する場合は、バージョンをカンマで区切ります。

[特定の Client バージョンから接続しているユーザーに警告する] に、接続時

にユーザーに警告を表示するクライアント バージョンを入力します。複数の

バージョンを指定する場合は、バージョンをカンマで区切ります。Horizon 
Client バージョン 5.5.0 の警告はデフォルトで有効になっています。このバ

ージョンを削除して警告を無効にできます。

Horizon Client for Mac [Client バージョンからの接続をブロック] には、次のいずれかのオプションを

選択します。

n [より前]：接続を許可する最も古いクライアント バージョンを指定します。

このバージョンより前のクライアントはすべてブロックされます。

n [特定]：接続時にユーザーをブロックするバージョンを入力します。複数

のバージョンを指定する場合は、バージョンをカンマで区切ります。

[特定の Client バージョンから接続しているユーザーに警告する] に、接続時

にユーザーに警告を表示するクライアント バージョンを入力します。複数の

バージョンを指定する場合は、バージョンをカンマで区切ります。Horizon 
Client バージョン 5.5.0 の警告はデフォルトで有効になっています。このバ

ージョンを削除して警告を無効にできます。
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表 3-5. クライアント セッションのグローバル クライアントの制限の設定 （続き）

設定 説明

Horizon Client for iOS [Client バージョンからの接続をブロック] には、次のいずれかのオプションを

選択します。

n [より前]：接続を許可する最も古いクライアント バージョンを指定します。

このバージョンより前のクライアントはすべてブロックされます。

n [特定]：接続時にユーザーをブロックするバージョンを入力します。複数

のバージョンを指定する場合は、バージョンをカンマで区切ります。

[特定の Client バージョンから接続しているユーザーに警告する] に、接続時

にユーザーに警告を表示するクライアント バージョンを入力します。複数の

バージョンを指定する場合は、バージョンをカンマで区切ります。Horizon 
Client バージョン 5.5.0 の警告はデフォルトで有効になっています。このバ

ージョンを削除して警告を無効にできます。

Horizon Client for Android [Client バージョンからの接続をブロック] には、次のいずれかのオプションを

選択します。

n [より前]：接続を許可する最も古いクライアント バージョンを指定します。

このバージョンより前のクライアントはすべてブロックされます。

n [特定]：接続時にユーザーをブロックするバージョンを入力します。複数

のバージョンを指定する場合は、バージョンをカンマで区切ります。

[特定の Client バージョンから接続しているユーザーに警告する] に、接続時

にユーザーに警告を表示するクライアント バージョンを入力します。複数の

バージョンを指定する場合は、バージョンをカンマで区切ります。Horizon 
Client バージョン 5.5.0 の警告はデフォルトで有効になっています。このバ

ージョンを削除して警告を無効にできます。

Horizon Client for UWP Horizon Client バージョン番号を入力して、そのバージョンより前のクライ

アントをすべてブロックします。

Horizon Client for Chrome [Client バージョンからの接続をブロック] には、次のいずれかのオプションを

選択します。

n [より前]：接続を許可する最も古いクライアント バージョンを指定します。

このバージョンより前のクライアントはすべてブロックされます。

n [特定]：接続時にユーザーをブロックするバージョンを入力します。複数

のバージョンを指定する場合は、バージョンをカンマで区切ります。

[特定の Client バージョンから接続しているユーザーに警告する] に、接続時

にユーザーに警告を表示するクライアント バージョンを入力します。複数の

バージョンを指定する場合は、バージョンをカンマで区切ります。Horizon 
Client バージョン 5.5.0 の警告はデフォルトで有効になっています。このバ

ージョンを削除して警告を無効にできます。

Horizon Client(HTML Access) Horizon Client バージョン番号を入力して、そのバージョンより前のクライ

アントをすべてブロックします。
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表 3-5. クライアント セッションのグローバル クライアントの制限の設定 （続き）

設定 説明

追加のクライアントのブロック このオプションを選択すると、ホワイトリストに登録された た Horizon 
Client を除き、すべてのクライアント タイプでデスクトップまたは公開アプリ

ケーションの起動がブロックされます。

ただし、エンド ユーザーが他のクライアント タイプを使用してデスクトップま

たは公開アプリケーションを起動できるようにするには、該当するクライアン

ト タイプを pae-AdditionalClientTypes LDAP 属性に追加し、その

クライアント タイプのブロック設定を回避する必要があります。

ADSI Edit ユーティリティを使用して、Connection Server の LDAP 属性

を編集できます。

ADSI Edit ユーティリティでは、CN=Common、OU=Global、

OU=Properties、DC=vdi、DC=vmware、DC=int の下にある pae-
AdditionalClientTypes LDAP 属性を使用できます。

ポッド フェデレーションが存在する場合、属性は DC=vdiglobal です。ポ

ッド フェデレーションが存在しない場合、属性は DC=vdi です。

ブロックされた Client バージョンのメッセージ ブロックされた Horizon Client バージョンで接続を試みたユーザーに表示

するメッセージを入力します。メッセージは 1,024 文字以下にする必要があ

ります。

警告メッセージ 制限された Horizon Client バージョンを使用して接続したユーザーに表示

する警告メッセージを入力します。メッセージは 1,024 文字以下にする必要

があります。

カスタマー エクスペリエンス向上プログラムへの参加

VMware カスタマー エクスペリエンス向上プログラム (CEIP) に参加するように VMware Horizon を設定でき

ます。

CEIP で VMware が収集するデータの種類と VMware がそのデータを使用する方法については、http://
www.vmware.com/trustvmware/ceip.html の「Trust & Assurance」を参照してください。

Horizon Client でデータ共有を構成するには、該当する Horizon Client のインストールとセットアップ ガイドを

参照してください。たとえば、Windows クライアントの場合は、VMware Horizon Client for Windows のイ

ンストールとセットアップ ガイドを参照してください。HTML Access でデータ共有を構成する場合は、VMware 
Horizon HTML Access のインストールとセットアップ ガイドを参照してください。

手順

1 Horizon Console で、[設定] - [製品のライセンスと使用状況] の順に選択します。

2 [カスタマー エクスペリエンス プログラム] タブを選択して、[編集設定] をクリックします。

3 CEIP に参加するには、[VMware カスタマー エクスペリエンス向上プログラムに参加する] を選択します。

このオプションを選択しないと、CEIP に参加できません。

4 （オプション） 組織の地理的な場所、業種、従業員数を選択します。
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5 [OK] をクリックします。

注：   VMware は、CEIP に関する情報以外に運用データを収集する場合があります。VMware のプライバシ

ー通知に記載されているように、VMware は、製品およびサービスの配布と運用を容易にするため、お客様と

そのユーザーが使用されているソフトウェアの構成、パフォーマンス、使用状況、使用量のデータ（総称して「運

用データ」）を監視および収集する場合があります。

運用データの収集は CEIP から完全に分離され、CEIP への参加に関係なく発生する可能性があります。運用デ

ータの収集を無効にする場合は、VMware のサポートにお問い合わせください。
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スマート カード認証の設定 4
セキュリティを強化するため、ユーザーと管理者がスマート カードを使用して認証できるように、Connection 
Server インスタンスを構成できます。

スマート カードは、コンピュータ チップを搭載した小型のプラスチック カードです。ミニチュア コンピュータのよ

うなこのチップは、秘密鍵および公開鍵の証明書など、データの安全なストレージを備えています。米国国防省が使

用するスマート カードの 1 種には、Common Access Card （CAC）というカードがあります。

スマート カード認証では、クライアント コンピュータに接続されたスマート カード リーダにユーザーまたは管理者

がスマート カードを差し込み、PIN を入力します。スマート カード認証は、個人が持っているもの（スマート カー

ド）と個人が知っていること (PIN) の両方を検証することによって、2 要素認証を提供します。

スマート カード認証を実装するための Active Directory、ハードウェア、およびソフトウェアの要件については、

Horizon のインストールを参照してください。Microsoft TechNet の Web サイトでは、Windows システム用

にスマート カード認証を計画して実装する方法についての詳細情報が提供されています。

注：   スマート カード認証を行う場合、Internet Explorer は推奨の Web ブラウザではありません。推奨および

サポートされている Web ブラウザについては、Horizon のインストール「Horizon Console の要件」を参照し

てください。

スマート カードを使用するには、クライアント マシンにスマート カード ミドルウェアおよびスマート カード リー

ダが必要です。スマート カードに証明書をインストールするには、コンピュータを登録ステーションとして動作する

ように設定する必要があります。特定のタイプの Horizon Client がスマート カードをサポートするかどうかの詳

細については、Horizon Client ドキュメント（https://docs.vmware.com/jp/VMware-Horizon-Client/
index.html）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 スマート カードを使用したログイン

n Horizon Connection Server でのスマート カード認証の構成

n サードパーティ製ソリューションでのスマート カード認証の設定

n Horizon Console でのスマート カード認証の設定の検証

n スマート カードでの証明書失効チェックの使用

n スマート カード キャッシュ エミュレーションの使用
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スマート カードを使用したログイン

ユーザーまたは管理者がスマート カード リーダにスマート カードを差し込むと、クライアント オペレーティング 

システムが Windows の場合、スマート カードのユーザー証明書がクライアント システムのローカル証明書ストア

にコピーされます。ローカル証明書ストアの証明書は、Horizon Client を含め、クライアント コンピュータ上で実

行されているすべてのアプリケーションで利用可能です。

スマート カード認証が構成されている Connection Server インスタンスへの接続をユーザーまたは管理者が開始

すると、信頼された認証局 (CA) のリストがその Connection Server インスタンスからクライアント システムに

送信されます。クライアント システムは信頼された CA のリストを使用可能なユーザー証明書と照合し、適切な証

明書を選択してから、ユーザーまたは管理者にスマート カード PIN の入力を要求します。有効なユーザー証明書が

複数ある場合、クライアント システムはユーザーまたは管理者に証明書の選択を求めます。

そのユーザー証明書がクライアント システムから Connection Server インスタンスに送信され、証明書の信頼お

よび有効期間を確認することによって証明書が検証されます。一般に、ユーザー証明書が署名されていて有効であれ

ば、ユーザーおよび管理者は正常に認証されます。証明書失効チェックが構成されている場合、失効した証明書を持

つユーザーまたは管理者は認証ができません。

環境によっては、ユーザーのスマート カード証明書を複数の Active Directory ドメインのユーザー アカウントに

マップできます。ユーザーは管理者権限のある複数のアカウントを持っている場合がありますが、その場合、スマー

ト カードでログインするときの [ユーザー名のヒント] フィールドで使用するアカウントを指定する必要がありま

す。Horizon Client のログイン ダイアログ ボックスに [ユーザー名のヒント] フィールドを表示するには、管理者

が Horizon Console の Connection Server インスタンスでスマート カード ユーザー名のヒント機能を有効に

する必要があります。次に、スマート カード ユーザーは、スマート カードでログインするときに、[ユーザー名のヒ

ント] フィールドにユーザー名または UPN を入力できます。

外部アクセスの安全を確保するために、お使いの環境で Unified Access Gateway アプライアンスを使用している

場合、スマート カード ユーザー名のヒント機能をサポートするように、Unified Access Gateway アプライアン

スを構成する必要があります。スマート カード ユーザー名のヒント機能は、Unified Access Gateway バージョ

ン 2.7.2 以降でのみサポートされます。Unified Access Gateway アプライアンスでスマート カード ユーザー名

のヒント機能を有効にする方法については、VMware Unified Access Gateway の導入および設定ドキュメント

を参照してください。

Horizon Client でのスマート カード認証では、表示プロトコルの切り替えがサポートされていません。Horizon 
Client でのスマート カードによる認証後に、表示プロトコルを変更するには、ユーザーはログオフして、再度ログ

オンする必要があります。
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Horizon Connection Server でのスマート カード認証の構成

スマート カード認証を構成するには、ルート証明書を取得してサーバ信頼ストア ファイルに追加し、Connection 
Server の構成プロパティを変更して、スマートカード認証を設定する必要があります。使用する環境によっては、

追加の手順が必要になることがあります。

手順

1 証明機関の証明書の取得

ユーザーまたは管理者が提示したスマート カード上のすべての信頼されたユーザー証明書について、該当する

すべての CA（証明機関）の証明書を取得する必要があります。これらの証明書にはルート証明書が含まれ、ユ

ーザーのスマート カード証明書が中間証明機関によって発行された場合には中間証明書が含まれる場合があり

ます。

2 Windows からの CA 証明書の取得

CA が署名したユーザー証明書またはそれを含むスマート カードがあり、Windows でルート証明書が信頼さ

れる場合は、そのルート証明書を Windows からエクスポートできます。ユーザー証明書の発行元が中間証明

機関である場合は、その証明書をエクスポートできます。

3 サーバ信頼ストア ファイルへの CA 証明書の追加

信頼するすべてのユーザーおよび管理者のサーバ信頼ストア ファイルに、ルート証明書と中間証明書のいずれ

かまたは両方を追加する必要があります。Connection Server インスタンスは、この情報を使用してスマー

ト カード ユーザーおよび管理者を認証します。

4 Horizon Connection Server の構成プロパティの変更

スマート カード認証を有効にするには、Connection Server 構成プロパティを変更する必要があります。

5 Horizon Console でのスマート カードの設定

Horizon Console を使用して、スマート カード認証のさまざまなシナリオに対応する設定を指定できます。

証明機関の証明書の取得

ユーザーまたは管理者が提示したスマート カード上のすべての信頼されたユーザー証明書について、該当するすべて

の CA（証明機関）の証明書を取得する必要があります。これらの証明書にはルート証明書が含まれ、ユーザーのス

マート カード証明書が中間証明機関によって発行された場合には中間証明書が含まれる場合があります。

ユーザーおよび管理者によって提示されたスマート カード上の証明書に署名した CA のルート証明書または中間証

明書を持っていない場合、CA が署名したユーザー証明書またはそれを含むスマート カードから証明書をエクスポー

トできます。Windows からの CA 証明書の取得を参照してください。

手順

u CA の証明書は次のいずれかの発行元から取得します。

n Microsoft Certificate Services を実行する Microsoft IIS サーバ。Microsoft IIS のインストール、証

明書の発行、および組織内での証明書配布の詳細については、Microsoft TechNet の Web サイトを参照

してください。
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n 信頼された CA の公開ルート証明書。これは、スマート カード インフラストラクチャがすでに使用されて

いて、スマート カードの配布および認証方法が標準化されている環境で最もよく利用されるルート証明書の

発行元です。

Windows からの CA 証明書の取得

CA が署名したユーザー証明書またはそれを含むスマート カードがあり、Windows でルート証明書が信頼される場

合は、そのルート証明書を Windows からエクスポートできます。ユーザー証明書の発行元が中間証明機関である

場合は、その証明書をエクスポートできます。

手順

1 ユーザー証明書がスマート カード上にある場合は、そのスマート カードをリーダに挿入して、ユーザー証明書

を個人用ストアに追加します。

ユーザー証明書が個人用ストアに表示されない場合は、リーダ ソフトウェアを使用してユーザー証明書をファイ

ルにエクスポートします。このファイルは、この操作の手順 4 で使用されます。

2 Internet Explorer で [ツール] - [インターネット オプション] を選択します。

3 [コンテンツ] タブで [証明書] をクリックします。

4 [個人] タブで、使用する証明書を選択し、[表示] をクリックします。

ユーザー証明書がリストに表示されない場合は、[インポート] をクリックして手動でファイルからインポートし

ます。証明書がインポートされると、その証明書をリストから選択できます。

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

ユーザー証明書が信頼階層の一部として署名されている場合は、署名する証明書が別の上位の証明書によって署

名されていることがあります。親証明書（ユーザー証明書に実際に署名した証明書）をルート証明書として選択

してください。場合によっては発行元が中間 CA となります。

6 [詳細] タブで [ファイルにコピー] をクリックします。

[証明書のエクスポート ウィザード] が表示されます。

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

エクスポートするファイルにデフォルトのファイルタイプ CER を使用します。

8 [次へ] をクリックして、指定した場所にファイルをルート証明書として保存します。

サーバ信頼ストア ファイルへの CA 証明書の追加

信頼するすべてのユーザーおよび管理者のサーバ信頼ストア ファイルに、ルート証明書と中間証明書のいずれかまた

は両方を追加する必要があります。Connection Server インスタンスは、この情報を使用してスマート カード ユ
ーザーおよび管理者を認証します。
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前提条件

n ユーザーまたは管理者が提示したスマート カード上の証明書への署名に使用したルート証明書または中間証明

書を取得します。証明機関の証明書の取得および Windows からの CA 証明書の取得を参照してください。

重要：   ユーザーのスマート カード証明書が中間証明機関によって発行された場合、これらの証明書には中間証

明書が含まれることがあります。

n keytool ユーティリティが、Connection Server ホストのシステム パスに追加されていることを確認しま

す。詳細については、Horizon のインストールドキュメントを参照してください。

手順

1 Connection Server ホストで、keytool ユーティリティを使用して、ルート証明書または中間証明書のいず

れかまたは両方をサーバ信頼ストア ファイルにインポートします。

例：

keytool -import -alias alias -file root_certificate -keystore 
truststorefile.key -storetype JKS

このコマンドでは、alias は信頼ストア ファイル内の新しいエントリの大文字と小文字を区別する一意の名前で、

root_certificate は取得またはエクスポートしたルート証明書または中間証明書です。また、

truststorefile.key はルート証明書の追加先の信頼ストア ファイルの名前です。ファイルが存在しない場合、現

在のディレクトリに作成されます。

注：   keytool ユーティリティによって、信頼ストア ファイルのパスワードの作成を求められる場合がありま

す。後で信頼ストア ファイルにさらに証明書を追加する必要がある場合は、このパスワードの入力が求められま

す。

2 Connection Server ホストの SSL ゲートウェイ構成フォルダに、信頼ストア ファイルをコピーします。

例：install_directory\VMware\VMware 
View\Server\sslgateway\conf\truststorefile.key

次のステップ

Connection Server の構成プロパティを変更して、スマート カード認証を有効にします。

Horizon Connection Server の構成プロパティの変更

スマート カード認証を有効にするには、Connection Server 構成プロパティを変更する必要があります。

前提条件

信頼されたすべてのユーザー証明書の CA（認証局）証明書をサーバ信頼ストア ファイルに追加します。これらの証

明書にはルート証明書が含まれ、ユーザーのスマート カード証明書が中間認証局によって発行された場合には中間証

明書が含まれる場合があります。
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手順

1 Connection Server ホスト上で、TLS/SSL ゲートウェイ構成フォルダ内の locked.properties ファイ

ルを作成または編集します。

例：install_directory\VMware\VMware 
View\Server\sslgateway\conf\locked.properties

2 locked.properties ファイルに trustKeyfile、trustStoretype、および useCertAuth プロパ

ティを追加します。

a trustKeyfile に信頼ストア ファイルの名前を設定します。

b trustStoretype に jks を設定します。

c useCertAuth に true を設定して、証明書認証を有効にします。

3 Connection Server サービスを再起動して、変更を有効にします。

例： locked.properties ファイル

例に示すファイルでは、すべての信頼されたユーザーのルート証明書がある場所としてファイル lonqa.key が指

定され、信頼ストアのタイプが jks に設定され、証明書認証が有効になります。

trustKeyfile=lonqa.key
trustStoretype=jks
useCertAuth=true

次のステップ

Connection Server インスタンスでスマート カード認証を構成した場合は、Horizon Console でスマート カー

ド認証の設定をします。

Horizon Console でのスマート カードの設定

Horizon Console を使用して、スマート カード認証のさまざまなシナリオに対応する設定を指定できます。

前提条件

n Connection Server ホストの Connection Server 構成プロパティを変更します。

n Horizon Client が Connection Server のホストに対して HTTPS 接続を直接確立していることを確認しま

す。TLS を中間デバイスにオフロードしている場合、スマート カード認証はサポートされません。

手順

1 Horizon Console で、[設定] - [サーバ] の順に選択します。

2 [Connection Server] タブで、Connection Server インスタンスを選択して [編集] をクリックします。
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3 リモート デスクトップ ユーザーおよびアプリケーション ユーザーのスマート カード認証を構成するには、次の

手順を実行します。

a [認証] タブで、[Horizon 認証] セクションの [ユーザー用スマート カード認証] ドロップダウン メニュー

から設定オプションを選択します。

オプション アクション

不許可 Connection Server インスタンスでのスマート カード認証が無効になります。

Optional ユーザーはスマート カード認証またはパスワード認証を使用して Connection Server 
インスタンスに接続できます。スマート カード認証が失敗した場合、ユーザーはパスワー

ドを入力する必要があります。

Required Connection Server インスタンスに接続するときにユーザーはスマート カード認証を

使用する必要があります。

スマート カード認証が必須の場合は、Connection Server インスタンスに接続する際に 

[現在のユーザーとしてログイン] チェック ボックスをオンにしたユーザーの認証が失敗

します。これらのユーザーは、Connection Server にログインする際にスマート カード

と PIN を使用して再認証する必要があります。

注：   スマート カード認証を設定すると、Windows パスワード認証は利用できなくなり

ますが、他の認証は利用できます。SecurID が有効になっている場合は、ユーザーは 

SecurID とスマート カード認証の両方による認証を求められます。

 
b スマート カード取り外しポリシーを構成します。

スマート カード認証が [不許可] に設定されている場合は、スマート カード取り外しポリシーを構成できま

せん。

オプション アクション

ユーザーがスマート カードを取り外したら、

Connection Server からユーザーを切断

する。

[スマート カードを取り出すときはユーザー セッションを切断します] チェック ボックス

をオンにします。

ユーザーがスマート カードを取り外しても 

Connection Server への接続を維持し

て、再認証しなくても新しいデスクトップま

たはアプリケーション セッションを開始で

きるようにします。

[スマート カードを取り出すときはユーザー セッションを切断します] チェック ボックス

をオフにします。
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ユーザーが [現在のユーザーとしてログイン] チェック ボックスをオンにして Connection Server イン

スタンスに接続している場合は、スマート カードでクライアント システムにログインしている場合であっ

ても、スマート カード取り外しポリシーは適用されません。

c スマート カードのユーザー名のヒント機能を構成する。

スマート カード認証が [不許可] に設定されている場合は、スマート カードのユーザー名のヒント機能を構

成できません。

オプション アクション

ユーザーが 1 つのスマート カード証明書を

使用して、複数のユーザー アカウントを認証

できるようにする。

[スマート カード ユーザー名のヒントを許可します] チェック ボックスをオンにします。

ユーザーが 1 つのスマート カード証明書を

使用して、複数のユーザー アカウントを認証

できないようにする。

[スマート カード ユーザー名のヒントを許可します] チェック ボックスをオフにします。

 
4 Horizon Console へのログインで管理者が使用するスマート カード認証を設定するには、[Horizon 認証] セ

クションで [管理者用スマート カード認証] ドロップダウン メニューから設定オプションを選択します。

オプション アクション

不許可 Connection Server インスタンスでのスマート カード認証が無効になります。

Optional 管理者はスマート カード認証またはパスワード認証を使用して Horizon Console にログイ

ンできます。スマート カード認証が失敗した場合、管理者はパスワードを入力する必要があり

ます。

Required 管理者は Horizon Console にログインするときにスマート カード認証を使用する必要があ

ります。

 
5 [OK] をクリックします。

6 Connection Server サービスを再起動します。

スマート カードの設定に対する変更を反映するには、Connection Server サービスを再起動する必要がありま

す。1 つだけ例外があります。スマート カード認証の設定は、Connection Server サービスを再起動せずに、

[オプション] と [必須] の間で変更できます。

スマート カードの設定を変更しても、現在ログインしているユーザーおよび管理者に影響はありません。

次のステップ

必要に応じて、スマート カード認証のために Active Directory を準備します。Horizon のインストールの「スマ

ート カード認証用の Active Directory を準備する」を参照してください。

スマート カード認証の構成を検証します。Horizon Console でのスマート カード認証の設定の検証を参照してく

ださい。

Horizon の管理

VMware, Inc. 37



サードパーティ製ソリューションでのスマート カード認証の設定

ロード バランサやゲートウェイなどのサードパーティ製ソリューションは、スマート カードの X.590 証明書と暗号

化された PIN が含まれる SAML アサーションを渡すことで、スマート カード認証を実行できます。

このトピックでは、証明書がパートナ デバイスによって検証された後に関連する X.590 証明書を Connection 
Server に提供するためのサードパーティ製ソリューションの設定に伴うタスクについて概説します。この機能では 

SAML 認証を使用するため、タスクの 1 つとして Horizon Console で SAML 認証子を作成します。

Unified Access Gateway でのスマート カード認証の設定については、『Unified Access Gateway』を参照して

ください。

手順

1 サードパーティ製ゲートウェイまたはロード バランサ用の SAML 認証子を作成します。

Horizon Console での SAML 認証子の設定を参照してください。

2 Connection Server のメタデータの有効期間を延長して、リモート セッションが 24 時間経過後に終了されな

いようにします。

Connection Server でのサービス プロバイダ メタデータの有効期間の変更を参照してください。

3 必要に応じて、Connection Server からサービス プロバイダのメタデータを使用するようにサードパーティ製

デバイスを構成します。

サードパーティ製デバイスの製品ドキュメントを参照してください。

4 サードパーティ製デバイスでスマート カード設定を構成します。

サードパーティ製デバイスの製品ドキュメントを参照してください。

Horizon Console でのスマート カード認証の設定の検証

スマート カード認証を初めて設定したとき、またはスマート カード認証が正しく動作しないときは、スマート カー

ド認証の構成を検証する必要があります。

手順

u 各クライアント システムに、スマート カード ミドルウェア、スマート カードとその有効な証明書、およびスマ

ート カード リーダがあることを確認します。エンド ユーザーについては、Horizon Client を所有しているか

を確認します。

スマート カードのソフトウェアとハードウェアの構成方法については、スマート カード ベンダから提供されて

いるマニュアルを参照してください。

u 各クライアント システムで、[スタート] - [設定] - [コントロール パネル] - [インターネット オプション] - [コ
ンテンツ] - [証明書] - [個人] を選択し、スマート カード認証に証明書が使用できることを確認します。

ユーザーまたは管理者がスマート カード リーダにスマート カードを差し込むと、Windows によって証明書が

スマート カードからユーザーのコンピュータにコピーされます。クライアント システム上のアプリケーション

（Horizon Client を含む）は、これらの証明書を使用できます。
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u Connection Server ホストの locked.properties ファイルで、useCertAuth プロパティが true に

設定されていて、スペルが正しいことを確認します。

locked.properties ファイルは install_directory\VMware\VMware 
View\Server\sslgateway\conf にあります。useCertAuth プロパティのスペルを 

userCertAuth と誤ることがよくあります。

u Connection Server インスタンスでスマート カード認証を設定した場合は、Horizon Console でスマート 

カード認証の設定を確認します。

a [設定] - [サーバ] の順に選択します。

b [Connection Server] タブで、Connection Server インスタンスを選択して [編集] をクリックします。

c ユーザーのスマート カード認証を構成した場合は、[認証] タブで、[ユーザー用スマート カード認証] が [オ
プション] または [必須] に設定されていることを確認します。

d 管理者のスマート カード認証を構成した場合は、[認証] タブで、[管理者用スマート カード認証] が [オプ

ション] または [必須] に設定されていることを確認します。

スマート カードの設定に対する変更を反映するには、Connection Server サービスを再起動する必要がありま

す。

u スマート カード ユーザーが属しているドメインが、ルート証明書が発行されたドメインとは異なる場合は、ユ

ーザーの UPN が、信頼された CA のルート証明書に含まれる SAN に設定されていることを確認します。

a 証明書のプロパティを表示して、信頼された CA のルート証明書に含まれる SAN を調べます。

b Active Directory サーバで、[スタート] - [管理ツール] - [Active Directory ユーザーおよびコンピュー

タ] を選択します。

c [ユーザー] フォルダでユーザーを右クリックし、[プロパティ] を選択します。

[アカウント] タブの [ユーザー ログオン名] テキスト ボックスに、UPN が表示されます。

u スマート カード ユーザーが PCoIP 表示プロトコルまたは VMware Blast 表示プロトコルを選択して、シング

ルセッション デスクトップに接続する場合は、Smartcard リダイレクトという名前の Horizon Agent コンポ

ーネントが単一ユーザー マシンにインストールされていることを確認します。スマート カード機能を使用する

と、ユーザーはスマート カードを使用してシングルセッション デスクトップにログインできます。リモート デ
スクトップ サービス ロールがインストールされている RDS ホストは、スマート カード機能を自動的にサポー

トします。この機能をインストールする必要はありません。

u Connection Server ホストの Drive Letter:\ProgramData\VMware\log\ConnectionServer 
にあるログ ファイルで、スマート カード認証が有効であることを示すメッセージを確認します。

注：   このファイル パスは、ログ ファイルの実際の場所 (Drive 
Letter:\ProgramData\VMware\VDM\logs) にリダイレクトするシンボリック リンクです。
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スマート カードでの証明書失効チェックの使用

証明書失効チェックを構成すると、失効したユーザー証明書を持つユーザーがスマート カードを使用して認証される

のを回避できます。証明書は、ユーザーが組織を離れたとき、スマート カードを紛失したとき、別の部門に異動した

ときなどに失効します。

VMware Horizon は、証明書失効リスト (CRL) およびオンライン証明書状態プロトコル (OCSP) による証明書失

効チェックをサポートします。CRL は、証明書を発行した CA によって公開される、失効した証明書のリストです。

OCSP は、X.509 証明書の失効ステータスを取得するために使用される証明書検証プロトコルです。

証明書失効チェックは、Connection Server インスタンスで構成できます。認証局 (CA) は、Connection Server 
ホストからアクセスできる必要があります。

同じ Connection Server インスタンス上で CRL と OCSP の両方を構成できます。両方のタイプの証明書失効チ

ェックを構成する場合は、最初に OCSP の使用を試行し、OCSP に失敗すると CRL にフォール バックします。

VMware Horizon は、CRL が失敗した場合、OCSP にフォール バックしません。

n CRL チェックを使用したログイン

CRL チェックを構成すると、VMware Horizon によって CRL が構築されて読み取られ、ユーザー証明書の

失効ステータスが判別されます。

n OCSP による証明書失効チェックを使用したログイン

OCSP による証明書失効チェックを構成すると、特定のユーザー証明書の失効ステータスの判別を求める要求

が VMware Horizon から OCSP レスポンダに送信されます。VMware Horizon では、OCSP 署名証明書

を使用して、OCSP レスポンダから受信した応答が本物であることを確認します。

n CRL チェックの構成

CRL チェックを構成すると、VMware Horizon によって CRL が読み取られ、スマート カードのユーザー証

明書の失効ステータスが判別されます。

n OCSP による証明書失効チェックの構成

OCSP による証明書失効チェックを構成すると、スマート カードにあるユーザー証明書の失効ステータスの判

別を求める検証要求が VMware Horizon から OCSP レスポンダに送信されます。

n スマート カードでの証明書失効チェックのプロパティ

locked.properties ファイル内の値を設定して、スマート カードでの証明書失効チェックを有効化およ

び構成します。

CRL チェックを使用したログイン

CRL チェックを構成すると、VMware Horizon によって CRL が構築されて読み取られ、ユーザー証明書の失効ス

テータスが判別されます。

証明書が失効していて、スマート カード認証がオプションになっている場合は、[Enter your user name and 
password（ユーザー名とパスワードを入力してください）] ダイアログ ボックスが表示され、ユーザーは認証のた

めにパスワードを入力する必要があります。スマート カード認証が必須の場合は、エラー メッセージが表示され、

ユーザーの認証が許可されません。VMware Horizon が CRL を読み取ることができない場合にも、同じイベント

が発生します。
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OCSP による証明書失効チェックを使用したログイン

OCSP による証明書失効チェックを構成すると、特定のユーザー証明書の失効ステータスの判別を求める要求が 

VMware Horizon から OCSP レスポンダに送信されます。VMware Horizon では、OCSP 署名証明書を使用し

て、OCSP レスポンダから受信した応答が本物であることを確認します。

ユーザー証明書が失効していて、スマート カード認証がオプションになっている場合は、[Enter your user name 
and password（ユーザー名とパスワードを入力してください）] ダイアログ ボックスが表示され、ユーザーは認証

のためにパスワードを入力する必要があります。スマート カード認証が必須の場合は、エラー メッセージが表示さ

れ、ユーザーの認証が許可されません。

VMware Horizon は、OCSP レスポンダからの応答がない場合、または応答が無効な場合、CRL チェックにフォ

ール バックします。

CRL チェックの構成

CRL チェックを構成すると、VMware Horizon によって CRL が読み取られ、スマート カードのユーザー証明書

の失効ステータスが判別されます。

前提条件

CRL チェックに使用される locked.properties ファイルのプロパティを理解しておきます。スマート カード

での証明書失効チェックのプロパティを参照してください。

手順

1 Connection Server ホスト上で、TLS/SSL ゲートウェイ構成フォルダ内の locked.properties ファイ

ルを作成または編集します。

例：install_directory\VMware\VMware 
View\Server\sslgateway\conf\locked.properties

2 locked.properties ファイルに enableRevocationChecking および crlLocation プロパティ

を追加します。

a enableRevocationChecking に true を設定して、スマート カードでの証明書失効チェックを有効

にします。

b crlLocation に CRL の場所を設定します。この値には、URL またはファイル パスを指定できます。

3 Connection Server サービスを再起動して、変更を有効にします。

例： locked.properties ファイル

例に示すファイルでは、スマート カード認証とスマート カードでの証明書失効チェックが有効になり、CRL チェッ

クが構成され、CRL の場所の URL が指定されます。

trustKeyfile=lonqa.key
trustStoretype=jks
useCertAuth=true
enableRevocationChecking=true
crlLocation=http://root.ocsp.net/certEnroll/ocsp-ROOT_CA.crl
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OCSP による証明書失効チェックの構成

OCSP による証明書失効チェックを構成すると、スマート カードにあるユーザー証明書の失効ステータスの判別を

求める検証要求が VMware Horizon から OCSP レスポンダに送信されます。

前提条件

OCSP による証明書失効チェックに使用される locked.properties ファイルのプロパティを理解しておきま

す。スマート カードでの証明書失効チェックのプロパティを参照してください。

手順

1 Connection Server ホスト上で、TLS/SSL ゲートウェイ構成フォルダ内の locked.properties ファイ

ルを作成または編集します。

例：install_directory\VMware\VMware 
View\Server\sslgateway\conf\locked.properties

2 locked.properties ファイルに enableRevocationChecking、enableOCSP、ocspURL、

ocspSigningCert プロパティを追加します。

a enableRevocationChecking に true を設定して、スマート カードでの証明書失効チェックを有効

にします。

b enableOCSP に true を設定して、OCSP による証明書失効チェックを有効にします。

c ocspURL に OCSP レスポンダの URL を設定します。

d ocspSigningCert に OCSP レスポンダの署名証明書を含むファイルの場所を設定します。

3 Connection Server サービスを再起動して、変更を有効にします。

例： locked.properties ファイル

例に示すファイルでは、スマート カード認証およびスマート カードでの証明書失効チェックが有効になり、CRL と 

OCSP の両方の証明書失効チェックが構成され、OCSP レスポンダの場所が指定され、OCSP 署名証明書を含むフ

ァイルが特定されます。

trustKeyfile=lonqa.key
trustStoretype=jks
useCertAuth=true
enableRevocationChecking=true
enableOCSP=true
allowCertCRLs=true
ocspSigningCert=te-ca.signing.cer
ocspURL=http://te-ca.lonqa.int/ocsp

スマート カードでの証明書失効チェックのプロパティ

locked.properties ファイル内の値を設定して、スマート カードでの証明書失効チェックを有効化および構成

します。
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表 4-1. スマート カードでの証明書失効チェックのプロパティは、証明書取り消し確認用の locked.properties 
のファイル プロパティをリストします。

表 4-1. スマート カードでの証明書失効チェックのプロパティ

プロパティ 説明

enableRevocationChecking このプロパティを true に設定すると、証明書失効チェックが有効にな

ります。

このプロパティを false に設定すると、証明書失効チェックが無効に

なり、他のすべての証明書失効チェック プロパティが無視されます。

デフォルト値は false です。

crlLocation CRL の場所を指定します。URL またはファイル パスを指定できま

す。

URL を指定しない場合、または指定した URL が無効な場合に、

allowCertCRLs が true に設定されているか、または指定されて

いないと、VMware Horizon はユーザー証明書の CRL のリストを使

用します。

VMware Horizon が CRL にアクセスできない場合は、CRL チェッ

クが失敗します。

allowCertCRLs このプロパティを true に設定すると、VMware Horizon はユーザ

ー証明書から CRL のリストを抽出します。

デフォルト値は true です。

enableOCSP このプロパティを true に設定すると、OCSP による証明書失効チェ

ックが有効になります。

デフォルト値は false です。

ocspURL OCSP レスポンダの URL を指定します。

ocspResponderCert OCSP レスポンダの署名証明書を含むファイルを指定します。

VMware Horizon では、この証明書を使用して、OCSP レスポンダ

から受信した応答が本物であることを確認します。

ocspSendNonce このプロパティを true に設定すると、応答の繰り返しを回避するため

に OCSP 要求とともにノンスが送信されます。

デフォルト値は false です。

ocspCRLFailover このプロパティを true に設定すると、VMware Horizon は OCSP 

証明書失効チェックが失敗した場合に CRL チェックを使用します。

デフォルト値は true です。

スマート カード キャッシュ エミュレーションの使用

Microsoft Windows 以外のクライアント接続でスマート カード キャッシュ エミュレーションを使用できます。

Microsoft Windows 以外のクライアントで使用される一部のミドルウェア アプリケーションでは、適切に機能す

るためにキャッシュ API のサポートが必要になります。Microsoft Windows 以外のクライアントからのリモート 

セッションの場合は、スマート カード キャッシュ エミュレーションを使用してこの機能を実現できます。
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スマート カード キャッシュ エミュレーションは、レジストリ キー HKLM\SOFTWARE\VMware, Inc.\VMWare 
VDM\Agent\EmulateSCCaching によって制御されます。スマート カード キャッシュ エミュレーションを有効に

するには、このキーを true に設定します（デフォルト値は false です）。

重要：   一部のサードパーティ ミドルウェアは、Microsoft スマート カード リソース マネージャ サービスをエー

ジェント マシン上で強制的に実行します。これらの API は Microsoft によって実装されるため、このサービスが実

行されている場合、スマート カード キャッシュ エミュレーションは有効になりません。
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他のタイプのユーザー認証の設定 5
VMware Horizon は、ユーザーおよび管理者を認証および管理するために既存の Active Directory インフラスト

ラクチャを利用します。また、 スマート カードに加え、バイオメトリクス認証や、RSA SecurID、RADIUS など 

の 2 要素認証ソリューションなど他の形式の認証と VMware Horizon を統合して、リモート デスクトップおよび

アプリケーション ユーザーを認証することもできます。

この章には、次のトピックが含まれています。

n 2 要素認証の使用

n SAML 認証の使用

n バイオメトリクス認証の構成

2 要素認証の使用

ユーザーが RSA SecurID 認証または RADIUS (Remote Authentication Dial-In User Service) 認証を使用

しなければならないように、Horizon Connection Server インスタンスを構成できます。

n RADIUS サポートは、さまざまな代替 2 要素トークン ベースの認証オプションを提供します。

n VMware Horizon は、オープン標準拡張インターフェイスも提供して、サードパーティ ソリューション プロ

バイダが詳細認証拡張を VMware Horizon に統合できるようにします。

RSA SecurID や RADIUS などの 2 要素認証ソリューションは、個別のサーバにインストールされた認証マネージ

ャと連携するため、Connection Server ホストにアクセスできるようにこれらのサーバを構成する必要がありま

す。たとえば RSA SecurID を使用する場合、認証マネージャは RSA Authentication Manager になります。

RADIUS を使用する場合、認証マネージャは RADIUS サーバになります。

2 要素認証を使用するには、認証マネージャに登録されている RSA SecurID トークンなどのトークンがユーザーご

とに必要です。2 要素認証トークンは、一定の間隔で認証コードを生成するハードウェアまたはソフトウェアです。

多くの場合、認証には PIN と認証コードの両方に関する知識が必要です。

Connection Server インスタンスが複数ある場合は、一部のインスタンスで 2 要素認証を構成し、他のインスタン

スでは別のユーザー認証方法を構成することができます。たとえば、インターネットを介して企業ネットワークの外

からリモート デスクトップとアプリケーションにアクセスするユーザーのみに 2 要素認証を構成できます。
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VMware Horizon は RSA SecurID Ready プログラムによって認定されており、新規 PIN モード、次のトーク

ン コード モード、RSA Authentication Manager、負荷分散など、SecurID のあらゆる機能をサポートしていま

す。

n 2 要素認証を用いたログイン

RSA SecurID 認証または RADIUS 認証が有効になっている Connection Server インスタンスにユーザー

が接続すると、Horizon Client に特別なログイン ダイアログ ボックスが表示されます。

n Horizon Console での 2 要素認証の有効化

Horizon Console で Connection Server の設定を変更して、Connection Server インスタンスで RSA 
SecurID 認証または RADIUS 認証を有効にします。

n RSA SecureID アクセス拒否のトラブルシューティング

Horizon Client が RSA SecurID 認証で接続すると、アクセスが拒否されます。

n RADIUS アクセス拒否のトラブルシューティング

Horizon Client が RADIUS 2 要素認証で接続すると、アクセスが拒否されます。

2 要素認証を用いたログイン

RSA SecurID 認証または RADIUS 認証が有効になっている Connection Server インスタンスにユーザーが接

続すると、Horizon Client に特別なログイン ダイアログ ボックスが表示されます。

ユーザーは、特別なログイン ダイアログ ボックスに RSA SecurID または RADIUS 認証ユーザー名とパスコード

を入力します。通常、2 要素認証パスコードは PIN とそれに続くトークン コードで構成されます。

n RSA Authentication Manager で、ユーザーが RSA SecurID ユーザー名とパスコードを入力した後に、新

しい RSA SecurID PIN の入力が必要な場合は、PIN ダイアログ ボックスが表示されます。新しい PIN を設

定した後、ユーザーはログインする前に次のトークン コードを待つよう求められます。システムによって生成さ

れた PIN を使用するように RSA Authentication Manager が構成されている場合は、PIN を確認するため

のダイアログ ボックスが表示されます。

n Horizon にログインしているときは、RADIUS 認証は RSA SecurID とほとんど同じ働きをします。

RADIUS サーバがアクセス チャレンジを発行すると、Horizon Client は次のトークン コードに対し RSA 
SecurID プロンプトに似たダイアログ ボックスを表示します。RADIUS チャレンジの現在のサポートは、テキ

スト入力に対するプロンプトの表示に限られます。RADIUS サーバから送信された、いかなるチャレンジ テキ

ストも表示されません。複数の選択肢や画像の選択など、より複雑な形式のチャレンジは、現在サポートされて

いません。

ユーザーが認証情報を Horizon Client に入力すると、RADIUS サーバは SMS テキスト メッセージまたは電

子メール、あるいは他のアウトオブバンド機能を使用してテキストを、コードと共にユーザーの携帯電話に送信

できます。ユーザーはこのテキストおよびコードを Horizon Client に入力して、認証を完了することができま

す。

n RADIUS ベンダーによっては Active Directory からユーザーをインポートする機能が提供されるので、エン

ド ユーザーは、RADIUS 認証ユーザー名およびパスコードを要求される前に、Active Directory 認証情報の

入力を最初に要求される場合があります。
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Horizon Console での 2 要素認証の有効化

Horizon Console で Connection Server の設定を変更して、Connection Server インスタンスで RSA 
SecurID 認証または RADIUS 認証を有効にします。

前提条件

RSA SecurID ソフトウェアや RADIUS ソフトウェアなどの 2 要素認証ソフトウェアを、認証マネージャのサーバ

にインストールして構成します。

n RSA SecurID 認証の場合、sdconf.rec ファイルを RSA Authentication Manager から Connection 

Server インスタンスにエクスポートします。RSA Authentication Manager のドキュメントを参照してく

ださい。

n RADIUS 認証の場合、ベンダーの構成に関するドキュメントに従ってください。RADIUS サーバのホスト名ま

たは IP アドレス、RADIUS 認証をリスンしているポート番号（通常は 1812）、認証タイプ（PAP、CHAP、

MS-CHAPv1 または MS-CHAPv2）、および共有シークレットを書き留めておきます。これらの値は、

Horizon Console で入力します。値をプライマリおよびセカンダリ RADIUS 認証子に入力できます。

手順

1 Horizon Console で、[設定] - [サーバ] の順に移動します。

2 [Connection Server] タブで、Connection Server インスタンスを選択して [編集] をクリックします。

3 [認証] タブで、[高度な認証] セクションの [2 要素認証] ドロップダウン メニューから、[RSA SecureID] また

は [RADIUS] を選択します。

4 RSA SecurID ユーザー名または RADIUS ユーザー名を Active Directory 内のユーザー名と強制的に一致

させるには、[SecurID と Windows のユーザー名を強制的に一致させる] または [2 要素認証と Windows ユ
ーザー名の一致の確認を強制します] を選択します。

このオプションを選択した場合、ユーザーは Active Directory 認証にも同じ RSA SecurID ユーザー名または 

RADIUS ユーザー名を使用する必要があります。このオプションを選択しない場合は、名前が異なってもかま

いません。

5 RSA SecurID の場合、[ファイルのアップロード] をクリックして sdconf.rec ファイルの場所を入力する

か、[参照] をクリックしてファイルを検索します。
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6 RADIUS 認証の場合、残りのフィールドを入力します。

a 最初の RADIUS 認証が、トークン コードのアウトオブバンド伝送をトリガする Windows 認証を使用し、

このトークン コードが RADIUS のチャレンジの一部として使用される場合、[RADIUS と Windows 認
証には同じユーザー名とパスワードを使用します] を選択します。

このチェックボックスを選択すると、RADIUS 認証で Windows のユーザー名およびパスワードを使用し

ている場合、RADIUS 認証後にユーザーは Windows 認証情報の入力を求められません。ユーザーは 

RADIUS 認証後、Windows ユーザー名およびパスワードを再入力する必要はありません。

b [認証子] ドロップダウン メニューから、[新しい認証子の作成] を選択し、ページのすべての項目に入力し

ます。

n エンド ユーザーの RADIUS 認証ダイアログにカスタムのユーザー名とパスコードのラベルを表示す

るには、[ユーザー名ラベル] と [パスコード ラベル] フィールドにカスタム ラベルを入力します。

n RADIUS アカウンティングを有効にする必要がない限り、[アカウンティング ポート] は [0] に設定し

ます。RADIUS サーバがアカウンティング データの収集をサポートする場合に限り、このポートをゼ

ロ以外の数字に設定します。RADIUS サーバがアカウンティング メッセージをサポートせず、このポ

ートをゼロ以外の数字に設定すると、メッセージが送信されて無視され、何度も再試行された結果、認

証が遅延します。

アカウンティング データは、利用時間およびデータに基づいた、ユーザーへの請求に使用できます。ア

カウンティング データは、統計目的および一般的なネットワーク監視にも使用することができます。

n レルムのプリフィックス文字列を指定すると、RADIUS サーバに送られるときに、その文字列がユー

ザー名の先頭に配置されます。たとえば、Horizon Client に入力されたユーザー名が jdoe で、レル

ムのプリフィックス DOMAIN-A\ が指定された場合、ユーザー名 DOMAIN-A\jdoe が RADIUS サ

ーバに送信されます。同様に、レルムのサフィックスまたはポストフィックスに文字列 

@mycorp.com を使用する場合、ユーザー名 jdoe@mycorp.com が RADIUS サーバに送信されま

す。

7 [OK] をクリックして変更を保存します。

Connection Server サービスの再起動は不要です。必要な構成ファイルが自動的に配布され、構成の設定がす

ぐに有効になります。

結果

ユーザーが Horizon Client を開き、Connection Server へ認証する場合、2 要素認証が求められます。RADIUS 
認証の場合、ログイン ダイアログ ボックスに、指定したトークンのラベルを含むテキスト プロンプトが表示されま

す。

RADIUS 認証設定への変更は、構成が変更された後で開始されるリモート デスクトップおよびアプリケーション セ
ッションに影響を及ぼします。RADIUS 認証設定を変更しても、現在のセッションには影響ありません。

次のステップ

Connection Server インスタンスの複製されたグループがあり、そこでも RADIUS 認証を設定する場合、既存の 

RADIUS 認証子の構成を再利用することができます。
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RSA SecureID アクセス拒否のトラブルシューティング

Horizon Client が RSA SecurID 認証で接続すると、アクセスが拒否されます。

問題

RSA SecurID を使用した Horizon Client 接続で「アクセスが拒否されました」が表示され、RSA Authentication 

Manager Log Monitor にエラー「ノードの検証に失敗しました」が表示されます。

原因

RSA Agent ホスト ノードの秘密をリセットする必要があります。

解決方法

1 Horizon Console で、[設定] - [サーバ] の順に移動します。

2 [Connection Server] タブで、Connection Server インスタンスを選択して [編集] をクリックします。

3 [認証] タブで、[高度な認証] セクションの [2 要素認証] ドロップダウン メニューから、[RSA SecureID] を選

択します。

4 [ノード シークレットをクリア] を選択して、[OK] をクリックします。

5 RSA Authentication Manager を実行しているコンピュータで、[スタート] - [RSA プログラム] - [RSA 
Security] - [RSA Authentication Manager ホスト モード] の順に選択します。

6 [エージェント ホスト] - [エージェント ホストの編集] の順に選択します。

7 リストから View Connection Server を選択し、[作成されたノードの秘密] チェック ボックスの選択を解除

します。

編集するときは、毎回デフォルトで [作成されたノードの秘密] が選択されます。

8 [OK] をクリックします。

RADIUS アクセス拒否のトラブルシューティング

Horizon Client が RADIUS 2 要素認証で接続すると、アクセスが拒否されます。

問題

RADIUS 2 要素認証を使用して Horizon Client 接続を行うと、「アクセスが拒否されました」と表示されます。

原因

RADIUS は RADIUS サーバから応答を受け取ることができず、VMware Horizon がタイムアウトします。

解決方法

次に、この状況を引き起こしやすい一般的な構成エラーを示します。

n Connection Server インスタンスを RADIUS クライアントとして受け入れるように RADIUS サーバが構成

されていない。RADIUS を使用する各 Connection Server インスタンスは、RADIUS サーバでクライアン

トとして設定する必要があります。詳細は、RADIUS 2 要素認証製品のドキュメントを参照してください。
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n Connection Server インスタンス上と RADIUS サーバ上の共有シークレット値が一致していない。

SAML 認証の使用

Security Assertion Markup Language (SAML) は、さまざまなセキュリティ ドメイン間で認証情報および権限

情報を記述および交換するための XML ベースの標準です。SAML は、ID プロバイダとサービス プロバイダ間にお

いて、SAML アサーションと呼ばれる XML ドキュメントでユーザーに関する情報の受け渡しを行います。

SAML 認証を使用して、VMware Horizon を VMware Workspace ONE、VMware Workspace ONE 
Access、または認定のサードパーティ製ロード バランサ/ゲートウェイと統合できます。サードパーティ製デバイス

の SAML を設定する場合は、ベンダーのドキュメントを参照して、VMware Horizon の設定方法を確認してくだ

さい。SSO が有効になっている場合、VMware Workspace ONE Access またはサードパーティ製のデバイスに

ログインしたユーザーは、第 2 のログイン手順を介さずにリモート デスクトップやアプリケーションを起動できま

す。SAML 認証を使用して、VMware Access Point またはサードパーティ製のデバイスにスマート カード認証

を実装することもできます。

Workspace ONE、VMware Workspace ONE Access、またはサードパーティ製のデバイスに認証の責任を委

任するには、VMware Horizon で SAML 認証子を作成する必要があります。SAML 認証子には、VMware 
Horizon と Workspace ONE、VMware Workspace ONE Access、またはサードパーティ製のデバイス間で

の信頼とメタデータの交換が含まれます。SAML 認証子を Connection Server インスタンスと関連付けます。

VMware Workspace ONE Access 統合用の SAML 認証の使用

VMware Horizon と VMware Workspace ONE Access（旧称 Workspace ONE）の統合では、SAML 2.0 
標準を使用して、シングル サインオン (SSO) 機能に不可欠な相互信頼を確立します。SSO が有効になっている場

合、Active Directory 認証情報を使用して VMware Workspace ONE Access または Workspace ONE にロ

グインしたユーザーは、第 2 のログイン手順を経ずにリモート デスクトップやアプリケーションを起動できます。

VMware Workspace ONE Access と VMware Horizon が統合されている場合、ユーザーが VMware 
Workspace ONE Access にログインしてデスクトップまたはアプリケーション アイコンをクリックするたびに、

VMware Workspace ONE Access は一意の SAML アーティファクトを生成します。VMware Workspace 
ONE Access はこの SAML アーティファクトを使用して、Universal Resource Identifier (URI) を作成しま

す。URI には、デスクトップ プールまたはアプリケーション プールが置かれている Connection Server インスタ

ンス、起動するデスクトップまたはアプリケーション、および SAML アーティファクトについての情報が含まれま

す。

VMware Workspace ONE Access は SAML アーティファクトを Horizon Client に送信し、その後、

Connection Server インスタンスにアーティファクトを送信します。Connection Server インスタンスは 

SAML アーティファクトを使用して、VMware Workspace ONE Access から SAML アサーションを取得しま

す。

Connection Server インスタンスは SAML アサーションを受け取った後、アサーションを検証し、ユーザーのパ

スワードを復号化し、復号化されたパスワードを使用してデスクトップまたはアプリケーションを起動します。

VMware Workspace ONE Access と VMware Horizon の統合の設定には、VMware Horizon の情報での 

VMware Workspace ONE Access の構成、および VMware Workspace ONE Access への認証責任を委任

するための VMware Horizon の構成が含まれます。
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VMware Workspace ONE Access への認証責任を委任するには、VMware Horizon で SAML 認証を作成す

る必要があります。SAML 認証子には、VMware Horizon と VMware Workspace ONE Access 間での信頼

とメタデータの交換が含まれます。SAML 認証子を Connection Server インスタンスと関連付けます。

注：   VMware 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、Horizon Console のルート アクセス グループで 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 プールを作成していることを確認します。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、VMware Workspace ONE Access は、VMware Horizon 
で構成する SAML 認証システムを認識せず、VMware Workspace ONE Access でプールを構成できません。

Horizon Console での SAML 認証子の設定

リモート デスクトップおよびアプリケーションを VMware Workspace ONE Access から起動するか、サードパ

ーティ製ロード バランサまたはゲートウェイを通じてリモート デスクトップおよびアプリケーションを接続するに

は、Horizon Console で SAML 認証子を作成する必要があります。SAML 認証子には、VMware Horizon とク

ライアントが接続するデバイス間での信頼とメタデータの交換が含まれます。

SAML 認証子を Connection Server インスタンスと関連付けます。導入環境に複数の Connection Server イ
ンスタンスが含まれる場合は、各インスタンスに SAML 認証子を関連付ける必要があります。

1 つの静的認証子と複数の動的認証子を一度にライブにすることができます。vIDM（動的）および Unified Access 
Gateway（静的）の認証子を構成して、これらをアクティブ状態に保持できます。これらの認証子のいずれかを通

じて接続を行うことができます。

Connection Server に複数の SAML 認証子を構成して、すべての認証子を同時にアクティブにできます。ただし、

Connection Server で構成される各 SAML 認証子のエンティティ ID は異なっている必要があります。

SAML 認証子は本質的に静的な事前定義済みメタデータであるため、ダッシュボードでのステータスは常に緑色で

す。ステータスが赤色と緑色の間で切り替わるのは、動的認証子のみです。

VMware Unified Access Gateway アプライアンスの SAML 認証子の構成については、『Unified Access 
Gateway』を参照してください。

前提条件

n Workspace ONE、VMware Workspace ONE Access またはサードパーティ製のゲートウェイまたはロ

ード バランサがインストールされて構成されていることを確認します。該当製品のインストール ガイドを参照

してください。

n Connection Server ホストに、SAML サーバ証明書用の認証局 (CA) が署名したルート証明書がインストール

されていることを確認します。VMware では、自己署名の証明書を使用するように SAML 認証子を構成するこ

とは推奨されません。証明書認証の詳細については、Horizon のインストールドキュメントを参照してくださ

い。

n Workspace ONE サーバ、VMware Workspace ONE Access サーバ、または外部に接しているロード バ
ランサの FQDN または IP アドレスを書き留めます。

n （オプション） Workspace ONE または VMware Workspace ONE Access を使用している場合、コネク

タ Web インターフェイスの URL を書き留めます。
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n SAML メタデータを生成して静的認証子を作成する必要のある Unified Access Gateway アプライアンスま

たはサードパーティ製アプライアンスの認証子を作成する場合、デバイスで SAML メタデータを生成する手順

を実行し、そのメタデータをコピーします。

手順

1 Horizon Console で、[設定] - [サーバ] の順に移動します。

2 [Connection Server] タブで、SAML 認証子を関連付けるサーバ インスタンスを選択して [編集] をクリック

します。

3 [認証] タブで、[VMware Horizon (SAML 2.0 認証子) への認証の委任] ドロップダウン メニューの設定を選

択して、SAML 認証子を有効または無効にします。

オプション 説明

無効 SAML 認証が無効です。リモート デスクトップとアプリケーションは、Horizon Client か
らのみ起動できます。

許可 SAML 認証が有効です。リモート デスクトップとアプリケーションは、Horizon Client と 

VMware Workspace ONE Access の両方またはサードパーティ製デバイスから起動で

きます。

Required SAML 認証が有効です。リモート デスクトップとアプリケーションは、VMware 
Workspace ONE Access またはサードパーティ製デバイスからのみ起動できます。デス

クトップまたはアプリケーションを、Horizon Client から手動で起動できません。

 
要件に応じて、環境内の各 Connection Server インスタンスを異なる SAML 認証設定で構成できます。

4 [SAML 認証子の管理] をクリックし、[追加] をクリックします。

5 [SAML 2.0 認証子を追加] ダイアログ ボックスで SAML 認証子を構成します。

オプション 説明

Type Unified Access Gateway アプライアンスまたはサードパーティ製デバイスの場合、[静的] 
を選択します。VMware Workspace ONE Access の場合、[動的] を選択します。動的認

証子の場合、メタデータ URL および管理 URL を指定できます。静的認証子の場合、Unified 
Access Gateway アプライアンスまたはサードパーティ製デバイスでメタデータを生成し、

メタデータをコピーして [SAML メタデータ] テキスト ボックスに貼り付けます。

ラベル SAML 認証子を識別する一意の名前。

説明 SAML 認証子の簡単な説明。この値はオプションです。

メタデータ URL （動的認証子の場合）SAML ID プロバイダと Connection Server インスタンス間で 

SAML 情報を交換するために必要な情報すべてを取得するための URL。URL https://
<Horizon Server 名>/SAAS/API/1.0/GET/metadata/idp.xml で、

[<Horizon Server 名>] をクリックして VMware Workspace ONE Access サーバま

たは外部接続ロード バランサ（サードパーティ製デバイス）の FQDN または IP アドレスに

置換します。

管理 URL （動的認証子の場合）SAML ID プロバイダの管理コンソールにアクセスするための URL。

VMware Workspace ONE Access の場合、この URL は VMware Workspace ONE 
Access コネクタ Web インターフェイスを参照している必要があります。この値はオプシ

ョンです。
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オプション 説明

SAML メタデータ （静的認証子の場合）Unified Access Gateway アプライアンスまたはサードパーティ製デ

バイスから生成およびコピーしたメタデータ テキスト。

Connection Server に有効 認証子を有効にするには、このチェック ボックスをオンにします。複数の認証子を有効にでき

ます。有効になっている認証子のみがリストに表示されます。

 
6 [OK] をクリックして SAML 認証子の構成を保存します。

有効な情報を指定した場合、自己署名の証明書を受け入れるか（推奨されません）、VMware Horizon および 

VMware Workspace ONE Access またはサードパーティ製デバイスの信頼できる証明書を使用する必要が

あります。

[SAML 認証子の管理] ダイアログ ボックスには、新しく作成された認証子が表示されます。

次のステップ

Connection Server のメタデータの有効期間を延長して、リモート セッションが 24 時間経過後に終了されないよ

うにします。Connection Server でのサービス プロバイダ メタデータの有効期間の変更を参照してください。

VMware Workspace ONE Access でのプロキシ サポートの設定

VMware Horizon は、VMware Workspace ONE Access (vIDM) サーバのプロキシのサポートを提供します。

ホスト名やポート番号などのプロキシの詳細は ADAM データベースで設定できます。HTTP 要求はプロキシ経由

で経路指定されます。

この機能は、オンプレミスの VMware Horizon 環境がクラウド内の vIDM サーバと通信できるハイブリッド環境

をサポートします。

前提条件

手順

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

2 ADAM ADSI ツリーで、オブジェクト パス 

dc=vdi,dc=vmware,dc=int,ou=Properties,ou=Global,cn=Common を展開します。

3 [アクション] - [プロパティ] の順に選択して、pae-SAMLProxyName エントリと pae-SAMLProxyPort 
エントリに値を追加します。

Connection Server でのサービス プロバイダ メタデータの有効期間の変更

有効期間を変更しないと、Connection Server は 24 時間後に Unified Access Gateway アプライアンスやサー

ドパーティ製の ID プロバイダなどの SAML 認証子から SAML アサーションを受け入れるのを停止し、メタデータ

の交換を繰り返す必要があります。

この手順を使用して、Connection Server が ID プロバイダから SAML アサーションを受け入れるのを停止する

までの日数を指定します。この日数は、現在の有効期間が切れるときに使用されます。たとえば、現在の有効期間が 

1 日の場合に 90 日を指定すると、1 日経過後に Connection Server は有効期間が 90 日間のメタデータを生成し

ます。
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前提条件

お使いのバージョンの Windows オペレーティング システムでの ADSI Edit ユーティリティの使用方法について

は、Microsoft TechNet Web サイトを参照してください。

手順

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

2 コンソール ツリーで、[接続] を選択します。

3 [識別名または命名規則を選択または入力] テキスト ボックスに、識別名

「DC=vdi, DC=vmware, DC=int」を入力します。

4 [コンピュータ] ペインで、localhost:389 を選択または入力するか、Connection Server ホストの完全修

飾ドメイン名 (FQDN) を入力し、続いてポート 389 を入力します。

例：localhost:389 または mycomputer.example.com:389

5 [ADSI Edit] ツリーを展開し、[OU=Properties] を展開して [OU=Global] を選択し、右ペインで 

[CN=Common] をダブルクリックします。

6 [プロパティ] ダイアログ ボックスで、[pae-NameValuePair] 属性を編集して次の値を追加します。

cs-samlencryptionkeyvaliditydays=number-of-days
cs-samlsigningkeyvaliditydays=number-of-days

この例で、number-of-days はリモート Connection Server が SAML アサーションを受け入れるのを停止

するまでに経過できる日数です。この期間を過ぎると、SAML メタデータを交換するプロセスを繰り返す必要が

あります。

Connection Server をサービス プロバイダとして使用可能にするための 
SAML メタデータの生成

使用する ID プロバイダに SAML 認証子を作成して有効にすると、Connection Server メタデータの生成が必要

になる場合があります。このメタデータは、ID プロバイダである Unified Access Gateway アプライアンスまた

はサードパーティ製ロード バランサでサービス プロバイダを作成するために使用します。

前提条件

Unified Access Gateway またはサードパーティ製ロード バランサ/ゲートウェイ ID プロバイダの SAML 認証

子を作成済みであることを確認します。

手順

1 新規のブラウザ タブを開き、Connection Server の SAML メタデータを取得するための URL を入力しま

す。

https://connection-server.example.com/SAML/metadata/sp.xml

この例で、connection-server.example.com は Connection Server ホストの完全修飾ドメイン名です。

このページには、Connection Server からの SAML メタデータが表示されます。
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2 [別名で保存] コマンドを使用して Web ページを XML ファイルに保存します。

たとえば、ページを connection-server-metadata.xml という名前のファイルに保存することもでき

ます。このファイルの内容は次のテキストで始まります。

<md:EntityDescriptor xmlns:md="urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:metadata" ...

次のステップ

ID プロバイダで適切な手順を使用して、Connection Server SAML メタデータ内にコピーします。Unified 
Access Gateway またはサードパーティ製ロード バランサ/ゲートウェイのドキュメントを参照してください。

複数の動的 SAML 認証子の応答時間に関する注意事項

Connection Server インスタンスで SAML 2.0 認証をオプションまたは必須として設定し、複数の動的 SAML 
認証子を Connection Server インスタンスに関連付けている場合に、動的 SAML 認証子のいずれかに到達できな

くなると、他の動的 SAML 認証子からリモート デスクトップを起動するための応答時間が長くなります。

他の動的 SAML 認証子でリモート デスクトップを起動するための応答時間を短縮するには、Horizon Console を
使用して、到達できない動的 SAML 認証子を無効にします。SAML 認証子を無効にする方法については、Horizon 
Console での SAML 認証子の設定を参照してください。

Horizon Console での Workspace ONE アクセス ポリシーの設定

Workspace ONE または VMware Workspace ONE Access の管理者は、VMware Horizon で資格のあるデ

スクトップおよびアプリケーションへのアクセスを制限するアクセス ポリシーを設定できます。VMware 
Workspace ONE Access で作成したポリシーを適用するには、Horizon Client がユーザーを Workspace 
ONE クライアントにプッシュして資格を開始できるように、Horizon Client を Workspace ONE モードに切り

替える必要があります。Horizon Client にログインすると、アクセス ポリシーにより、Workspace ONE 経由で

公開デスクトップおよびアプリケーションにアクセスできます。

前提条件

n Workspace ONE でアプリケーションのアクセス ポリシーを設定します。アクセス ポリシーの設定の詳細に

ついては、VMware Identity Manager 管理ガイドを参照してください。

n Horizon Console で公開デスクトップとアプリケーションの資格をユーザーに付与します。

手順

1 Horizon Console で、[設定] - [サーバ] の順に移動します。

2 [Connection Server] タブで、SAML 認証子に関連するサーバ インスタンスを選択して [編集] をクリックし

ます。

3 [認証] タブで、[VMware Horizon (SAML 2.0 認証子) への認証の委任] オプションを [必須] に設定します。

[必須] オプションにより、SAML 認証が有効になります。エンドユーザーが Horizon Server に接続するに

は、vIDM またはサードパーティの ID プロバイダによって提供される SAML トークンを使用する必要があり

ます。デスクトップまたはアプリケーションを、Horizon Client から手動で起動することはできません。

4 [Workspace ONE モードを有効にする] を選択します。
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5 [Workspace ONE サーバ ホスト名] テキスト ボックスに Workspace ONE ホスト名の FQDN 値を入力

します。

6 （オプション） [Workspace ONE モードをサポートしていないクライアントからの接続をブロックする] を選

択して、Workspace ONE モードをサポートする Horizon Client からアプリケーションへのアクセスを制限

します。

バイオメトリクス認証の構成

バイオメトリクス認証は、LDAP データベースで pae-ClientConfig 属性を編集することで構成できます。

前提条件

お使いのバージョンの Windows サーバでの ADSI Edit ユーティリティの使用方法については、Microsoft 
TechNet Web サイトを参照してください。

手順

1 接続サーバ ホスト上で ADSI Edit ユーティリティを起動します。

2 [接続設定] ダイアログ ボックスで、[DC=vdi,DC=vmware,DC=int] を選択するか接続します。

3 [コンピュータ] ペインで、localhost:389 を選択または入力するか、接続サーバ ホストの完全修飾ドメイン

名 (FQDN) を入力し、続いてポート 389 を入力します。

例：localhost:389 または mycomputer.mydomain.com:389

4 オブジェクトの [CN=Common, OU=Global, OU=Properties] で、[pae-ClientConfig] 属性を編集して

値 [BioMetricsTimeout=<integer>] を追加します。

次の BioMetricsTimeout 値が有効です。

BioMetricsTimeout 値 説明

0 バイオメトリクス認証はサポートされません。これはデフォルトです。

-1 バイオメトリクス認証は時間制限なしでサポートされます。

任意の正の整数 バイオメトリクス認証はサポートされ、指定した分数の間、使用することができます。

 

結果

新しい設定はただちに有効になります。接続サーバ サービスまたはクライアント デバイスを再起動する必要はあり

ません。
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ユーザーとグループの認証 6
Horizon Console にログインした後、ユーザーおよびグループに認証を設定し、アプリケーションやデスクトップ

へのアクセスを制御できます。

ネットワーク外部からデスクトップへのユーザーまたはグループのアクセスを制限するように、リモート アクセスを

構成します。非認証ユーザーが Active Directory 認証情報を使用せずに Horizon Client から公開アプリケーシ

ョンにアクセスできるように設定できます。

この章には、次のトピックが含まれています。

n ネットワーク外部のリモート デスクトップ アクセスの制限

n 非認証アクセスの構成

n Horizon Console でのユーザーへのハイブリッド ログインの設定

n Windows ベースの Horizon Client で使用できる現在のユーザーとしてログイン機能を使用

n True SSO の設定

ネットワーク外部のリモート デスクトップ アクセスの制限

資格が付与されている特定のユーザーとグループについて外部ネットワークからのアクセスを許可し、資格が付与さ

れている他のユーザーとグループについてはアクセスを制限することがきます。資格が付与されたすべてのユーザー

は、内部ネットワークにあるデスクトップおよびアプリケーションにアクセスできます。特定のユーザーによる外部

ネットワークからのアクセスを制限しない場合、資格が付与されているすべてのユーザーが外部ネットワークからア

クセスできるようになります。

セキュリティ上の理由で、管理者は外部ネットワークのユーザーとグループによるネットワーク内のリモート デスク

トップおよびアプリケーションへのアクセスを制限する必要がある場合があります。制限されているユーザーが外部

ネットワークからシステムにアクセスすると、ユーザーにシステムを使用する資格が付与されていないことを伝える

メッセージが表示されます。デスクトップおよびアプリケーション プールの資格を取得するには、ユーザーは内部ネ

ットワークの中にいる必要があります。

リモート アクセスの設定

特定のユーザーとグループについてはネットワークの外部から Connection Server インスタンスへのアクセスを

許可し、その他のユーザーとグループについてはアクセスを制限できます。
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前提条件

n ユーザーに資格が付与される Connection Server インスタンスへのゲートウェイとして、Unified Access 
Gateway アプライアンスまたはロード バランサは、ネットワークの外部に展開する必要があります。Unified 
Access Gateway アプライアンスのデプロイの詳細については、VMware Unified Access Gateway の導

入および設定ドキュメントを参照してください。

n リモートからアクセスするユーザーには、デスクトップやアプリケーション プールへの資格を付与する必要があ

ります。

手順

1 Horizon Console で、[ユーザーとグループ] を選択します。

2 [リモート アクセス] タブをクリックします。

3 [追加] をクリックして、1 つ以上の検索基準を選択し、[検索] をクリックして検索基準に基づいてユーザーまた

はグループを検索します。

注：   非認証アクセスのユーザーは検索結果に表示されません。

4 非認証アクセスのユーザーまたはグループにリモート アクセスを許可するには、ユーザーまたはグループを選択

して [OK] をクリックします。

5 特定のユーザーまたはグループからリモート アクセスを削除するには、そのユーザーまたはグループを選択し

て、[削除] をクリックしてから、[OK] をクリックします。

非認証アクセスの構成

管理者は、非認証ユーザーが Active Directory 認証情報を使用せずに Horizon Client から公開アプリケーション

にアクセスできるように設定できます。ユーザーが自身のセキュリティ管理とユーザー管理を行うアプリケーション

にシームレスにアクセスする必要がある場合には、非認証アクセスの設定を考慮してください。

ユーザーが非認証アクセスを設定した公開アプリケーションを起動すると、RDS ホストが必要に応じてローカル ユ
ーザー セッションを作成し、ユーザーにセッションを割り当てます。

注：   非認証アクセスは、デスクトップ プールの公開アプリケーションでサポートされません。

非認証ユーザーの構成ワークフロー

1 非認証アクセス ユーザーを作成します。非認証アクセス ユーザーの作成を参照してください。

2 ユーザーに非認証アクセスの資格を付与し、デフォルトの非認証ユーザーを設定します。ユーザーの非認証アク

セスの有効化を参照してください。

3 公開アプリケーションに対する資格を非認証アクセス ユーザーに付与します。公開アプリケーションに対する

非認証アクセス ユーザーへの資格付与を参照してください。

4 Horizon Client からの非認証アクセスを有効にします。Horizon Client からの非認証アクセスを参照してく

ださい。
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非認証ユーザーの構成ルールとガイドライン

n RSA や RADIUS などの 2 要素認証およびスマート カード認証では、非認証のアクセスには対応していませ

ん。

n スマート カード認証と非認証アクセスは同時に使用できません。Connection Server でスマート カード認証

が [必須] に設定された場合、非認証アクセスがそれ以前は有効であっても無効になります。

n VMware Workspace ONE Access および VMware App Volumes では、非認証のアクセスには対応して

いません。

n この機能は、PCoIP および VMware Blast 表示プロトコルをサポートしています。

n 非認証アクセス機能は、RDS ホストのライセンス情報を確認しません。管理者がデバイスのライセンスを構成

し、使用する必要があります。

n 非認証アクセス機能は、ユーザー固有のデータを保持しません。ユーザーは、アプリケーションのデータ ストレ

ージの要件を確認できます。

n 非認証のアプリケーション セッションに再接続することはできません。ユーザーがクライアントから切断され

ると、RDS ホストはローカルのユーザー セッションから自動的にログオフします。

n 非認証アクセスは、公開アプリケーションでのみサポートされます。

n 非認証アクセスは、デスクトップ プールの公開アプリケーションでサポートされません。

n Unified Access Gateway アプライアンスでは、非認証アクセスはサポートされません。

n 非認証ユーザーのユーザー設定は保存されません。

n 非認証ユーザーに対しては仮想デスクトップはサポートされません。

n Connection Server が CA 署名の証明書で構成され、非認証アクセスが有効になっていても、デフォルトの非

認証ユーザーが構成されていないと、Horizon Console で Connection Server のステータスが赤色で表示さ

れます。

n RDS ホストにインストールされた Horizon Agent の AllowSingleSignon グループ ポリシー設定が無

効になっていると、非認証アクセスは機能しません。また、管理者は、非認証アクセスの有効、無効の管理を 

UnAuthenticatedAccessEnabled Horizon Agent グループ ポリシーの設定を使用して行うこともで

きます。Horizon Agent グループ ポリシー設定は、Vdm_agent.admx テンプレート ファイルに含まれてい

ます。このポリシーを有効にするには、RDS ホストを再起動する必要があります。

n [セッション タイムアウトを回避] が有効で、永続的に実行されているアプリケーション セッションは、非認証

ユーザーに対してサポートされません。

非認証アクセス ユーザーの作成

管理者は、公開アプリケーションに非認証でアクセスするユーザーを作成できます。管理者が非認証アクセスのユー

ザーを設定すると、ユーザーは Horizon Client から非認証アクセスでのみ Connection Server インスタンスにロ

グインできます。

前提条件

n 管理者が作成できるユーザーは、Active Directory アカウントごとに 1 つだけです。
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n 管理者は、非認証のユーザー グループを作成できません。非認証アクセス ユーザーを作成するときに、この 

Active Directory ユーザーに対する既存のクライアント セッションがある場合には、変更を反映するためにク

ライアント セッションを再起動する必要があります。

n デスクトップの使用資格を持つユーザーを選択し、ユーザーを非認証アクセス ユーザーにすると、このユーザー

は資格のあるデスクトップにアクセスできなくなります。

手順

1 Horizon Console で、[ユーザーとグループ] を選択します。

2 [非認証アクセス] タブで [追加] をクリックします。

3 [認証されていないユーザーの追加] ウィザードで、1 つ以上の検索条件を選択します。[検索] をクリックして、

検索条件に基づいてユーザーを検索します。

4 ユーザーを選択し、[次へ] をクリックします。

5 ユーザー エイリアスを入力します。

デフォルトのユーザー エイリアスは、Active Directory アカウントに設定されたユーザー名です。エンド ユー

ザーは、ユーザー エイリアスを使用して Horizon Client から Connection Server インスタンスにログイン

できます。

6 （オプション） ユーザーの詳細を確認して、コメントを追加します。

7 [送信] をクリックします。

結果

Connection Server が非認証アクセス ユーザーを作成し、ユーザー エイリアス、ユーザー名、氏名、ドメイン、

アプリケーションの資格、セッションなどのユーザーの詳細を表示します。

次のステップ

非認証アクセスのユーザーの作成後、Connection Server で非認証アクセスを有効にして、公開アプリケーション

にユーザーがアクセスできるようにする必要があります。ユーザーの非認証アクセスの有効化を参照してください。

ユーザーの非認証アクセスの有効化

非認証アクセスのユーザーの作成後、Connection Server で非認証アクセスを有効にして、公開アプリケーション

にユーザーがアクセスできるようにする必要があります。

手順

1 Horizon Console で、[設定] - [サーバ] の順に選択します。

2 [Connection Server] タブをクリックします。

3 Connection Server インスタンスを選択し、[編集] をクリックします。

4 [認証] タブをクリックします。

5 [非認証アクセス] を [有効] に変更します。
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6 [デフォルトの非認証アクセス ユーザー] ドロップダウン メニューで、デフォルトにするユーザーを選択します。

デフォルト ユーザーは、クラウド ポッド アーキテクチャ 環境のローカル ポッドに配置される必要があります。

異なるポッドからデフォルト ユーザーを選択すると、ユーザーをデフォルト ユーザーに設定する前に、

Connection Server がローカル ポッドにユーザーを作成します。

7 （オプション） ユーザーのデフォルト セッション タイムアウトを入力します。

デフォルトのセッション タイムアウトは、アイドル状態になってから 10 分です。

8 [OK] をクリックします。

次のステップ

公開アプリケーションに対する資格を非認証アクセス ユーザーに付与します。公開アプリケーションに対する非認

証アクセス ユーザーへの資格付与を参照してください。

公開アプリケーションに対する非認証アクセス ユーザーへの資格付与

非認証アクセス ユーザーの作成後、公開アプリケーションにアクセスする資格をユーザーに付与する必要がありま

す。

前提条件

n RDS ホストのグループに基づいてファームを作成します。ファームの作成の詳細については、『Horizon 
Console での公開されたデスクトップとアプリケーションのセットアップ』ドキュメントを参照してください。

n RDS ホストのファームで実行される公開アプリケーションのアプリケーション プールを作成します。公開アプ

リケーションの作成の詳細については、『Horizon Console での公開されたデスクトップとアプリケーション

のセットアップ』を参照してください。

手順

1 Horizon Console で、[ユーザーとグループ] を選択します。

2 [資格] タブで、[資格] ドロップダウン メニューから [アプリケーションに対する資格を追加] を選択します。

3 [追加] をクリックして、1 つ以上の検索条件を選択します。[非認証ユーザー] チェックボックスをオンにして 

[検索] をクリックし、検索条件に基づいて非認証アクセス ユーザーを検索します。

4 プールのアプリケーションに対する資格を付与するユーザーを選択して、[OK] をクリックします。

5 プール内のアプリケーションを選択して、[送信] をクリックします。

次のステップ

非認証アクセス ユーザーを使用して、Horizon Client にログインします。Horizon Client からの非認証アクセス

を参照してください。

非認証アクセス セッションの検索

Horizon Console を使用して、ユーザーが非認証アクセスで接続しているアプリケーション セッションのリストを

作成したり、検索したりできます。非認証アクセス ユーザーが接続しているセッションの横に、非認証アクセス ユ
ーザーのアイコンが表示されます。
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手順

1 Horizon Console で、[監視] - [セッション] の順に選択します。

2 [セッション] ドロップダウン メニューで、[アプリケーション] を選択して、アプリケーション セッションを検

索します。

3 検索条件を選択し、検索を開始します。

検索結果には、ユーザー、セッションのタイプ（デスクトップまたはアプリケーション）、プールまたはファー

ム、セッション タイムアウトの回避、DNS 名、クライアント ID、クライアント バージョン、セキュリティ ゲ
ートウェイが表示されます。セッション開始時刻、所要時間、状態、前回のセッション、表示プロトコルも検索

結果に表示されます。

注：   [前回のセッション] は、セッションの前回の継続時間（ミリ秒）です。セッションが接続中の場合、これ

は現在のセッションの持続時間を表します。セッションが切断されている場合は、前回の接続の継続時間を表し

ます。

非認証アクセス ユーザーの削除

非認証アクセス ユーザーを削除する場合には、アプリケーション プールに対するユーザーの資格も削除する必要が

あります。

非認証アクセス ユーザーがデフォルト ユーザーの場合、このユーザーは削除できません。デフォルトのユーザーを

削除すると、ユーザーが正常に削除されたことを示すメッセージと内部エラー メッセージが Horizon Console に
表示されます。ただし、デフォルトのユーザーは、Horizon Console から削除されません。

注：   非認証アクセス ユーザーを削除するときに、この Active Directory ユーザーに対する既存のクライアント セ
ッションがある場合には、変更を反映するためにクライアント セッションを再起動する必要があります。

手順

1 Horizon Console で、[ユーザーとグループ] を選択します。

2 [非認証アクセス] タブでユーザーを選択し、[削除] をクリックします。

3 [OK] をクリックします。

次のステップ

アプリケーションに対するユーザーの資格を削除します。

Horizon Client からの非認証アクセス

非認証アクセスで Horizon Client にログインして、公開アプリケーションを起動します。

セキュリティを強化するため、非認証アクセス ユーザーには、Horizon Client へのログインに使用できるユーザー 

エイリアスがあります。ユーザー エイリアスを選択すると、ユーザーの Active Directory 認証情報または UPN 
を入力する必要がなくなります。Horizon Client へのログイン後、公開アプリケーションをクリックして、アプリ

ケーションを起動できます。Horizon Client のインストールと設定の詳細については、VMware Horizon Client 
ドキュメント Web ページにある Horizon Client のドキュメントを参照してください。

Horizon の管理

VMware, Inc. 62

https://www.vmware.com/support/viewclients/doc/viewclients_pubs.html
https://www.vmware.com/support/viewclients/doc/viewclients_pubs.html


前提条件

n 非認証アクセス ユーザーが作成されていることを確認します。デフォルトの非認証ユーザーが唯一の非認証ア

クセス ユーザーである場合、Horizon Client はデフォルトのユーザーで Connection Server インスタンスに

接続します。

手順

1 Horizon Client を開始します。

2 Horizon Client で、[認証されていないアクセスを使用して匿名ログイン] を選択します。

3 Connection Server インスタンスに接続します。

4 ドロップダウン メニューからユーザー エイリアスを選択して、[ログイン] をクリックします。

デフォルト ユーザーには "default" というサフィックスが付いています。

5 公開アプリケーションをダブルクリックして、アプリケーションを起動します。

公開アプリケーションに対する非認証アクセスのログイン遅延の設定

非認証アクセスを使用する場合、ユーザーは認証情報を入力しないため、RDS ホストで公開アプリケーションへの

要求が処理できなくなる可能性があります。ログイン遅延を使用すると、この問題が緩和されます。遅延レベルを調

整できます。遅延サポートしていないクライアントをブロックすることもできます。

前提条件

n ユーザーの非認証アクセスが有効になっていることを確認します。

n Horizon Client バージョン 4.9 以降であることを確認します。

手順

1 Horizon Console で、[設定] - [サーバ] の順に選択します。

2 [Connection Server] タブをクリックします。

3 Connection Server を選択し、[編集] をクリックします。

4 [認証] タブをクリックします。

5 [ログイン遅延レベル] ドロップダウン メニューから、非認証アクセス ログイン遅延レベルを選択します。

オプション 説明

低 非認証アクセス ログインの遅延レベルを「低」に設定します。Microsoft Internet 
Explorer、Microsoft Edge などの Web ブラウザの場合、遅延レベルを低に設定すること

を推奨します。

中 非認証アクセス ログインの遅延レベルを「中」に設定します。デフォルトの設定です。

Horizon Client バージョン 4.8 を使用している場合は、この設定を変更しないでください。

高 非認証アクセス ログインの遅延レベルを「高」に設定します。遅延レベルを「高」に設定する

と、ログインまでの時間が長くなり、エンド ユーザー エクスペリエンスに影響を及ぼす可能性

があります。
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6 （オプション） ログイン遅延をサポートしないクライアントが非認証アクセスで VMware Horizon に接続しな

いようにするには、[非遵守のクライアントをブロック] を選択します。

バージョン 4.8 より前の Horizon Client は非準拠です。

7 [OK] をクリックします。

次のステップ

非認証アクセスで Horizon Client にログインして、公開アプリケーションを起動します。Horizon Client からの

非認証アクセスを参照してください。

Horizon Console でのユーザーへのハイブリッド ログインの設定

非認証アクセス ユーザーを作成した後、ユーザーにハイブリッド ログインを有効にできます。ハイブリッド ログイ

ンを有効にすると、非認証アクセス ユーザーが認証情報を入力せずにファイル共有、ネットワーク プリンタなどの

ネットワーク リソースにドメイン レベルでアクセスできるようになります。ハイブリッド ログインは、ターミナル 

サービス (RDSH) がインストールされている Windows Server 2019 以前でサポートされます。

注：   ハイブリッド ログイン機能では、ハイブリッド ログインに設定された特定の非認証アクセス ユーザーのすべ

てのログイン ユーザーに対して同じドメイン ユーザーを使用します。

注：   ユーザー プロファイルのタブを使用して、RDS ホスト マシンからのネットワーク パスとしてホーム ディレ

クトリを設定した場合、デフォルトの Windows の管理ユーザー インターフェイスでは、ホーム ディレクトリ フォ

ルダの既存の権限がすべて削除され、管理者とフル コントロールを持つローカル ユーザーに権限が追加されます。

管理者アカウントを使用して権限リストからローカル ユーザーを削除し、ユーザーに設定にする必要がある権限を持

つドメイン ユーザーを追加します。

前提条件

n RDS ホストに Horizon Agent をインストールしたときに、ハイブリッド ログインのカスタム オプションを選

択していることを確認します。RDS ホストの Horizon Agent カスタム セットアップ オプションの詳細につ

いては、Horizon Console での公開されたデスクトップとアプリケーションのセットアップドキュメントを参

照してください。

n 非認証アクセス ユーザーを作成していることを確認します。非認証アクセス ユーザーの作成を参照してくださ

い。

n ドメインのユーザー アカウントで Kerberos DES 暗号化が無効になっていることを確認します。ハイブリッ

ド ログイン機能では、Kerberos DES 暗号化がサポートされていません。

手順

1 Horizon Console で、[ユーザーとグループ] を選択します。

2 [非認証アクセス] タブで [追加] をクリックします。

3 [認証されていないユーザーの追加] ウィザードで、1 つ以上の検索条件を選択します。[検索] をクリックして、

検索条件に基づいて非認証アクセス ユーザーを検索します。

ユーザーには有効な UPN が必要です。
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4 非認証アクセス ユーザーを選択して、[次へ] をクリックします。

複数のユーザーを追加するには、この手順を繰り返します。

5 （オプション） ユーザー エイリアスを入力します。

デフォルトのユーザー エイリアスは、Active Directory アカウントに設定されたユーザー名です。エンド ユー

ザーは、ユーザー エイリアスを使用して Horizon Client から Connection Server インスタンスにログイン

できます。

6 （オプション） ユーザーの詳細を確認して、コメントを追加します。

7 [ハイブリッド ログインを有効にする] を選択します。

デフォルトでは、[True SSO を有効にする] オプションが選択されています。VMware Horizon 環境に True 
SSO が有効になっている必要があります。次に、ハイブリッド ログインで有効になっている非認証アクセス ユ
ーザーは、True SSO を使用して、Horizon Client から Connection Server インスタンスにログインしま

す。

注：   True SSO で Connection Server ポッドが設定されていない場合、ユーザーは資格を付与されたアプ

リケーションを非認証アクセスで開始できます。ただし、ポッドで True SSO が有効でないため、ユーザーは

ネットワークにアクセスできません。

8 （オプション） ユーザーが Horizon Client から Connection Server インスタンスにログインできるようにす

るには、[パスワード ログインを有効にする] を選択して、ユーザーのパスワードを入力します。

VMware Horizon 環境に True SSO が設定されていない場合は、この設定を使用します。

CPA 環境の場合、ハイブリッド ログイン ユーザー機能は、ハイブリッド ログイン ユーザーに [パスワード ロ
グインを有効にする] が設定され、公開アプリケーションに対する資格が付与されている Connection Server 
ポッドでのみ機能します。

たとえば、ポッド A と ポッド B がある CPA 環境で、ハイブリッド ログイン ユーザーに [パスワード ログイ

ンを有効にする] が設定され、ポッド A のアプリケーションに対する資格が付与されているとします。ユーザー

は、ポッド A またはポッド B のいずれかに接続するクライアントからアプリケーションを表示し、起動できま

す。ただし、ポッド B で同じユーザーに別のアプリケーションに対する資格が付与されている場合、ユーザーは

ポッド B に接続するクライアントからアプリケーションを表示し、起動することはできません。ポッド B でハ

イブリッド ログイン機能を使用するには、別のハイブリッド ログイン ユーザーを作成して [パスワード ログイ

ンを有効にする] を設定し、そのユーザーにアプリケーションに対する資格を付与する必要があります。CPA 環
境のセットアップ方法の詳細については、Horizon でのクラウド ポッド アーキテクチャの管理ドキュメントを

参照してください。

注：   リモート ポッドでは、ハイブリッド ログイン パスワードを持つ非認証アクセス ユーザーをデフォルトの

非認証アクセス ユーザーとして使用できません。アップグレード中など、ハイブリッド ログイン パスワードを

持つ非認証アクセス ユーザーがクロスポッド ユーザーの場合、これらのユーザーが別のポッドに接続するとき

に、一貫性のないグローバル アプリケーション資格が Horizon Client に表示される可能性があります。たとえ

ば、ユーザーが作成されたポッドにローカル プールがある場合でも、クロスポッド ユーザーにグローバル アプ

リケーション資格が表示されず、他のポッドに接続すると表示される場合があります。このような不整合が発生

した場合は、これらのクロスポッド ユーザーを削除します。

9 [終了] をクリックします。
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次のステップ

ユーザーに公開アプリケーションに対する資格を付与します。公開アプリケーションに対する非認証アクセス ユー

ザーへの資格付与を参照してください。

Windows ベースの Horizon Client で使用できる現在のユーザーと

してログイン機能を使用

Horizon Client for Windows で、ユーザーが [オプション] メニューの [現在のユーザーとしてログイン] チェッ

クボックスを選択すると、クライアント システムへのログイン時に入力した認証情報が Horizon Connection 
Server インスタンスとリモート デスクトップの Kerberos 認証で使用されます。追加のユーザー認証は必要あり

ません。

この機能をサポートするため、ユーザー認証情報は Connection Server インスタンスとクライアント システムの

両方に格納されます。

n Connection Server インスタンスで、ユーザー認証情報は、ユーザー名、ドメイン、オプションの UPN とと

もにユーザー セッションに暗号化されて保存されます。認証情報は、認証が行われると追加され、セッション オ
ブジェクトが破棄されると削除されます。セッション オブジェクトは、ユーザーがログアウトするか、セッショ

ンがタイムアウトになるか、認証が失敗した場合に破棄されます。セッション オブジェクトは揮発性メモリに保

存され、Horizon LDAP またはディスク ファイルには保存されません。

n Horizon Client の [オプション] メニューで [現在のユーザーとしてログイン] を選択したときに渡されるユー

ザー ID と認証情報が Connection Server インスタンスで受け入れられるように、Connection Server イン

スタンスで [現在のユーザーとしてのログインを受け入れる] 設定を有効にします。

重要：   この設定を有効にする前に、セキュリティ リスクを理解しておく必要があります。Horizon のセキュ

リティの「ユーザー認証のセキュリティ関連のサーバ設定」を参照してください。

n クライアント システムで、ユーザー認証情報は暗号化され、Horizon Client のコンポーネントである 

Authentication Package のテーブルに保存されます。認証情報は、ユーザーのログイン時にテーブルに追加

され、ユーザーのログアウト時にテーブルから削除されます。テーブルは揮発性メモリに存在します。

[現在のユーザーとしてのログインを受け入れる] を選択すると、次のユーザー設定を有効にできます。

n レガシー クライアントを許可：古いクライアントをサポートします。Horizon Client バージョン 2006 
および 5.4 以前のバージョンは、古いクライアントとみなされます。

n NTLM フォールバックを許可：ドメイン コントローラにアクセスできない場合、Kerberos ではなく 

NTLM 認証を使用します。NTLM グループ ポリシー設定は、Horizon Client 構成で有効にする必要があ

ります。

n チャネル バインディングを無効にする：NTLM 認証を保護する追加のセキュリティ レイヤー。デフォルト

では、クライアントでチャネル バインディングが有効になっています。
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n True SSO 統合：デスクトップへの SSO で True SSO を許可する場合は、この設定を Connection 
Server で有効にします。たとえば、ネスト モードの場合、ネストされたクライアントにログインする際に 

True SSO が使用され、その後、セカンダリ デスクトップのログインが実行されます。ネスト モードの詳

細については、VMware Horizon Client for Windows のインストールとセットアップ ガイドを参照し

てください。

n 無効：クライアントがログイン認証情報を受信しなかった場合、ユーザーはログイン情報を入力する必

要があります。

n オプション：可能であれば、クライアントの認証情報が使用されます。そうでない場合は、True SSO 
が使用されます。True SSO と現在のユーザーとしてログインの両方が有効になっている場合は、この

設定を推奨します。

n 有効：True SSO を使用してデスクトップにログインします。

管理者は、Horizon Client のグループ ポリシー設定を使用して、[オプション] メニューの [現在のユーザーとして

ログイン] を使用可能にするかどうかを制御し、そのデフォルト値を設定することができます。さらに、管理者はグ

ループ ポリシーを使用して、ユーザーが Horizon Client の [現在のユーザーとしてログイン] をオンにした場合に

渡されるユーザー ID と認証情報を受け入れる Connection Server インスタンスを指定することもできます。

現在のユーザーとしてログイン機能を使用して Connection Server にログインすると、再帰的なロック解除機能が

有効になります。再帰的なロック解除機能を使用すると、クライアント マシンのロックが解除された後で、すべての

リモート セッションのロックを解除できます。管理者は、Horizon Client の [クライアント マシンのロックを解除

するときにリモート セッションのロックを解除します] グローバル ポリシー設定で再帰的なロック解除機能を制御

できます。Horizon Client のグローバル ポリシー設定の詳細については、VMware Horizon Client ドキュメン

ト Web ページにある Horizon Client ドキュメントを参照してください。

注：   Horizon Client がドメイン コントローラにアクセスできないときに、現在のユーザーとしてログイン機能で 

NTLM 認証を使用すると、再帰的なロック解除機能の動作が遅くなることがあります。この問題を回避するには、グ

ループポリシー管理エディタで [VMware Horizon Client の構成] > [セキュリティ設定] > [NTLM 設定] フォル

ダで、[サーバに NTLM を常に使用] グループ ポリシー設定を有効にします。

「現在のユーザーとしてログイン」機能には次の制限と要件があります。

n Connection Server インスタンスでスマート カード認証が [必須] に設定されている場合、Connection 
Server インスタンスに接続する際に [現在のユーザーとしてログイン] を選択したユーザーの認証が失敗しま

す。これらのユーザーは、Connection Server にログインする際にスマート カードと PIN を使用して再認証

する必要があります。

n クライアントがログインするシステムの時間と、Connection Server ホストの時間が同期している必要があり

ます。

n クライアント システムで、デフォルトの [ネットワーク経由でコンピュータへアクセス] ユーザー権限割り当て

を変更する場合は、VMware ナレッジベース（KB）の記事 1025691 の説明に従って変更する必要がありま

す。
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True SSO の設定

True SSO（シングル サインオン）機能を使用すると、ユーザーは、スマート カード認証や RSA SecurID または 

RADIUS 認証を使用して VMware Workspace ONE Access にログインした後、または Unified Access 
Gateway アプライアンスを使用してサードパーティの ID プロバイダにログインした後、仮想デスクトップ、公開

デスクトップまたはアプリケーションを使用するために、さらに Active Directory の認証情報を入力する必要がな

くなります。

ユーザーが Active Directory 認証情報を使用して認証する場合は、True SSO 機能は必要ありませんが、この場合

にも True SSO が使用されるように構成して、ユーザーが入力する Active Directory 認証情報が無視され、True 
SSO が使用されるようにできます。

信頼されていないドメインに属するユーザーは True SSO を使用できます。信頼されていないドメインの構成を参

照してください。

仮想デスクトップまたは公開アプリケーションに接続する場合、ユーザーはネイティブ Horizon Client または 

HTML Access の使用を選択できます。

この機能には次の制限があります。

n この機能は、View Agent Direct Connection プラグインを使用して提供される仮想デスクトップでは動作し

ません。

n この機能は IPv4 環境でのみサポートされます。

True SSO の環境を設定するには、次のタスクを実行する必要があります。

1 エンタープライズ認証局の設定

2 True SSO とともに使用する証明書テンプレートの作成 

3 登録サーバのインストールおよび設定

4 登録サービス クライアント証明書のエクスポート

5 True SSO と連携するための SAML 認証の構成

6 True SSO のための Horizon Connection Server の構成

エンタープライズ認証局の設定

認証局をまだ設定していない場合、Active Directory Certificate Services (AD CS) ロールを Windows 
Server に追加し、Windows Server がエンタープライズ CA になるように構成する必要があります。

前提条件

Microsoft 証明書サービスのインスタンスが存在する場合は、True SSO にサブ CA を設定するかどうかを検討し

ます。既存のインスタンスが True SSO をサポートするために必要な変更については、VMware ナレッジベース 

(KB) の記事、https://kb.vmware.com/s/article/2149312 を参照してください。

Microsoft 証明書サービスのインスタンスが存在しない場合は、Microsoft のドキュメントを参照して、使用する展

開の種類を決定してください。Microsoft のドキュメントを参照するには、https://docs.microsoft.com で公開

されている Microsoft ドキュメントで「Server Certificate Deployment Overview」という文字列を検索しま

す。
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新しいルート認証局を展開するには、https://docs.microsoft.com で公開されている Microsoft ドキュメントで

「Install the Certification Authority」という文字列を検索します。

手順

1 コマンド プロンプトを開き、次のコマンドを入力して、読み取り専用証明書の処理で使用する CA を構成しま

す。

certutil -setreg DBFlags +DBFLAGS_ENABLEVOLATILEREQUESTS 

2 （オプション） 次のコマンドを入力して、CA のオフライン CRL（証明書失効リスト）のエラーを無視します。

certutil -setreg ca\CRLFlags +CRLF_REVCHECK_IGNORE_OFFLINE

注：   通常、True SSO が使用するルート認証局はオフラインになるため、この設定を使用して失効チェックの

失敗を防ぐ必要があります。ただし、ルート認証局をオンラインにしておく場合は、この設定を省略できます。

3 次のコマンドを入力してサービスを再起動します。

sc stop certsvc
sc start certsvc

次のステップ

証明書テンプレートを作成します。True SSO とともに使用する証明書テンプレートの作成 を参照してください。

True SSO とともに使用する証明書テンプレートの作成

一時的な証明書の発行に使用する証明書テンプレートを作成し、このタイプの証明書を要求できるドメイン内のコン

ピュータを指定する必要があります。

証明書テンプレートは複数作成することができます。設定できるテンプレートは各ドメインに 1 個のみですが、複数

のドメイン間でテンプレートを共有することができます。たとえば、Active Directory フォレストにドメインが 3 
個あり、すべてのドメインに True SSO を使用する場合、テンプレートは 1 個、2 個、または 3 個選択できます。

すべてのドメインで同じテンプレートを共有することも、各ドメインごとに異なるテンプレートを設定することもで

きます。

前提条件

n この手順で説明するテンプレートの作成に使用するエンタープライズ CA があることを確認します。エンター

プライズ認証局の設定を参照してください。

n スマート カード認証用に Active Directory を準備していることを確認します。詳細については、Horizon の
インストールを参照してください。

n 登録サーバのドメインおよびフォレストにセキュリティ グループを作成し、そのグループに登録サーバのコンピ

ュータ アカウントを追加します。
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手順

1 True SSO を構成するには、認証局に使用しているマシンで、管理者としてオペレーティング システムにログ

インし、[管理ツール] - [証明機関] に移動します。

a 左ペインのツリーを展開し、[証明書テンプレート] を右クリックし、[管理] を選択します。

b [スマートカードによるログオン] テンプレートを右クリックし、[複製] を選択します。

c 以下のタブで次のように変更を加えます。

タブ アクション

互換性タブ n [認証局の] には、Windows オペレーティング システムを選択します。

n [認証局の ] には、Windows オペレーティング システムを選択します。

全般タブ n テンプレートの表示名をお好みの名前に変更します。例：True SSO。

n 有効期間の長さを、一般的な営業日での時間、つまりユーザーのシステムへのログイ

ン時間と想定される時間に変更します。

ユーザーがログオン中にネットワーク リソースへのアクセスを失わないように、有効

期間をユーザー ドメインの Kerberos TGT 更新時間よりも長くする必要がありま

す。

（チケットのデフォルトの最長有効期間は 10 時間です。デフォルトのドメイン ポリ

シーを検索するには、[コンピュータの構成] - [ポリシー] - [Windows の設定] - [セ
キュリティ設定] - [アカウント ポリシー] - [Kerberos ポリシー: チケットの最長有

効期間] に移動します。）

n 更新期間を有効期間の 50% ～ 75% に変更します。

要求処理タブ n [目的] には、[署名とスマート カード ログオン] を選択します。

n [スマート カードの自動…] を選択します。

暗号化タブ n [プロバイダーのカテゴリ] には、[キー格納プロバイダー] を選択します。

n [アルゴリズム名] には、[RSA] を選択します。

サーバ タブ [CA データベース内に証明書および要求を保存しない] を選択します。

重要：   [発行される証明書に失効情報を含めない] を必ず選択解除してください（このボ

ックスは 1 番目のボックスを選択すると選択されるため、選択解除（クリア）する必要が

あります）。

発行の要件タブ n [次の数の認証署名] を選択し、このボックスに 1 と入力します。

n [ポリシーの種類] には、[アプリケーション ポリシー] を選択し、ポリシーを [証明書

の要求エージェント] に設定します。

n [次の項目を再登録の要件とする] には、[既存の有効な証明書] を選択します。

セキュリティ タブ 登録サーバのコンピュータ アカウント用に作成したセキュリティ グループには、前提条件

で説明したように、読み取り、登録の権限を指定します。

1 [追加] をクリックします。

2 証明書を登録できるコンピュータを指定します。

3 これらのコンピュータについて、該当するチェック ボックスを選択し、各コンピュー

タに読み取り、登録の権限を指定します。

 
d [新しいテンプレートのプロパティ] ダイアログ ボックスで、[OK] をクリックします。

e [証明書テンプレート コンソール] ウィンドウを閉じます。
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f [証明書テンプレート] を右クリックし、[新規作成] - [発行する証明書テンプレート] を選択します。

注：   この手順は、このテンプレートに基づいて証明書を発行するすべての認証局に必要です。

g [証明書テンプレートの選択] ウィンドウで、作成したテンプレート（[True SSO テンプレート] など）を

選択し、[OK] をクリックします。

2 登録エージェント（コンピュータ）を構成するには、認証局に使用しているマシンで、管理者としてオペレーテ

ィング システムにログインし、[管理ツール] - [証明機関] に移動します。

a 左ペインのツリーを展開し、[証明書テンプレート] を右クリックし、[管理] を選択します。

b 登録エージェント（コンピュータ）テンプレートを選択して開き、[セキュリティ] タブで次の変更を加えま

す。

登録サーバのコンピュータ アカウント用に作成したセキュリティ グループには、前提条件で説明したよう

に、読み取り、登録の権限を指定します。

1 [追加] をクリックします。

2 証明書を登録できるコンピュータを指定します。

3 これらのコンピュータについて、該当するチェック ボックスを選択し、各コンピュータに読み取り、登

録の権限を指定します。

c [証明書テンプレート] を右クリックし、[新規作成] - [発行する証明書テンプレート] を選択します。

注：   この手順は、このテンプレートに基づいて証明書を発行するすべての認証局に必要です。

d [証明書テンプレートの選択] ウィンドウで、[登録エージェント (コンピュータ)] を選択し、[OK] をクリッ

クします。

次のステップ

登録サービスを作成します。

登録サーバのインストールおよび設定

Connection Server インストーラを実行し、[Horizon 登録サーバ] オプションを選択して、登録サーバをインス

トールします。登録サーバは、指定したユーザーの代わりに一時的な証明書を要求します。これらの一時的な証明書

は、ユーザーに Active Directory 認証情報を求めないようにするために True SSO で認証に使用されるメカニズ

ムです。

少なくとも 1 台の登録サーバをインストールして設定する必要があります。登録サーバは、Connection Server と
同じホストにインストールできません。フェイルオーバーと負荷分散のために、2 台の登録サーバを用意することを

推奨します。2 台の登録サーバがある場合、デフォルトで一方が優先され、もう一方がフェイルオーバーに使用され

ます。ただし、このデフォルトを変更して、証明書要求が Connection Server から両方の登録サーバに交互に送信

されるようにすることができます。
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エンタープライズ CA をホストするマシンに登録サーバをインストールする場合、ローカル CA を優先して使用する

ように登録サーバを構成できます。最高のパフォーマンスを得るために、ローカル CA を優先して使用する構成と、

登録サーバの負荷分散を行う構成を組み合わせることを推奨します。このようにすると、証明書要求が到着したとき

に、Connection Server は代替登録サーバを使用し、各登録サーバはローカル CA を使用して要求に対応します。

使用する設定については、登録サーバの設定および接続サーバの設定を参照してください。

前提条件

n メモリが 4 GB 以上ある Windows Server 2012 R2、Windows Server 2016 または Windows Server 
2019 の仮想マシンを作成するか、エンタープライズ CA をホストする仮想マシンを使用します。ドメイン コン

トローラになっているマシンは使用しないでください。

n Connection Server、Horizon Client、Horizon Agent など、他の Horizon コンポーネントが仮想マシン

にインストールされていないことを確認します。

n 仮想マシンが Horizon の展開用の Active Directory ドメインの一部であることを確認します。

n IPv4 環境を使用していることを確認します。現在、この機能は IPv6 環境ではサポートされません。

n システムに固定 IP アドレスを設定することを強く推奨します。

n 管理者権限のあるドメイン ユーザーとしてオペレーティング システムにログインできることを確認できます。

インストーラを実行するには、管理者としてログインする必要があります。

手順

1 登録サーバに使用するマシンで、証明書スナップインを MMC に追加します。

a MMC コンソールを開き、[ファイル] - [スナップインの追加と削除] の順に選択します。

b [利用できるスナップイン] で [証明書] を選択し、[追加] をクリックします。

c [証明書スナップイン] ウィンドウで、[コンピュータ アカウント] を選択し、[次へ] をクリックして [完了] 
をクリックします。

d [スナップインの追加と削除] ウィンドウで、[OK] をクリックします。

2 登録エージェント証明書を発行します。

a 証明書コンソールで、コンソールのルート ツリーを展開し、[個人] フォルダを右クリックして [すべてのタ

スク] - [新しい証明書の要求] の順に選択します。

b [証明書の登録] ウィザードで、[証明書の要求] ページが表示されるまでデフォルトを受け入れます。

c [証明書の要求] ページで、[登録エージェント (コンピュータ)] チェック ボックスをオンにして、[登録] を
クリックします。

d 他のウィザード ページでデフォルトを受け入れ、最後のページで [完了] をクリックします。

MMC コンソールで、[個人] フォルダを展開し、左ペインで [証明書] を選択すると、新しい証明書が右ペイン

に表示されます。
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3 登録サーバをインストールします。

a VMware ダウンロード サイト (https://my.vmware.com/web/vmware/downloads) から、

Horizon Connection Server インストーラ ファイルをダウンロードします。

[デスクトップおよびエンドユーザー コンピューティング] で VMware Horizon のダウンロードを選択し

ます。これには Connection Server ファイルが含まれます。

b インストーラ ファイルをダブルクリックしてウィザードを開始し、[インストール オプション] ページが表

示されるまでプロンプトに従って進みます。

c [インストール オプション] ページで [Horizon 登録サーバ] を選択し、[次へ] をクリックします。

d プロンプトに従って、インストールを完了します。

登録サーバが機能するには、ポート 32111 (TCP) で外部からの接続を有効にする必要があります。インストール

中に、インストーラはデフォルトでポートを開きます。

次のステップ

n エンタープライズ CA をホストするマシンに登録サーバをインストールした場合、ローカル CA を優先して使用

するように登録サーバを構成します。登録サーバの設定を参照してください。複数の登録サーバをインストール

して設定する場合は、オプションで、Connection Server を設定して登録サーバ間での負荷分散を行えるよう

にします。接続サーバの設定を参照してください。

n Connection Server と登録サーバをペアにします。登録サービス クライアント証明書のエクスポートを参照

してください。

登録サービス クライアント証明書のエクスポート

ペアリングを実行するため、MMC 証明書スナップインを使用して、クラスタ内の 1 台の Connection Server から

自動生成された自己署名登録サービス クライアント証明書をエクスポートできます。Connection Server は登録

サーバによって提供される登録サービスのクライアントであるため、この証明書はクライアント証明書と呼ばれます。

登録サービスは、Active Directory ユーザー向けの一時的な証明書の発行を登録サーバに求めるときに、VMware 
Horizon Connection Server を信頼する必要があります。このため、VMware Horizon Connection Server 
クラスタまたはポッドは登録サーバとペアになっている必要があります。

登録サービス クライアント証明書は、Connection Server がインストールされて VMware Horizon 
Connection Server サービスが開始されたときに、自動的に作成されます。証明書は Horizon LDAP を介して、

後でクラスタに追加される他の Connection Server に配布されます。配布された証明書はコンピュータにある 

Windows 証明書ストアのカスタム コンテナ (VMware Horizon Certificates\Certificates) に格納

されます。
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前提条件

Connection Server があることを確認します。インストール方法については、Horizon のインストールを参照し

てください。アップグレード方法については、Horizon のアップグレードを参照してください。

重要：   Connection Server で作成された自己生成証明書を使用する代わりに、独自の証明書を使用してペアリン

グを実行できます。そのためには、優先する証明書（および関連付けられたプライベート キー）を Connection 
Server マシンにある Windows 証明書ストアのカスタム コンテナ (VMware Horizon 
Certificates\Certificates) に配置します。次に、証明書のフレンドリ名を vdm.ec.new に設定し、サ

ーバを再起動する必要があります。クラスタ内の他のサーバは、LDAP からこの証明書を取得します。その後この手

順を実行できます。

手順

1 クラスタ内のいずれかの Connection Server マシンで、証明書スナップインを MMC に追加します。

a MMC コンソールを開き、[ファイル] - [スナップインの追加と削除] の順に選択します。

b [利用できるスナップイン] で [証明書] を選択し、[追加] をクリックします。

c [証明書スナップイン] ウィンドウで、[コンピュータ アカウント] を選択し、[次へ] をクリックして [完了] 
をクリックします。

d [スナップインの追加と削除] ウィンドウで、[OK] をクリックします。

2 MMC コンソールの左ペインで、[VMware Horizon Certificates] フォルダを展開し、[Certificates] フォル

ダを選択します。

3 右ペインで、フレンドリ名の [vdm.ec] 証明書ファイルを右クリックし、[すべてのタスク] - [エクスポート] の
順に選択します。

4 証明書のエクスポート ウィザードでデフォルト設定（[いいえ、秘密キーをエクスポートしません] ラジオ ボタ

ンは選択されたまま）を適用します。

5 ファイルに名前を付けるように求められたら、登録サービス クライアント証明書用の EnrollClient などの

ファイル名を入力し、プロンプトに従って証明書のエクスポートを完了します。

次のステップ

証明書を登録サーバにインポートします。登録サーバでの登録サービス クライアント証明書のインポートを参照し

てください。

登録サーバでの登録サービス クライアント証明書のインポート

ペアリング プロセスを完了するには、MMC の証明書スナップインを使用して、登録サービス クライアント証明書

を登録サーバにインポートします。この手順は、各登録サーバで実行する必要があります。

前提条件

n 登録サーバがあることを確認します。登録サーバのインストールおよび設定を参照してください。
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n インポートする証明書が正しいことを確認します。独自の証明書を使用することも、クラスタ内の 1 台の 

Connection Server で自動生成される自己署名の登録サービス クライアント証明書を使用することもできま

す。詳細については、登録サービス クライアント証明書のエクスポートを参照してください。

重要：   独自の証明書を使用してペアリングを行うには、優先される証明書（および関連付けられたプライベー

ト キー）を Connection Server マシンの Windows 証明書ストアのカスタム コンテナ (VMware 
Horizon Certificates\Certificates) に配置します。次に、証明書のフレンドリ名を 

vdm.ec.new に設定し、サーバを再起動する必要があります。クラスタ内の他のサーバは、LDAP からこの証

明書を取得します。その後この手順を実行できます。

独自のクライアント証明書がある場合、登録サーバにコピーする証明書は、クライアント証明書を生成するため

に使用したルート証明書です。

手順

1 適切な証明書ファイルを登録サーバ マシンにコピーします。

自動生成される証明書を使用するには、Connection Server の登録サービス クライアント証明書をコピーしま

す。独自の証明書を使用するには、クライアント証明書を生成するために使用されたルート証明書をコピーしま

す。

2 登録サーバで、証明書スナップインを MMC に追加します。

a MMC コンソールを開き、[ファイル] - [スナップインの追加と削除] の順に選択します。

b [利用できるスナップイン] で [証明書] を選択し、[追加] をクリックします。

c [証明書スナップイン] ウィンドウで、[コンピュータ アカウント] を選択し、[次へ] をクリックして [完了] 
をクリックします。

d [スナップインの追加と削除] ウィンドウで、[OK] をクリックします。

3 MMC コンソールの左ペインで、[VMware Horizon 登録サーバの信頼されたルート] フォルダを右クリック

し、[すべてのタスク] - [インポート] を選択します。

4 証明書のインポート ウィザードで、プロンプトに従って [EnrollClient] 証明書ファイルを参照して開きます。

5 プロンプトに従ってデフォルトを受け入れ、証明書のインポートを終了します。

6 インポートされた証明書を右クリックし、vdm.ec（登録クライアント証明書）などのフレンドリ名を追加しま

す。

Horizon クラスタを識別するフレンドリ名を使用することを推奨しますが、クライアント証明書を簡単に識別で

きる任意の名前を使用できます。

次のステップ

認証を VMware Workspace ONE Access に委任するために使用される SAML 認証子を構成します。True 
SSO と連携するための SAML 認証の構成を参照してください。
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True SSO と連携するための SAML 認証の構成

True SSO 機能により、ユーザーはスマート カード、RADIUS、または RSA SecurID 認証を使用して VMware 
Workspace ONE Access にログインできます。また、ユーザーがリモート デスクトップまたはアプリケーション

を初めて起動するときでも、Active Directory 認証情報を求められなくなりました。

以前のリリースでは、SSO（シングル サインオン）は、以前に Active Directory 認証情報で認証されていないユ

ーザーが最初にリモート デスクトップを起動したとき、またはアプリケーションを公開したときに Active 
Directory 認証情報をユーザーに求めることで機能していました。この認証情報がキャッシュされ、これによりユー

ザーは認証情報を再度入力せずに、以降の起動を行うことができました。True SSO では、一時的な証明書が作成さ

れ、Active Directory 認証情報の代わりに使用されます。

VMware Workspace ONE Access の SAML 認証を構成するプロセスは変わっていませんが、True SSO では 

1 つの手順が追加されています。True SSO が有効になるように VMware Workspace ONE Access を構成す

る必要があります。

注：   導入環境に複数の Connection Server インスタンスが含まれる場合は、各インスタンスに SAML 認証子を

関連付ける必要があります。

前提条件

n シングル サインオンがグローバル設定として有効になっていることを確認します。Horizon Console で、[設
定] > [グローバル設定] を選択し、[Single Sign On (SSO)] が [有効] に設定されていることを確認します。

n VMware Workspace ONE Access がインストールされ、構成されていることを確認します。https://
docs.vmware.com/jp/VMware-Workspace-ONE-Access/index.html にある VMware 
Workspace ONE Access のドキュメントを参照してください。

n Connection Server ホストに、SAML サーバ証明書用の認証局 (CA) が署名したルート証明書がインストール

されていることを確認します。VMware では、自己署名の証明書を使用するように SAML 認証子を構成するこ

とは推奨されません。Horizon の TLS 証明書設定のシナリオドキュメントにある「Horizon Server 用の 

SSL 証明書の構成」の章のトピック「ルート証明書と中間証明書を Windows 証明書ストアにインポートする」

を参照してください。

n VMware Workspace ONE Access サーバ インスタンスの FQDN を書き留めます。

手順

1 Horizon Console で、[設定] > [サーバ] の順に選択します。

2 [Connection Server] タブで、SAML 認証子を関連付けるサーバ インスタンスを選択して [編集] をクリック

します。

3 [認証] タブで、[VMware Horizon (SAML 2.0 認証子) への認証の委任] ドロップダウン メニューから、[許
可] または [必須] を選択します。

要件に応じて、環境内の各 Connection Server インスタンスを異なる SAML 認証設定で構成できます。

4 [SAML 認証子の管理] をクリックし、[追加] をクリックします。
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5 [SAML 2.0 認証子を追加] ダイアログ ボックスで SAML 認証子を構成します。

オプション 説明

ラベル VMware Workspace ONE Access サーバ インスタンスの FQDN を使用できます。

説明 （オプション）VMware Workspace ONE Access サーバ インスタンスの FQDN を使用

できます。

メタデータ URL SAML ID プロバイダと Horizon Connection Server インスタンス間で SAML 情報を

交換するために必要な情報すべてを取得するための URL。URL https://<YOUR 
HORIZON SERVER NAME>/SAAS/API/1.0/GET/metadata/idp.xml で、

[<YOUR HORIZON SERVER NAME>] をクリックして VMware Workspace ONE 
Access サーバ インスタンスの FQDN に置換します。

管理 URL SAML ID プロバイダ（VMware Workspace ONE Access インスタンス）の管理コンソ

ールにアクセスするための URL。この URL の形式は、

https://<Identity-Manager-FQDN>:8443. です。

 
6 [OK] をクリックして SAML 認証子の構成を保存します。

有効な情報を指定した場合、自己署名の証明書を受け入れるか（推奨されません）、Horizon および VMware 
Workspace ONE Access の信頼できる証明書を使用する必要があります。

[SAML 2.0 認証子] ドロップダウン メニューに、新規に作成された認証子が表示され、選択した認証子として

設定されます。

7 Horizon Console ダッシュボードの [システムの健全性] セクションで、[表示] をクリックし、[その他のコン

ポーネント] - [SAML 2.0 認証子] の順に選択し、追加した SAML 認証子を選択して詳細を確認します。

構成に成功した場合、認証子の健全性は緑色です。証明書が信頼されていない場合、VMware Workspace 
ONE Access サービスを利用できない場合、またはメタデータ URL が使用不可の場合、認証子の健全性が赤

色で表示されることがあります。証明書が信頼されていない場合は、[検証] をクリックして証明書を検証してか

ら受け入れることができます。

8 VMware Workspace ONE Access 管理コンソールにログインしてデスクトップ プールに移動し、[カタロ

グ] - [仮想アプリケーション] ページの順に移動して、[True SSO が有効] チェック ボックスを選択します。

次のステップ

n Connection Server のメタデータの有効期間を延長して、リモート セッションが 24 時間経過後に終了されな

いようにします。Connection Server でのサービス プロバイダ メタデータの有効期間の変更を参照してくだ

さい。

n vdmutil コマンドライン インターフェイスを使用して、Connection Server の True SSO を構成します。

True SSO のための Horizon Connection Server の構成を参照してください。

SAML 認証の仕組みの詳細については、SAML 認証の使用を参照してください。

True SSO のための Horizon Connection Server の構成

vdmutil コマンドライン インターフェイスを使用して、True SSO の構成や有効化/無効化を行うことができま

す。
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この手順は、クラスタ内の 1 つの Connection Server でのみ実行する必要があります。

重要：   この手順では、True SSO を有効にするために必要なコマンドのみを使用します。True SSO 構成の管理に

使用できるすべての構成オプションとその説明のリストについては、True SSO 構成のコマンドライン リファレン

スを参照してください。

前提条件

n 管理者ロールを持つユーザーとしてコマンドを実行できることを確認します。Horizon Console を使用して

管理者ロールをユーザーに割り当てることができます。8 章 ロールベースの委任管理の構成を参照してくださ

い。

n 次のサーバの完全修飾ドメイン名 (FQDN) があることを確認します。

n Connection Server

n 登録サーバ

詳細については、登録サーバのインストールおよび設定を参照してください。

n エンタープライズ認証局

詳細については、エンタープライズ認証局の設定を参照してください。

n ドメインの Netbios 名または FQDN を把握していることを確認します。

n 証明書テンプレートが作成されていることを確認します。True SSO とともに使用する証明書テンプレートの

作成 を参照してください。

n 認証を VMware Workspace ONE Access に委任するための SAML 認証子が作成されていることを確認し

ます。True SSO と連携するための SAML 認証の構成を参照してください。

手順

1 クラスタ内の Connection Server で、コマンド プロンプトを開き、登録サーバを追加するためのコマンドを

入力します。

vdmUtil --authAs admin-role-user --authDomain domain-name --authPassword admin-user-
password --truesso --environment --add --enrollmentServer enroll-server-fqdn

登録サーバがグローバル リストに追加されます。

2 登録サーバの情報をリストするコマンドを入力します。

vdmUtil --authAs admin-role-user --authDomain domain-name --authPassword admin-user-
password --truesso --environment --list --enrollmentServer enroll-server-fqdn --domain 
domain-fqdn

出力には、フォレスト名、登録サーバの証明書が有効かどうか、使用できる証明書テンプレートの名前と詳細、

認証局の共通名が表示されます。登録サーバが接続できるドメインを構成するには、登録サーバの Windows 
レジストリ設定を使用します。デフォルトでは、すべての信頼する側のドメインに接続されます。

重要：   次の手順で認証局の共通名を指定する必要があります。
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3 構成情報を保持する True SSO コネクタを作成して有効化するコマンドを入力します。

vdmUtil --authAs admin-role-user --authDomain domain-name --authPassword admin-user-
password --truesso --create --connector --domain domain-fqdn --template TrueSSO-template-
name --primaryEnrollmentServer enroll-server-fqdn --certificateServer ca-common-name --
mode enabled

このコマンドの TrueSSO-template-name は、前の手順の出力に表示されていたテンプレートの名前で、ca-
common-name は、その出力に表示されていたエンタープライズ認証局の共通名です。

True SSO コネクタは、指定されたドメインのプールまたはクラスタで有効になります。プール レベルで True 
SSO を無効にするには、vdmUtil --certsso --edit --connector <domain> --mode 
disabled を実行します。個別の仮想マシンで True SSO を無効にするには、GPO (vdm_agent.adm) を

使用できます。

4 使用可能な SAML 認証子を検出するコマンドを入力します。

vdmUtil --authAs admin-role-user --authDomain domain-name --authPassword admin-user-
password --truesso --list --authenticator

認証子は、Horizon Console を使用して VMware Workspace ONE Access と Connection Server の
間の SAML 認証を構成すると作成されます。

出力には、認証子の名前や True SSO が有効になっているかどうかが表示されます。

重要：   次の手順で認証子の名前を指定する必要があります。

5 認証子で True SSO モードを使用できるようにするコマンドを入力します。

vdmUtil --authAs admin-role-user --authDomain domain-name --authPassword admin-user-
password --truesso --authenticator --edit --name authenticator-fqdn --truessoMode {ENABLED|
ALWAYS}

ユーザーが VMware Workspace ONE Access にログインしたときにパスワードを入力しなかった場合に

のみ True SSO を使用するには、--truessoMode に ENABLED を使用します。この場合、パスワードが使用

されていてキャッシュされていれば、そのパスワードが使用されます。ユーザーが VMware Workspace 
ONE Access にログインしたときにパスワードを入力した場合でも True SSO を使用するに

は、--truessoMode を ALWAYS に設定します。

次のステップ

Horizon Console で、True SSO 構成の健全性ステータスを確認します。詳細については、ダッシュボードを使用

した True SSO に関する問題のトラブルシューティングを参照してください。

詳細設定オプションを構成するには、適切なシステムの Windows の詳細設定を使用します。True SSO の詳細設

定を参照してください。

True SSO 構成のコマンドライン リファレンス

True SSO 機能の構成と管理には vdmutil コマンドライン インターフェイスを使用できます。
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ユーティリティの場所

デフォルトの場合、vdmutil コマンドの実行可能ファイルのパスは C:\Program Files\VMware\VMware 
View\Server\tools\bin です。コマンド ラインにパスを入力するのを避けるには、PATH 環境変数にパスを

追加します。

構文と認証

Windows コマンド プロンプトで、次の形式の vdmutil コマンドを使用します。

vdmutil authentication options --truesso additional options and arguments

使用できる追加のオプションは、コマンド オプションによって異なります。このトピックでは、True SSO 
(--truesso) を構成するためのオプションについて説明します。次の例は、True SSO に構成されている接続を一

覧表示するコマンドを示しています。

vdmUtil --authAs admin-role-user --authDomain domain-name --authPassword admin-user-password 
--truesso --list --connector

vdmutil コマンドには、認証に使用するユーザー名、ドメイン、およびパスワードを指定する認証オプションがあ

ります。

表 6-1. vdmutil コマンド認証オプション

オプション 説明

--authAs Horizon 管理ユーザーの名前。domain\username またはユーザー プリンシパル名 (UPN) 形式を使用しないでくだ

さい。

--authDomain --authAs オプションで指定された Horizon 管理者ユーザーのドメインの完全修飾ドメイン名または NETBIOS 名。

--authPassword Horizon オプションで指定された --authAs 管理者ユーザーのパスワード。パスワードの代わりに "*" を入力する

と、vdmutil コマンドでパスワードが要求され、機密性の高いパスワードはコマンド ラインのコマンド履歴に残りませ

ん。

認証オプションは、--help および --verbose を除くすべての vdmutil コマンド オプションを指定して使用す

る必要があります。

コマンド出力

vdmutil コマンドは、操作が成功すると 0 を返し、失敗すると操作の失敗に固有の 0 以外のコードを返します。

vdmutil コマンドは標準エラー出力にエラー メッセージを書き込みます。操作で出力が生成された

り、--verbose オプションを使用して詳細なログ記録が有効になっていると、vdmutil コマンドは標準出力に米

国英語で出力を書き込みます。

登録サーバの管理のためのコマンド

ドメインごとに登録サーバを 1 台追加する必要があります。また、2 番目の登録サーバを追加し、サーバがバックア

ップとして使用されるように後で指定することもできます。

Horizon の管理

VMware, Inc. 80



読みやすさを考慮し、次の表に示すオプションはユーザーが入力する完全なコマンドになっていません。特定のタス

クに固有のオプションのみを記載しています。たとえば、ある行は 

--environment --list --enrollmentServers オプションを示しますが、実際に入力する vdmUtil コマン

ドには、次のように認証用のオプションや、True SSO を構成することを指定するためのオプションも含まれます。

vdmUtil --authAs admin-role-user --authDomain netbios-name --authPassword admin-user-password 
--truesso --environment --list --enrollmentServers

認証オプションの詳細については、True SSO 構成のコマンドライン リファレンスを参照してください。

表 6-2. 登録サーバの管理のための vdmutil truesso コマンド オプション

コマンドとオプション 説明

--environment --add --enrollmentServer enroll-
server-fqdn

指定された登録サーバを環境に追加します。enroll-server-fqdn は登録サーバ

の FQDN です。登録サーバがすでに追加されている場合は、このコマンドを実行

しても何も起こりません。

--environment --remove --enrollmentServer 
enroll-server-fqdn

指定した登録サーバを環境から削除します。enroll-server-fqdn は登録サーバ

の FQDN です。登録サーバがすでに削除されている場合は、このコマンドを実行

しても何も起こりません。

--environment --list --enrollmentServers 環境にあるすべての登録サーバの FQDN を一覧表示します。

--environment --list --enrollmentServer 
enroll-server-fqdn

登録サーバが属するドメインおよびフォレストによって信頼されているドメイン

およびフォレストの FQDN と、登録証明書の状態（VALID または INVALID）

を一覧表示します。VALID は、登録サーバに Enrollment Agent 証明書がイン

ストールされていることを意味します。この状態は以下のいくつかの理由で 

INVALID になる可能性があります。

n 証明書がインストールされていない。

n 証明書がまだ有効ではないか、期限切れである。

n 信頼できるエンタープライズ CA によって証明書が発行されていない。

n プライベート キーが使用できない。

n 証明書が破損している。

登録サーバのログ ファイルには INVALID 状態の理由を表示できます。

--environment --list --enrollmentServer 
enroll-server-fqdn --domain domain-fqdn

指定されたドメインの登録サーバについて、使用できる認証局の CN（共通名）を

一覧表示し、True SSO に使用できる各証明書テンプレートに関する次の情報を

表示します：名前、最小キー長、およびハッシュ アルゴリズム。

コネクタの管理のためのコマンド

ドメインごとにコネクタを 1 つ作成します。コネクタは True SSO に使用されるパラメータを定義します。

読みやすさを考慮し、次の表に示すオプションはユーザーが入力する完全なコマンドになっていません。特定のタス

クに固有のオプションのみを記載しています。たとえば、ある行は --list --connector オプションを示します

が、実際に入力する vdmUtil コマンドには、次のように認証用のオプションや、True SSO を構成することを指

定するためのオプションも含まれます。

vdmUtil --authAs admin-role-user --authDomain netbios-name --authPassword admin-user-password 
--truesso --list --connector

認証オプションの詳細については、True SSO 構成のコマンドライン リファレンスを参照してください。
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表 6-3. コネクタの管理のための vdmutil truesso コマンド オプション

オプション 説明

--create --connector --domain domain-fqdn 
--template template-name 
--primaryEnrollmentServer enroll-server1-
fqdn [--secondaryEnrollmentServer enroll-
server2-fqdn] --certificateServer CA-
common-name --mode {enabled |disabled}

指定したドメインのコネクタを作成し、次の設定を使用するようにコネクタを構成し

ます。

n template-name は使用する証明書テンプレートの名前です。

n enroll-server1-fqdn は使用するプライマリ登録サーバの FQDN です。

n enroll-server2-fqdn は使用するセカンダリ登録サーバの FQDN です。こ

の設定はオプションです。

n CA-common-name は使用する認証局の共通名です。これには、カンマで区

切った CA のリストを指定できます。

特定の登録サーバで使用できる証明書テンプレートと認証局を確認するに

は、--truesso --environment --list --enrollmentServer enroll-
server-fqdn --domain domain-fqdn オプションを指定して vdmutil コマ

ンドを実行します。

--list --connector コネクタがすでに作成されているドメインの FQDN を一覧表示します。

--list --connector --verbose コネクタを持つすべてのドメインを一覧表示し、コネクタごとに次の情報を表示しま

す。

n プライマリ登録サーバ

n セカンダリ登録サーバ（1 台存在する場合）

n 証明書テンプレートの名前

n コネクタが有効か無効か

n 認証局サーバの共通名（複数ある場合）

--edit --connector --domain domain-fqdn 
[--template template-name] [--mode 
{enabled |disabled] 

[--primaryEnrollmentServer enroll-server1-
fqdn] [--secondaryEnrollmentServer enroll-
server2-fqdn] [--certificateServer CA-
common-name]

domain-fqdn で指定したドメインに作成されるコネクタの場合、次のいずれかの設

定を変更できます。

n template-name は使用する証明書テンプレートの名前です。

n モードは enabled または disabled のいずれかになります。

n enroll-server1-fqdn は使用するプライマリ登録サーバの FQDN です。

n enroll-server2-fqdn は使用するセカンダリ登録サーバの FQDN です。こ

の設定はオプションです。

n CA-common-name は使用する認証局の共通名です。これには、カンマで区

切った CA のリストを指定できます。

--delete --connector domain-fqdn domain-fqdn で指定されたドメインに作成されたコネクタを削除します。

認証子の管理のためのコマンド

認証子は、VMware Workspace ONE Access と Connection Server の間の SAML 認証を構成すると作成さ

れます。管理タスクは、認証子の True SSO を有効または無効にすることに限られます。

読みやすさを考慮し、次の表に示すオプションはユーザーが入力する完全なコマンドになっていません。特定のタス

クに固有のオプションのみを記載しています。たとえば、ある行は --list --authenticator オプションを示し

ますが、実際に入力する vdmUtil コマンドには、次のように認証用のオプションや、True SSO を構成すること

を指定するためのオプションも含まれます。

vdmUtil --authAs admin-role-user --authDomain netbios-name --authPassword admin-user-password 
--truesso --list --authenticator

認証オプションの詳細については、True SSO 構成のコマンドライン リファレンスを参照してください。
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表 6-4. 認証子の管理のための vdmutil truesso コマンド オプション

コマンドとオプション 説明

--list --authenticator [--verbose] ドメイン内にあるすべての SAML 認証子の完全修飾ドメイン名 (FQDN) を一覧表

示します。True SSO を有効にするかどうかを個々に指定します。--verbose オ

プションを使用した場合は、関連付けられた Connection Server の FQDN も一

覧に表示されます。

--list --authenticator --name label 指定された認証子について、True SSO が有効かどうかと、関連付けられた 

Connection Server の FQDN も一覧表示します。label に
は、--authenticator オプションを使用して --name オプションを使用しない場

合に一覧表示されるいずれかの名前を使用してください。

--edit --authenticator --name label 
--truessoMode mode-value

指定された認証子について、True SSO モードに、指定された値を設定します。

mode-value には次のいずれかの値を指定できます。

n ENABLED。True SSO は、ユーザーの Active Directory 認証情報を使用でき

ないときにのみ使用されます。

n ALWAYS にあります。True SSO は、vIDM が ユーザーの Active Directory 

認証情報を使用している場合でも常に使用されます。

n DISABLED にあります。True SSO は無効になっています。

label には、--authenticator オプションを使用して --name オプションを使用

しない場合に一覧表示されるいずれかの名前を使用してください。

True SSO の詳細設定

True SSO の詳細設定を管理するには、Horizon Agent マシンの GPO テンプレート、登録サーバのレジストリ設

定、接続サーバの LDAP エントリを使用します。これらの設定には、デフォルトのタイムアウト、負荷分散の構成、

含めるドメインの指定などが含まれます。

Horizon Agent の設定

エージェント OS で GPO テンプレートを使用してプール レベルで True SSO をオフにしたり、キーのサイズや数

などの証明書設定および再接続試行の設定のデフォルトを変更したりできます。

注：   次の表は、個々の仮想マシンでエージェントを構成するために使用する設定を示していますが、Horizon 
Agent の構成テンプレート ファイルを使用することもできます。ADMX テンプレート ファイルの名前は 

(vdm_agent.admx)。テンプレート ファイルを使用して、デスクトップまたはアプリケーション プールのすべて

の仮想マシンにこれらのポリシー設定を適用します。ポリシーが設定されている場合、レジストリ設定よりもポリシ

ーが優先されます。

ADMX ファイルは、VMware-Horizon-Extras-Bundle-YYMM-x.x.x-yyyyyyyy.zip に含まれていま

す。このファイルは、VMware ダウンロード サイト (https://my.vmware.com/web/vmware/downloads) 
からダウンロードできます。[デスクトップおよびエンドユーザー コンピューティング] で VMware Horizon のダ

ウンロードを選択します。これにより、ZIP ファイルを含む GPO バンドルがダウンロードされます。
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表 6-5. Horizon Agent で True SSO を構成するためのキー

キー

最小～

最大 説明

Disable True SSO 該当な

し

エージェントで機能を無効にするには、このキーを true に設定します。グループ 

ポリシーでこの設定を使用すると、プール レベルで True SSO が無効になりま

す。デフォルトは false です。

Certificate wait timeout 10 ～ 

120
エージェントに到着する証明書のタイムアウト期間（秒）を指定します。デフォル

トは 40 です。

Minimum key size 1024 
～ 

8192

許可されるキーの最小サイズ。デフォルトは 1024 です。このデフォルト値は、キ

ー サイズが 1024 未満の場合はキーを使用できないことを意味します。

All key sizes 該当な

し

使用できるキー サイズのカンマ区切りのリスト。最大 5 個のサイズを指定できま

す（1024,2048,3072,4096 など）。デフォルトは 2048 です。

Number of keys to pre-create 1 ～ 

100
リモート デスクトップとホスト型 Windows アプリケーションを提供する RDS 
サーバで事前作成するキーの数。デフォルトは 5 です。

Minimum validity period 
required for a certificate

該当な

し

ユーザーの再接続に証明書が再利用されるときに必要な最小有効期間（分）。デフ

ォルトは 5 です。

登録サーバの設定

登録サーバ OS で Windows レジストリ設定を使用して、接続するドメイン、さまざまなタイムアウト期間、ポー

リング期間、再試行回数、および同じローカル サーバにインストールされている認証局を使用するかどうかを構成で

きます（推奨）。

詳細な設定を変更するには、登録サーバ マシンで Windows レジストリ エディタ (regedit.exe) を開き、次の

レジストリ キーに移動します。

HKLM\SOFTWARE\VMware, Inc.\VMware VDM\Enrollment Service

表 6-6. 登録サーバで True SSO を構成するためのレジストリ キー

レジストリ キー

最小～

最大 Type 説明

ConnectToDomains 該当な

し

REG_MULT
I_SZ

登録サーバが自動的に接続を試みるドメインのリストこの複数文字列

のレジストリ タイプでは、各ドメインの DNS 完全修飾ドメイン名 

(FQDN) が個別の行で表示されます。

デフォルトでは、すべてのドメインを信頼します。

ExcludeDomains 該当な

し

REG_MULT
I_SZ

登録サーバが自動的に接続しないドメインのリストドメインを含む設

定が Connection Server によって提供されると、登録サーバはその

ドメインへの接続を試みます。この複数文字列のレジストリ タイプで

は、各ドメインの DNS FQDN が個別の行で表示されます。

デフォルトでは、除外されるドメインはありません。
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表 6-6. 登録サーバで True SSO を構成するためのレジストリ キー （続き）

レジストリ キー

最小～

最大 Type 説明

ConnectToDomainsInForest 該当な

し

REG_SZ 登録サーバがメンバーになっているフォレスト内のすべてのドメイン

に接続して使用するかどうかを指定します。デフォルトは TRUE で
す。

次のいずれかの値を使用します。

n 0：false を意味します。使用されているフォレストのドメインに

接続しません。

n ! =0：true を意味します。

ConnectToTrustingDomains 該当な

し

REG_SZ 明示的に信頼/受信するドメインに接続するかどうかを指定します。

デフォルトは TRUE です。

次のいずれかの値を使用します。

n 0：false を意味します。明示的に信頼/受信するドメインに接続

しません。

n ! =0：true を意味します。

PreferLocalCa 該当な

し

REG_SZ パフォーマンス上の利点を得るため、ローカルにインストールされた 

CA が存在する場合に使用するかどうかを指定します。TRUE に設

定されている場合、登録サーバはローカル CA に要求を送信します。

ローカル CA への接続に失敗すると、登録サーバは別の CA への証明

書要求の送信を試みます。デフォルトは FALSE です。

次のいずれかの値を使用します。

n 0：false を意味します。

n ! =0：true を意味します。

MaxSubmitRetryTime 9,500 
～ 

59,00
0

DWORD 証明書署名要求の送信を再試行する前に待機する時間（ミリ秒）。デフ

ォルトは 25000 です。

SubmitLatencyWarningTime 500 
～ 

5000

DWORD インターフェイスが「低下」とマークされている場合の送信遅延警告

時間（ミリ秒）。デフォルトは 1500 です。

登録サーバはこの設定を使用して、CA が低下状態と見なされるべき

かどうかを判断します。前回の 3 回の証明書要求の完了にかかった時

間が、この設定で指定されたミリ秒数より長い場合、CA は低下状態

と見なされます。このステータスは、Horizon Console ダッシュボ

ードに表示されます。

一般的に CA は 20 ミリ秒以内に証明書を発行しますが、CA が数時

間アイドル状態だった場合は、最初の要求の完了にかかる時間が長く

なることがあります。この設定によって、CA を低速とマークする必

要なしに、管理者は CA が低速であることを確認できます。この設定

は、CA を低速とマークするしきい値を構成するために使用します。

WarnForLonglivedCert 該当な

し

REG_SZ 長期間の True SSO 証明書 (テンプレート) の警告を無効にします。

デフォルトは true です。

証明書の有効期間が 14 日間以上に設定されると、登録サーバは True 
SSO テンプレートの低下状態または最適でない状態を報告し、

Horizon Console ダッシュボードに警告ステータスを表示します。

登録サーバは、この設定を使用して警告を無効にします。

この設定を反映させるには、登録サーバを再起動する必要があります。
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接続サーバの設定

接続サーバで View LDAP を編集し、証明書生成のタイムアウトと、登録サーバ間の証明書要求のロード バランシ

ングを有効にする（推奨）かどうかを構成できます。

詳細設定を変更するには、接続サーバ ホストで ADSI Edit を使用する必要があります。接続するには、接続ポイン

トとして識別名 DC=vdi, DC=vmware, DC=int を入力し、コンピュータのサーバ名とポート 

(localhost:389) を入力します。[OU=Properties] を展開して [OU=Global] を選択し、右ペインで 

[CN=Common] をダブルクリックします。

[pae-NameValuePair] 属性を編集して、次の表に表示されている 1 つまたは複数の値を追加します。値の追加時

に構文 name=value を使用する必要があります。

表 6-7. 接続サーバ用の True SSO の詳細設定

レジストリ キー 説明

cs-view-certsso-enable-es-
loadbalance=[true|false]

2 台の登録サーバ間の CSR 要求の負荷分散を有効化するかどうかを指定します。デフ

ォルトは false です。

たとえば、証明書要求の受信時に接続サーバが代替登録サーバを使用するように負荷分

散を有効化するには、cs-view-certsso-enable-es-loadbalance=true 
を追加します。登録サーバと CA が同じホストにある場合、各登録サーバはローカル 

CA を使用して要求を提供できます。

cs-view-certsso-certgen-timeout-sec= 
number

CSR 受信後に証明書を生成するまでの待機時間（秒単位）。デフォルトは 35 です。

Active Directory UPN がない Active Directory ユーザーの識別

UPN がない Active Directory ユーザーを Connection Server で識別できるように、LDAP URL フィルタを設

定できます。

Connection Server ホストで ADAM ADSI Edit を使用する必要があります。識別名 

DC=vdi, DC=vmware, DC=int を入力して接続できます。[OU=Properties] を展開して、

[OU=Authenticator] を選択します。

[pae-LDAPURLList] 属性を編集して、LDAP URL フィルタを追加できます。

たとえば、次のフィルタを追加します。

urn:oasis:names:tc:SAML:1.1:nameid-format:unspecified=ldap:///???
(telephoneNumber=$NAMEID)

Connection Server は、次のデフォルトの LDAP URL フィルタを使用します。

urn:oasis:names:tc:SAML:1.1:nameid-format:unspecified=ldap:///???
(&(objectCategory=user)(objectclass=user)(sAMAccountName=$NAMEID)) ldap:///???
(&(objectCategory=group)(objectclass=group)(sAMAccountName=$NAMEID))

urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:nameid-format:unspecified=ldap:///???
(&(objectCategory=user)(objectclass=user)(sAMAccountName=$NAMEID)) ldap:///???
(&(objectCategory=group)(objectclass=group)(sAMAccountName=$NAMEID))
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LDAP URL フィルタを設定すると、Connection Server はこの LDAP URL フィルタを使用してユーザーを識別

します。デフォルトの LDAP URL フィルタは使用されません。

Active Directory UPN がない Active Directory ユーザーの SAML 認証に使用できる識別子の例：

n "cn"

n "mail"

n "description"

n "givenName"

n "sn"

n "canonicalName"

n "sAMAccountName"

n "member"

n "memberOf"

n "distinguishedName"

n "telephoneNumber"

n "primaryGroupID"

信頼されていないドメインのユーザーに対して、LDAP URL フィルタはサポートされません。

True SSO と Workspace ONE でのデスクトップのロック解除

True SSO を使用してデスクトップにログインした場合、同じログイン認証情報を使用して Workspace ONE ポ
ータルの再認証を受け、デスクトップのロックを解除することができます。

前提条件

n VMware Horizon バージョン 7.8 以降であることを確認します。

n Horizon Client for Windows バージョン 5.0 以降であることを確認します。

n Workspace ONE バージョン 19.03 以降であることを確認します。

手順

1 Workspace ONE を有効にし、Connection Server で使用できるように設定します。

Workspace ONE ドキュメント Web ページにある Workspace ONE ドキュメントを参照してください。

2 True SSO 用に Horizon Connection Server を設定します。

True SSO のための Horizon Connection Server の構成を参照してください。

3 仮想デスクトップまたは公開デスクトップを開始するには、True SSO が設定されている Connection Server 
に Workspace ONE モードで接続します。VMware Horizon Clients ドキュメント ページにある

『Horizon Client』を参照してください。
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4 ユーザーが True SSO でシングル サインオンできるように、仮想デスクトップまたは公開デスクトップを 

Workspace ONE ポータルから開始します。

5 デスクトップをロックします。

6 デスクトップのロックを解除するには、[VMware True SSO ユーザー] を選択して、[送信] をクリックしま

す。

ブラウザにリダイレクトされ、Workspace ONE で再認証されます。

7 ロックされたデスクトップの認証情報とパスコードを入力します。

次のステップ

この機能を無効にするには、Horizon Agent がインストールされているマシンの次の場所にレジストリ キーを設定

します。

HKLM\Software\VMware, Inc.\VMware VDM\Agent\CertSSO[DisableCertSSOUnlock=true]

Horizon Client for Windows の次の場所で DisabledFeatures=TrueSSOUnlock レジストリ キーを設定して

も、この機能を無効にできます。

n Windows 32 ビット オペレーティング システム： [HKEY_CURRENT_USER\Software\VMware, 
Inc.\VMware VDM\Client] または [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\VMware, 
Inc.\VMware VDM\Client]

n Windows 64 ビット オペレーティング システム： [HKEY_CURRENT_USER\Software\VMware, 
Inc.\VMware VDM\Client] または [HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\VMware, 
Inc.\VMware VDM\Client]

レジストリ キーが設定されていると、ユーザーがデスクトップのロックを解除するときに、[ VMware True SSO 
ユーザー] オプションは表示されません。

ダッシュボードを使用した True SSO に関する問題のトラブルシューティング

Horizon Console のシステム健全性ダッシュボードを使用すると、True SSO 機能の動作に影響を及ぼす可能性の

ある問題を素早く調べることができます。

システムがリモート デスクトップまたはアプリケーションへのエンド ユーザーのログインを試行したときに True 
SSO の動作が停止すると、エンド ユーザーに「ユーザー名またはパスワードが正しくありません」というメッセージが表示さ

れます。ユーザーが [OK] をクリックすると、ログイン画面が表示されます。Windows ログイン画面で、

[VMware SSO ユーザー] という追加タイトルが表示されます。資格のあるユーザー用の Active Directory 認証

情報を持っているユーザーは、Active Directory 認証情報を使用してログインできます。

Horizon Console で、[監視] - [ダッシュボード] の順に選択し [システム健全性] ペインの [表示] をクリックして、

[True SSO] タブをクリックし、True SSO に関連する項目を表示します。

注：   True SSO 機能は、毎分 1 回のみダッシュボードに情報を提供します。右上隅にある更新アイコンをクリック

すると、情報が直ちに更新されます。

n [True SSO] タブには、True SSO を使用しているドメインのリストが表示されます。
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ドメイン名をクリックすると、そのドメインに構成された登録サーバのリスト、エンタープライズ認証局のリス

ト、使用されている証明書テンプレートの名前、およびステータスが表示されます。問題がある場合は、[ステー

タス] フィールドにその内容が表示されます。

[True SSO ドメイン詳細] ダイアログ ボックスに表示される設定を変更するには、vdmutil コマンドライン 

インターフェイスを使用して True SSO コネクタを編集します。詳細については、コネクタの管理のためのコ

マンドを参照してください。

n [その他のコンポーネント] - [SAML 2.0 認証子] をクリックして展開すると、VMware Workspace ONE 
Access インスタンスに認証を委任するために作成された SAML 認証子のリストが表示されます。認証子名を

クリックしてその詳細とステータスを調べることができます。

注：   True SSO を使用するには、SSO のグローバル設定が有効になっている必要があります。Horizon Console 
で、[設定] > [グローバル設定] を選択し、[Single Sign On (SSO)] が [有効] に設定されていることを確認します。

表 6-8. Connection Server と登録サーバの接続ステータス

ステータス テキスト 説明

True SSO の健全性情報の取得に失敗し

ました。

ダッシュボードが Connection Server インスタンスから健全性情報を取得できません。

<FQDN> 登録サーバは、True SSO 構
成サービスと通信できません。

ポッド内で、ポッドによって使用されるすべての登録サーバに構成情報を送信する 1 つの 

Connection Server インスタンスが選択されます。この Connection Server インスタンスは登

録サーバ構成を毎分 1 回更新します。このメッセージは、構成タスクで登録サーバを更新できなかっ

た場合に表示されます。詳細については、「登録サーバ接続」の表を参照してください。

<FQDN> 登録サーバは、この 

Connection Server と通信してサーバ

上のセッションを管理できません。

現在の Connection Server インスタンスが登録サーバに接続できません。このステータスは、ブラ

ウザが参照している Connection Server インスタンスについてのみ表示されます。ポッドに複数

の Connection Server インスタンスがある場合は、このステータスを確認するために他の 

Connection Server インスタンスを参照するようにブラウザを変更する必要があります。詳細に

ついては、「登録サーバ接続」の表を参照してください。

表 6-9. 登録サーバ接続

ステータス テキスト 説明

このドメイン <Domain Name> は、

<FQDN> 登録サーバに存在しません。

True SSO コネクタはこのドメインのこの登録サーバを使用するように構成されていますが、登録サ

ーバはまだこのドメインに接続するように構成されていません。この状態が 1 分以上続く場合は、現

在登録構成の更新を行っている Connection Server の状態を確認する必要があります。

ドメイン <Domain Name> への 

<FQDN> 登録サーバの接続は現在も確

立中です。

登録サーバがこのドメインのドメイン コントローラに接続できていません。この状態が 1 分以上続

く場合は、登録サーバからドメインへの名前解決が正しいことの確認、および登録サーバとドメイン

間のネットワーク接続の確認が必要な可能性があります。

ドメイン <Domain Name> への 

<FQDN> 登録サーバの接続は、停止中か

問題のある状態になっています。

登録サーバはドメインのドメイン コントローラに接続済みですが、ドメイン コントローラから PKI 
情報を読み取ることができません。この状態が発生する場合は、実際のドメイン コントローラに問題

がある可能性があります。DNS が正しく構成されていない場合にもこの問題が発生する可能性があ

ります。登録サーバのログ ファイルで、登録サーバが使用しようとしているドメイン コントローラ

を特定し、そのドメイン コントローラが完全に動作していることを確認します。

<FQDN> 登録サーバは、ドメイン コン

トローラから登録プロパティを読み取っ

ていません。

この状態は一時的であり、登録サーバの起動中、または環境に新しいドメインが追加されたときにの

み表示されます。通常、この状態は 1 分以内に変更されます。この状態が 1 分以上続く場合は、ネッ

トワークが極端に低速であるか、ドメイン コントローラにアクセスできない問題があります。
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表 6-9. 登録サーバ接続 （続き）

ステータス テキスト 説明

<FQDN> 登録サーバは、少なくとも 1 回
登録プロパティを読み取っていますが、し

ばらくの間ドメイン コントローラに接続

できていません。

登録サーバがドメイン コントローラから PKI 構成を読み取っている間は、変更のポーリングが 2 分
に 1 回行われます。この状態は、しばらくの間ドメイン コントローラ (DC) に接続できていない場合

に設定されます。通常、この DC への接続不能は登録サーバが PKI 構成の変更を検出できないこと

を意味します。登録サーバがドメイン コントローラにアクセス可能である限り、継続して証明書を発

行できます。

<FQDN> 登録サーバは、少なくとも 1 回
登録プロパティを読み取っていますが、長

時間ドメイン コントローラに接続できて

いないか、別の問題が発生しています。

登録サーバが長時間ドメインのドメイン コントローラに接続できない場合、この状態が表示されま

す。この場合、登録サーバはこのドメインの別のドメイン コントローラの検出を試みます。証明書サ

ーバがドメイン コントローラにアクセスできる場合、証明書は引き続き発行可能ですが、この状態が 

1 分以上続く場合は登録サーバがそのドメインのすべてのドメイン コントローラにアクセスできなく

なっているため、おそらく証明書は発行できません。

表 6-10. 登録証明書のステータス

ステータス テキスト 説明

ドメインの <domain name> フォレス

トの有効な登録証明書が <FQDN> 登録

サーバにインストールされていないか、ま

たは有効期限が切れています。

このドメインの登録証明書がインストールされていないか、証明書が無効または有効期限が切れてい

ます。登録証明書は、このドメインがメンバーになっているフォレストで信頼されるエンタープライ

ズ CA によって発行される必要があります。Horizon の管理ドキュメントに記載されている、登録

サーバでの登録証明書のインストール方法についての手順を実行していることを確認します。

MMC、証明書管理スナップインを開いて、ローカル コンピュータ ストアを開くこともできます。

個人証明書コンテナを開き、証明書がインストールされていて有効であることを確認します。登録サ

ーバ ログ ファイルを開くこともできます。登録サーバは、検出した証明書の状態に関する追加情報

をログに記録します。

表 6-11. 証明書テンプレートのステータス

ステータス テキスト 説明

テンプレート <name> が、<FQDN> 登
録サーバ ドメインに存在しません。

正しいテンプレート名が指定されていることを確認します。

このテンプレートで生成された証明書は、

Windows へのログオンには使用できま

せん。

このテンプレートではスマート カードの使用が無効になっており、データの署名が有効になってい

ます。正しいテンプレート名が指定されていることを確認します。True SSO とともに使用する証

明書テンプレートの作成 に記載されている手順を実行していることを確認します。

テンプレート <name> ではスマートカー

ドによるログオンが有効になっています

が、使用できません。

このテンプレートはスマート カード ログオンに対して有効になっていますが、True SSO では使用

できません。正しいテンプレート名が指定されていることを確認し、True SSO とともに使用する

証明書テンプレートの作成 に記載されている手順を実行していることを確認します。テンプレート

のどの設定によって True SSO が使用できなくなっているかがログに記録されるため、登録サーバ

のログ ファイルを確認することもできます。

表 6-12. 証明書サーバ構成のステータス

ステータス テキスト 説明

証明書サーバ <CN of CA> がドメインに

存在しません。

CA の正しい名前が指定されていることを確認します。共通名 (CN) を指定する必要があります。

証明書は、NTAuth（エンタープライズ）

ストアにありません。

この CA はエンタープライズ CA でないか、CA 証明書が NTAUTH ストアに追加されていませ

ん。この CA がフォレストのメンバーでない場合は、このフォレストの NTAUTH ストアに CA 証
明書を手動で追加する必要があります。
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表 6-13. 証明書サーバ接続のステータス

ステータス テキスト 説明

<FQDN> 登録サーバは、証明書サーバ 

<CN of CA> に接続していません。

登録サーバが証明書サーバに接続されていません。登録サーバの起動直後の場合、または CA が最

近 True SSO コネクタに追加された場合、この状態は一時的な可能性があります。この状態が 1 分
以上続く場合は、登録サーバが CA に接続できません。名前解決が正常に機能していること、CA へ
のネットワーク接続があること、および登録サーバのシステム アカウントに CA へのアクセス権が

あることを確認します。

<FQDN> 登録サーバが証明書サーバ 

<CN of CA> に接続しましたが、この証明

書サーバはデグレードされている状態で

す。

この状態は、CA の証明書の発行が低速の場合に表示されます。CA がこの状態のままの場合は、CA 
または CA によって使用されるドメイン コントローラの負荷を確認します。

注：   CA が低速とマークされている場合は、少なくとも 1 つの証明書要求が正常に完了し、その証

明書が通常の期間内に発行されるまで、この状態が続きます。

<FQDN> 登録サーバは、証明書サーバ 

<CN of CA> に接続できますが、サービス

が利用できません。

この状態は、登録サーバが CA に接続されているにも関わらず証明書を発行できない場合に発生し

ます。通常、この状態は一時的です。CA がすぐに使用可能にならない場合、この状態は「切断」に

変わります。
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資格のあるユーザーとグループ 7
資格を構成して、ユーザーがアクセス可能なリモート デスクトップとアプリケーションを制御することができます。

制限付き資格の機能を構成して、ユーザーがリモート デスクトップを選択する際に、接続先の Horizon 
Connection Server インスタンスに基づいてデスクトップ アクセスを制御することもできます。ネットワークの

外部にいるユーザー セットがネットワーク内のリモート デスクトップや公開アプリケーションに接続することを制

限することもできます。

クラウド ポッド アーキテクチャ 環境でグローバル資格を設定する方法については、Horizon でのクラウド ポッド 

アーキテクチャの管理を参照してください。

注：   Active Directory でユーザーとグループに資格を付与すると、ディレクトリ全体または特定のドメイン内の

ユーザーとグループを検索できます。Horizon Console で、[ユーザーとグループ] に移動して [ディレクトリ全体] 
オプションを選択すると、Connection Server は Connection Server ドメインのフォレストにあるすべてのドメ

インのユーザーとグループを検索してカウントします。[ディレクトリ全体] オプションを使用すると、Connection 
Server ドメインのフォレストに含まれていないドメインはすべて除外されます。Connection Server ドメインの

フォレストに含まれないドメインのユーザーまたはグループを検索する場合は、これらのドメインを明示的に選択す

る必要があります。これは、Connection Server ドメインと信頼されていないドメインの両方に適用されます。

この章には、次のトピックが含まれています。

n Horizon Console でのデスクトップまたはアプリケーション プールへの資格の追加

n Horizon Console でのデスクトップまたはアプリケーション プールからの資格の削除

n デスクトップまたはアプリケーション プールの資格の確認

n 資格のあるプールのショートカットの設定

n デスクトップ プール、公開デスクトップ、アプリケーション プールに対するクライアント制限の実装

Horizon Console でのデスクトップまたはアプリケーション プール

への資格の追加

ユーザーがリモート デスクトップまたはアプリケーションにアクセスするには、デスクトップまたはアプリケーショ

ン プールを使用するための資格を付与されている必要があります。

前提条件

デスクトップまたはアプリケーション プールを作成します。
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手順

1 デスクトップまたはアプリケーション プールを選択します。

オプション アクション

デスクトップ プールに対する資格の追加 Horizon Console で、[インベントリ] - [デスクトップ] の順に選択し、デスクトップ プー

ルの名前をクリックします。

アプリケーション プールに対する資格の追加 Horizon Console で、[インベントリ] - [アプリケーション] の順に選択し、アプリケーショ

ン プールの名前をクリックします。

 
2 [資格] ドロップダウン メニューから [資格を追加] を選択します。

3 [追加] をクリックして、1 つ以上の検索基準を選択し、[検索] をクリックして検索基準に基づいてユーザーまた

はグループを検索します。

注：   非認証アクセスのユーザーは、検索結果から除外されます。混在モードのドメインでは、ドメイン ローカ

ル グループは検索結果から除外されます。ドメインが混在モードで構成されている場合は、ドメイン ローカル 

グループ内のユーザーに資格を付与することはできません。

4 プール内のデスクトップまたはアプリケーションに対する資格を付与するユーザーまたはグループを選択して、

[OK] をクリックします。

5 [OK] をクリックして変更を保存します。

Horizon Console でのデスクトップまたはアプリケーション プール

からの資格の削除

デスクトップまたはアプリケーション プールから資格を削除して、特定のユーザーまたはグループがデスクトップま

たはアプリケーションにアクセスできないようにすることができます。

手順

1 デスクトップまたはアプリケーション プールを選択します。

オプション アクション

デスクトップ プールに対する資格の追加 Horizon Console で、[インベントリ] - [デスクトップ] の順に選択し、デスクトップ プー

ルの名前をクリックします。

アプリケーション プールに対する資格の追加 Horizon Console で、[インベントリ] - [アプリケーション] の順に選択し、アプリケーショ

ン プールの名前をクリックします。

 
2 [資格] ドロップダウン メニューから [資格を削除] を選択します。

3 資格を削除するユーザーまたはグループを選択し、[削除] をクリックします。

4 [OK] をクリックして変更を保存します。

デスクトップまたはアプリケーション プールの資格の確認

ユーザーまたはグループが資格を付与されているデスクトップまたはアプリケーション プールを確認できます。
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手順

1 Horizon Console で、[ユーザーとグループ] を選択し、ユーザーまたはグループの名前をクリックします。

2 [資格] タブをクリックして、ユーザーまたはグループが資格を付与されているデスクトップまたはアプリケーシ

ョン プールを確認します。

オプション アクション

ユーザーまたはグループが資格を付与されて

いるデスクトップ プールを一覧表示する

[デスクトップに対する資格] をクリックします。

ユーザーまたはグループが資格を付与されて

いるアプリケーション プールを一覧表示する

[アプリケーションに対する資格] をクリックします。

 

資格のあるプールのショートカットの設定

資格のあるプールにショートカットを設定できます。資格のあるユーザーが Windows クライアントから 

Connection Server インスタンスに接続すると、Horizon Client for Windows によりユーザーのクライアント 

デバイスのスタート メニューやデスクトップにこれらのショートカットが配置されます。プールを作成または変更

する際に、ショートカットを設定できます。

ショートカットを設定するときに、カテゴリ フォルダまたはルート (/) フォルダを選択する必要があります。カテゴ

リ フォルダを追加し、独自の名前を付けることもできます。最大で 4 つのフォルダ レベルを設定できます。たとえ

ば、Office をという名前のカテゴリ フォルダを追加し、そのフォルダを Microsoft Office や Microsoft 
PowerPoint など、仕事に関連するアプリケーション用に選択できます。

Windows 10 クライアント デバイスの場合、Horizon Client は、カテゴリ フォルダとショートカットをアプリケ

ーション リストに配置します。ショートカットにルート (/) フォルダを選択した場合、Horizon Client はアプリケ

ーション リストの直下にショートカットを配置します。

ショートカットの作成後、Horizon Console でプールの [アプリのショートカット] 列にチェック マークが表示さ

れます。

デフォルトでは、資格のあるユーザーが最初にサーバに接続したときに、Horizon Client for Windows はプロン

プトを表示し、ショートカットをインストールするように指示します。[Horizon Server の設定時にショートカッ

トを自動的にインストールする] グループ ポリシー設定を変更すると、ショートカットを自動的にインストールした

り、ショートカットをインストールしないように Horizon Client for Windows を設定できます。詳細について

は、VMware Horizon Client for Windows のインストールとセットアップ ガイドを参照してください。

デフォルトでは、ユーザーがサーバに接続するたびに、ショートカットに対する変更がユーザーの Windows クラ

イアント デバイスと同期されます。Windows ユーザーは、Horizon Client でショートカット同期機能を無効にで

きます。詳細については、VMware Horizon Client for Windows のインストールとセットアップ ガイドを参照

してください。

グローバル資格を作成または変更する際にもショートカットを設定できます。グローバル資格の設定方法について

は、Horizon でのクラウド ポッド アーキテクチャの管理を参照してください。
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Horizon Console でのデスクトップ プールのショートカットの作成

Horizon Console では、使用資格のあるデスクトップ プールのショートカットを作成できます。ショートカットを

作成すると、ユーザーの Windows クライアント デバイスの Windows デスクトップ、Windows の [スタート] 
メニューまたはその両方デスクトップ プールが表示されます。ショートカットには最大 4 つのカテゴリ フォルダ 

レベルを指定できます。デスクトップ プールを作成するときに、ショートカットを作成できます。デスクトップ プ
ールを編集するときにも、ショートカットを作成したり、変更できます。

前提条件

作成するデスクトップ プールのタイプに基いてプールの設定方法を決定します。

手順

1 Horizon Console で、[インベントリ] - [デスクトップ] の順にクリックし、[追加] をクリックします。

2 [プールを追加] ウィザードで、作成するデスクトップ プールのタイプを選択し、[次へ] をクリックします。

3 ウィザードの指示に従い、[デスクトップ プールの設定] ページに移動します。

4 デスクトップ プールにショートカットを作成します。

a [カテゴリ フォルダ] の [参照] ボタンをクリックします。

b [フォルダ リストからカテゴリ フォルダを選択してください] オプションを選択します。

c [カテゴリ フォルダを選択してください。あるいは、クライアント デバイスに新しいフォルダを作成して、

このプールのショートカットを配置してください] テキスト ボックスにフォルダ名を入力します。

フォルダ名の長さは最大 64 文字です。サブフォルダを指定するには、バックスラッシュ (\) 文字を入力し

ます。たとえば、dir1\dir2\dir3\dir4 と入力します。最大で 4 つのフォルダ レベルを入力できま

す。フォルダ名の先頭または末尾にバックスラッシュは使用できません。また、バックスラッシュを重ねて

使用することもできません。たとえば、\dir1、dir1\dir2\、dir1\\dir2、dir1\\\dir2 は無効

です。Windows の予約キーワードは入力できません。

d ショートカットの作成方法を選択します。

いずれか、または両方を選択できます。

オプション 説明

スタート メニュー/ランチャー Windows クライアント デバイスに Windows のスタート メニューのショートカット

を作成します。

デスクトップ Windows クライアント デバイスのデスクトップにショートカットを作成します。

 
e 変更内容を保存するには、[送信] をクリックします。

5 ウィザードの指示に従って [設定内容の確認] ページに移動し、[このウィザードの終了後にユーザーに資格を割

り当てる] を選択して [送信] をクリックします。
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6 [資格を追加] ウィザードで [追加] をクリックして、1 つ以上の検索条件を選択します。[検索] をクリックして、

条件に一致するユーザーまたはグループを検索します。プール内のデスクトップの使用資格を付与するユーザー

またはグループを選択して、[OK] をクリックします。

[デスクトップ プール] ページで、デスクトップ プールの [アプリケーション ショートカット] 列にチェック マ
ークが表示されます。

Horizon Console でのアプリケーション プールのショートカットの作成

Horizon Console では、使用資格のあるアプリケーションのショートカットを作成できます。ショートカットを作

成すると、ユーザーの Windows クライアント デバイスの Windows デスクトップ、Windows [スタート] メニ

ューまたはその両方にショートカットが表示されます。ショートカットには最大 4 つのカテゴリ フォルダ レベルを

指定できます。アプリケーション プールを作成するときに、ショートカットを作成できます。アプリケーション プ
ールを編集するときにも、ショートカットを作成できます。

Mac クライアントで、ローカル システムの アプリケーション フォルダから公開アプリケーションを実行し、サーバから

フォルダ設定を許可するように Horizon Clientfor Mac が設定されている場合、カテゴリ フォルダが Mac クライ

アント デバイスの アプリケーション フォルダに表示されます。詳細については、VMware Horizon Client for Mac の

インストールとセットアップ ガイドを参照してください。

前提条件

Horizon での公開されたデスクトップとアプリケーションのセットアップと Horizon での仮想デスクトップのセ

ットアップを参照してください。

n RDS ホストをセットアップします。

n それらの RDS ホストが含まれるファームを作成します。

n アプリケーション プールを手動で追加する場合は、アプリケーションについての情報を収集します。

n クライアント デバイスに Horizon Client for Windows をインストールします。

手順

1 Horizon Console で、[インベントリ] - [アプリケーション] の順にクリックし、[追加] をクリックします。

2 作成するアプリケーション プールのタイプを選択します。

オプション 説明

[アプリケーション プールを手動で追加] アプリケーションの情報を入力します。

[インストールされているアプリケーションを

選択]
アプリケーションを名前、インストール パスまたは種類でフィルタリングするか、インストー

ル済みのアプリケーションのリストから選択します。

 
3 [アプリケーション プールを追加] ウィザードで、RDS ファームを選択して、プール ID とアプリケーションの

フル パス名を入力します。

4 アプリケーション プールのショートカットを作成します。

a [カテゴリ フォルダ] の [参照] ボタンをクリックします。

b [フォルダ リストからカテゴリ フォルダを選択してください] オプションを選択します。
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c リストからカテゴリ フォルダを選択するか、[カテゴリ フォルダを選択してください。あるいは、クライア

ント デバイスに新しいフォルダを作成して、このプールのショートカットを配置してください] テキスト ボ
ックスにフォルダ名を入力します。

フォルダ名の長さは最大 64 文字です。サブフォルダを指定するには、バックスラッシュ (\) 文字を入力し

ます。たとえば、dir1\dir2\dir3\dir4 と入力します。最大で 4 つのフォルダ レベルを入力できま

す。フォルダ名の先頭または末尾にバックスラッシュは使用できません。また、バックスラッシュを重ねて

使用することもできません。たとえば、\dir1、dir1\dir2\、dir1\\dir2、dir1\\\dir2 は無効

です。Windows の予約キーワードは入力できません。

注：   Windows 以外のクライアントの場合、必要に応じてバックスラッシュをスラッシュに置き換えてく

ださい。

d ショートカットの作成方法を選択します。

いずれか、または両方を選択できます。

オプション 説明

スタート メニュー/ランチャー Windows クライアント デバイスに Windows のスタート メニューのショートカット

を作成します。

デスクトップ Windows クライアント デバイスのデスクトップにショートカットを作成します。

 
e 変更内容を保存するには、[送信] をクリックします。

5 [このウィザードの終了後にユーザーに資格を割り当てる] を選択します。

6 [資格を追加] ウィザードで [追加] をクリックして、1 つ以上の検索条件を選択します。[検索] をクリックして、

条件に一致するユーザーまたはグループを検索します。プール内のアプリケーションの使用資格を付与するユー

ザーまたはグループを選択して、[OK] をクリックします。

[アプリケーション プール] ページで、アプリケーション プールの [アプリケーション ショートカット] 列にチェ

ック マークが表示されます。

デスクトップ プール、公開デスクトップ、アプリケーション プールに

対するクライアント制限の実装

特定のクライアント コンピュータに対して、使用資格のあるデスクトップ プール、公開デスクトップとアプリケー

ション プールへのアクセスを制限することができます。アクセスを制限するには、Active Directory セキュリティ 

グループ内のデスクトップ プール、公開デスクトップまたはアプリケーションへのアクセスを許可するクライアント 

コンピュータの名前を追加し、このグループにプールの使用資格を付与する必要があります。Active Directory セ
キュリティ グループには、任意の AD 組織単位 (OU) またはデフォルトのコンピュータ コンテナに属しているクラ

イアント コンピュータを含めることができます。
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クライアント制限機能には、特定の要件と制限事項があります。

n デスクトップ プール、公開デスクトップまたはアプリケーション プールを作成または変更するときに、クライ

アント制限ポリシーを有効にする必要があります。デフォルトでは、クライアント制限ポリシーは無効になって

います。公開デスクトップ プールとアプリケーション プールの設定については、Horizon での公開されたデス

クトップとアプリケーションのセットアップを参照してください。インスタント クローン、フル クローン、手

動デスクトップ プールの設定については、Horizon での仮想デスクトップのセットアップを参照してください。

n デスクトップ プール、公開デスクトップまたはアプリケーション プールの使用資格を作成または変更するとき

に、デスクトップ プール、公開デスクトップまたはアプリケーション プールへのアクセスを許可するクライア

ント コンピュータの名前を含む Active Directory セキュリティ グループを追加する必要があります。

n クライアント制限機能を使用すると、特定のクライアント コンピュータにのみ、デスクトップ プール、公開デ

スクトップとアプリケーション プールへのアクセスを許可できます。使用資格のないデスクトップやアプリケ

ーション プールに対するアクセス権はユーザーに付与されません。たとえば、ユーザーまたはユーザー グルー

プのメンバーとしてアプリケーション プールの使用資格が付与されていないユーザーは、アプリケーション プ
ールの使用資格のある Active Directory セキュリティ グループにユーザーのクライアント コンピュータが含

まれている場合でも、アプリケーション プールにアクセスできません。

n クライアント制限機能は、Windows クライアント コンピュータでのみサポートされます。

n デスクトップ プール、公開デスクトップ、またはアプリケーション プールに対してクライアント制限ポリシー

が有効になっている場合、Windows 以外のクライアントと HTML Access クライアントは、制限されたプー

ルからデスクトップまたはアプリケーションを起動できません。

n クライアント制限機能で制限されるのは、Windows クライアントからの新しいセッションのみです。この機能

では、前のユーザー セッションの既存アプリケーション セッションの接続は制限されません。

n Horizon Client for Windows では、Active Directory セキュリティ グループに属するクライアント コンピ

ューターがデフォルトの Active Directory のロケーション（CN=Computers）に存在する必要があります。
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ロールベースの委任管理の構成 8
VMware Horizon 環境の重要な管理タスクは、Horizon Console を使用できるユーザーとそれらのユーザーが実

行可能なタスクを決定することです。ロールベースの委任管理を使用すると、特定の Active Directory ユーザーお

よびグループに管理者ロールを割り当てることによって、選択的に管理者権限を割り当てることができます。

この章には、次のトピックが含まれています。

n ロールと権限の概要

n Horizon Console でのアクセス グループを使用したプールおよびファーム管理の委任

n 権限とアクセス グループの概要

n 管理者の管理

n 権限の管理と確認

n アクセス グループの管理と確認

n カスタム ロールの管理

n 定義済みのロールと権限

n フル クローンとインスタント クローンの管理に必要な vCenter Server の最小権限

n 一般的なタスクに必要な権限

n 管理者ユーザーおよびグループに関するベスト プラクティス

ロールと権限の概要

Horizon Console でタスクを実行できるかどうかは、管理者ロールおよび権限から構成されるアクセス制御システ

ムで管理します。このシステムは vCenter Server アクセス制御システムに似ています。

管理者ロールは権限の集まりです。権限は、ユーザーにデスクトップ プールに対する資格を付与するなど、特定のア

クションを実行できるようにするものです。さらに、権限は、管理者が Horizon Console で表示できるものも制御

します。たとえば、管理者がグローバル ポリシーの表示または変更権限を持たない場合は、その管理者が Horizon 
Console にログインしてもナビゲーション パネルに [グローバル ポリシー] 設定は表示されません。管理者にグロ

ーバル ポリシーの変更権限がない場合、管理者が Horizon Console にログインしたときに、[グローバル ポリシ

ー] ページのボタンは無効になり、グローバル ポリシーを変更することはできません。

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

ステム全体の操作を制御します。オブジェクト固有の権限は、特定のタイプのオブジェクトの操作を制御します。
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管理者ロールは、一般に、上位レベルの管理タスクを実行するために必要な個別の権限をすべて組み合わせたもので

す。Horizon Console には、一般的な管理タスクの実行に必要な権限を含む定義済みのロールが用意されていま

す。これらの定義済みのロールを管理者ユーザーおよびグループに割り当てることも、選択した権限を組み合わせて

独自のカスタム ロールを作成することもできます。定義済みのロールを変更することはできません。

管理者を作成するには、Active Directory ユーザーおよびグループからユーザーとグループを選択し、管理者ロー

ルを割り当てます。ロールにオブジェクト固有の権限が含まれている場合、アクセス グループ、フェデレーション ア
クセス グループ（クラウド ポッド アーキテクチャ 環境のみ）、またはその両方へのロールの適用が必要になる場合

があります。管理者は、ロールの割り当てによって権限を取得します。権限を管理者に直接割り当てることはできま

せん。複数のロールが割り当てられた管理者は、それらのロールに含まれるすべての権限を合わせたものを取得しま

す。

グローバル資格の管理を委任するフェデレーション アクセス グループの構成については、Horizon でのクラウド ポ
ッド アーキテクチャの管理を参照してください。

Horizon Console でのアクセス グループを使用したプールおよびフ

ァーム管理の委任

デフォルトでは、自動デスクトップ プール、手動デスクトップ プールおよびファームは、Horizon Console に / 
または Root (/) で表示されるルート アクセス グループ内に作成されます。公開デスクトップ プールおよびアプリ

ケーション プールでは、そのファームのアクセス グループが継承されます。ルート アクセス グループの下にアクセ

ス グループを作成し、別の管理者に特定のプールやファームの管理を委任することができます。

注：   公開デスクトップ プールまたはアプリケーション プールのアクセス グループを直接変更することはできませ

ん。公開デスクトップ プールまたはアプリケーション プールが属するファームのアクセス グループを変更する必要

があります。

仮想または物理マシンでは、そのデスクトップ プールからアクセス グループが継承されます。接続された通常ディ

スクでは、そのマシンからアクセス グループが継承されます。ルート アクセス グループを含む最大 100 のアクセス 

グループを保持できます。

アクセス グループの管理者にロールを割り当てることにより、そのアクセス グループのリソースへの管理者アクセ

スを構成することができます。管理者は、ロールを割り当てられているアクセス グループのみに存在するリソースに

アクセスできます。管理者が持つアクセス グループに対するロールによって、そのアクセス グループのリソースに

対するアクセス レベルが決定されます。

ロールは、ルート アクセス グループから継承されるため、ルート アクセス グループに対するロールを持つ管理者

は、すべてのアクセス グループに対してそのロールを持つことになります。ルート アクセス グループに対する管理

者ロールを持つ管理者は、システムのすべてのオブジェクトに対するフル アクセス権を持つため、スーパー管理者に

なります。

ロールには、アクセス グループに適用する少なくとも 1 つのオブジェクト固有権限が含まれている必要があります。

グローバル権限のみを含むロールはアクセス グループに適用できません。

Horizon Console を使用してアクセス グループを作成し、既存のデスクトップ プールをアクセス グループに移動

することができます。自動デスクトップ プール、手動プールまたはファームを作成する場合、デフォルトのルート ア
クセス グループを受け入れるか、または別のアクセス グループを選択できます。
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クラウド ポッド アーキテクチャ 環境では、グローバル資格の管理を委任するフェデレーション アクセス グループ

を構成できます。詳細については、Horizon でのクラウド ポッド アーキテクチャの管理を参照してください。

n 異なるアクセス グループの異なる管理者

構成内の各アクセス グループを管理する異なる管理者を作成できます。

n 同じアクセス グループの異なる管理者

同じアクセス グループを管理する複数の異なる管理者を作成できます。

異なるアクセス グループの異なる管理者

構成内の各アクセス グループを管理する異なる管理者を作成できます。

たとえば、会社のデスクトップ プールが 1 つのアクセス グループ内にあり、ソフトウェア開発者用のデスクトップ 

プールが別のアクセス グループ内にある場合、複数の管理者を作成してアクセス グループごとにリソースを管理す

ることができます。

表 8-1. 異なるアクセス グループの異なる管理者 に、このタイプの構成の例を示します。

表 8-1. 異なるアクセス グループの異なる管理者

管理者 ロール アクセス グループ

view-domain.com\Admin1 インベントリ管理者 /CorporateDesktops

view-domain.com\Admin2 インベントリ管理者 /DeveloperDesktops

この例では、Admin1 という管理者が CorporateDesktops というアクセス グループのインベントリ管理者ロー

ルを持ち、Admin2 という管理者が DeveloperDesktops というアクセス グループのインベントリ管理者ロー

ルを持ちます。

同じアクセス グループの異なる管理者

同じアクセス グループを管理する複数の異なる管理者を作成できます。

たとえば、会社のデスクトップ プールが 1 つのアクセス グループ内にある場合、それらのプールを表示および変更

できる管理者と、それらの表示のみが可能な別の管理者を作成することができます。

表 8-2. 同じアクセス グループの異なる管理者 に、このタイプの構成の例を示します。

表 8-2. 同じアクセス グループの異なる管理者

管理者 ロール アクセス グループ

view-domain.com\Admin1 インベントリ管理者 /CorporateDesktops

view-domain.com\Admin2 インベントリ管理者（読み取り専用） /CorporateDesktops

この例では、Admin1 という管理者が CorporateDesktops というアクセス グループのインベントリ管理者ロー

ルを持ち、Admin2 という管理者が同じアクセス グループのインベントリ管理者（読み取り専用）ロールを持ちま

す。
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権限とアクセス グループの概要

Horizon Console は、ロールの組み合わせ、管理者ユーザーまたはグループ、およびアクセス グループを権限とし

て提供しています。ロールは実行できるアクションを定義し、ユーザーまたはグループはアクションを実行できる者

を示し、アクセス グループはアクションの対象となるオブジェクトを格納します。

管理者ユーザーまたはグループ、アクセス グループ、ロールのどれを選択したかによって、Horizon Console での

権限の表示が異なります。

次の表に、管理者ユーザーまたはグループを選択した場合に Horizon Console で権限がどのように表示されるかを

示します。管理者ユーザーは Admin 1 という名前で、2 つの権限を持ちます。

表 8-3. Admin 1 の Administrators and Groups（管理者とグループ） タブでの権限

ロール アクセス グループ

インベントリ管理者 MarketingDesktops

管理者（読み取り専用） /

最初の権限は Admin 1 が MarketingDesktops というアクセス グループに対してインベントリ管理者ロール

を持つことを示しています。2 番目の権限は、Admin 1 がルート アクセス グループに対して管理者（読み取り専

用）ロールを持つことを示しています。

次の表に、MarketingDesktops アクセス グループを選択した場合に Horizon Console で同じ権限がどのよう

に表示されるかを示します。

表 8-4. MarketingDesktops の [アクセス グループ] タブでの権限

Admin ロール 継承

horizon-domain.com\Admin1 インベントリ管理者

horizon-domain.com\Admin1 管理者（読み取り専用） はい

最初の権限は、表 8-3. Admin 1 の Administrators and Groups（管理者とグループ） タブでの権限に示す最初

の権限と同じです。2 番目の権限は、表 8-3. Admin 1 の Administrators and Groups（管理者とグループ） タ
ブでの権限に示す 2 番目の権限から継承されています。アクセス グループはルート アクセス グループから権限を

継承するため、Admin1 は MarketingDesktops アクセス グループに対する管理者（読み取り専用）ロールを持

ちます。権限が継承された場合、「継承」列にチェック マークが表示されます。

次の表に、インベントリ管理者ロールを選択した場合に 表 8-3. Admin 1 の Administrators and Groups（管理

者とグループ） タブでの権限 の最初の権限が Horizon Console でどのように表示されるかを示します。

表 8-5. インベントリ管理者の [ロールの権限] タブの権限

Administrator アクセス グループ

horizon-domain.com\Admin1 /MarketingDesktops

権限とフェデレーション アクセス グループの詳細については、Horizon でのクラウド ポッド アーキテクチャの管

理を参照してください。
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管理者の管理

「ロールと権限の管理」権限を持つユーザーは、Horizon Console を使用して、管理者ユーザーおよびグループを

追加および削除できます。

Administrators（管理者）ロールは、Horizon Console で最も強力なロールです。最初に、Administrator アカ

ウントのメンバーに、Administrators（管理者）ロールが付与されます。Connection Server をインストールす

るときに、Administrator アカウントを指定します。管理者アカウントとしては、Connection Server コンピュ

ータ上のローカル Administrators グループ (BUILTIN\Administrators)、またはドメイン ユーザー/グループの

アカウントを指定できます。

注：   デフォルトでは、Domain Admins グループはローカル Administrators グループのメンバーです。ローカ

ル Administrators グループとして Administrator アカウントを指定した場合に、インベントリ オブジェクトお

よび VMware Horizon 設定に対するフル アクセス権限をドメイン管理者に与えたくないときは、ローカル 

Administrators グループから Domain Admins グループを削除する必要があります。

n Horizon Console での管理者の作成

管理者を作成するには、Horizon Console で Active Directory ユーザーおよびグループからユーザーまた

はグループを選択し、管理者ロールを割り当てます。

n Horizon Console での管理者の削除

管理者ユーザーまたはグループを削除できます。

Horizon Console での管理者の作成

管理者を作成するには、Horizon Console で Active Directory ユーザーおよびグループからユーザーまたはグル

ープを選択し、管理者ロールを割り当てます。

前提条件

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

n 管理者ユーザーおよびグループを作成するためのベスト プラクティスについて理解しておきます。管理者ユー

ザーおよびグループに関するベスト プラクティスを参照してください。

n 管理者にカスタム ロールを割り当てるには、カスタム ロールを作成します。Horizon Console でのカスタム 

ロールの追加を参照してください。

n 特定のデスクトップ プールまたはファームを管理できる管理者を作成するには、アクセス グループを作成し、

デスクトップ プールまたはファームをそのアクセス グループに移動します。アクセス グループの管理と確認を

参照してください。

手順

1 Horizon Console で、[設定] - [管理者] の順に移動します。

2 [管理者とグループ] タブで [ユーザーまたはグループの追加] をクリックします。

3 [追加] をクリックして、1 つ以上の検索条件を選択し、[検索] をクリックして検索条件に基づいて Active 
Directory ユーザーまたはグループをフィルタ処理します。
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4 管理者ユーザーまたはグループにする Active Directory ユーザーまたはグループを選択して、[OK] をクリッ

クします。

Ctrl + Shift キーを押すと、複数のユーザーやグループを選択できます。

5 [次へ] をクリックして、ロールを選択します。

[アクセス グループ] 列は、ロールをアクセス グループに適用するかどうかを示します。アクセス グループに適

用されるのは、オブジェクト固有の権限を含むロールのみです。グローバル権限のみを含むロールはアクセス グ
ループに適用されません。

注：   アクセス グループに適用可能なロールとしてヘルプ デスク管理者とヘルプ デスク管理者（読み取り専用）

が表示されている場合でも、ルート アクセス グループにのみ管理者を追加できます。

オプション アクション

選択したロールがアクセス グループに適用さ

れる

[次へ] をクリックし、1 つ以上のアクセス グループを選択します。

すべてのアクセス グループにロールを適用す

る

[次へ] をクリックし、ルート アクセス グループを選択します。

 
フェデレーション アクセス グループの詳細については、Horizon でのクラウド ポッド アーキテクチャの管理

を参照してください。

6 [終了] をクリックして、管理者ユーザーまたはグループを作成します。

結果

[管理者とグループ] タブの左ペインに新しい管理者ユーザーまたはグループが表示され、右ペインに選択したロール

とアクセス グループが表示されます。

Horizon Console での管理者の削除

管理者ユーザーまたはグループを削除できます。

システム内の最後のスーパー管理者は削除できません。スーパー管理者は、ルート アクセス グループに対する管理

者ロールを持つ管理者です。ローカル ポッドが クラウド ポッド アーキテクチャ 環境の一部である場合、スーパー

管理者は、ルート フェデレーション アクセス グループに対する管理者ロールも持っています。

手順

1 Horizon Console で、[設定] - [管理者] の順に移動します。

2 [管理者とグループ] タブで、管理者ユーザーまたはグループを選択し、[ユーザーまたはグループの削除] をクリ

ックして、[OK] をクリックします。

結果

[管理者とグループ] タブに管理者ユーザーまたはグループが表示されなくなります。
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権限の管理と確認

Horizon Console を使用して、特定の管理者ユーザーとグループ、ロール、アクセス グループの権限を追加、削

除、確認できます。

クラウド ポッド アーキテクチャ 環境では、フェデレーション アクセス グループの権限の追加、削除、確認を行う

ことができます。詳細については、Horizon でのクラウド ポッド アーキテクチャの管理を参照してください。

n Horizon Console での権限の追加

特定の管理者ユーザーまたはグループ、特定のロール、または特定のアクセス グループを含む権限を追加でき

ます。

n Horizon Console での権限の削除

特定の管理者ユーザーまたはグループ、特定のロール、または特定のアクセス グループを含む権限を削除でき

ます。

n Horizon Console での権限の確認

特定の管理者またはグループ、特定のロール、または特定のアクセス グループを含む権限を確認できます。

Horizon Console での権限の追加

特定の管理者ユーザーまたはグループ、特定のロール、または特定のアクセス グループを含む権限を追加できます。

クラウド ポッド アーキテクチャ 環境では、フェデレーション アクセス グループに権限を追加できます。詳細につ

いては、Horizon でのクラウド ポッド アーキテクチャの管理を参照してください。

手順

1 Horizon Console で、[設定] - [管理者] の順に移動します。
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2 権限を作成します。

オプション アクション

特定の管理者ユーザーまたはグループを含む

権限を作成します。

a [管理者とグループ] タブで、管理者またはグループを選択し、[権限を追加] をクリックし

ます。

b ロールを選択します。

c ロールをアクセス グループに適用しない場合、[終了] をクリックします。

d ロールをアクセス グループに適用する場合は、[次へ] をクリックし、1 つ以上のアクセス 

グループを選択して [終了] をクリックします。ロールには、アクセス グループに適用す

る少なくとも 1 つのオブジェクト固有権限が含まれている必要があります。

特定のロールを含む権限を作成します。 a [ロールの権限] タブでロールを選択し、[権限] をクリックし、[権限を追加] をクリックし

ます。

b [追加] をクリックして、1 つ以上の検索条件を選択し、[検索] をクリックして検索条件に

一致する管理者ユーザーまたはグループを検索します。

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

d ロールをアクセス グループに適用しない場合、[終了] をクリックします。

e ロールをアクセス グループに適用する場合は、[次へ] をクリックし、1 つ以上のアクセス 

グループを選択して [終了] をクリックします。ロールには、アクセス グループに適用す

る少なくとも 1 つのオブジェクト固有権限が含まれている必要があります。

特定のアクセス グループを含む権限を作成し

ます。

a [アクセス グループ] タブで、アクセス グループを選択し、[権限を追加] をクリックしま

す。

b [追加] をクリックして、1 つ以上の検索条件を選択し、[検索] をクリックして検索条件に

一致する管理者ユーザーまたはグループを検索します。

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

d [次へ] をクリックし、ロールを選択して [終了] をクリックします。ロールには、アクセ

ス グループに適用する少なくとも 1 つのオブジェクト固有権限が含まれている必要があ

ります。選択できるのは、アクセス グループに適用可能なロールだけです。

注：   アクセス グループに適用可能なロールとしてヘルプ デスク管理者とヘルプ デスク管理

者（読み取り専用）が表示されている場合でも、ルート アクセス グループにのみ権限を作成で

きます。

 

Horizon Console での権限の削除

特定の管理者ユーザーまたはグループ、特定のロール、または特定のアクセス グループを含む権限を削除できます。

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

なくとも 1 人の管理者がルート アクセス グループの Administrators （管理者）ロールを持つ必要があるため、そ

の管理者が削除されるような権限の削除を行うことはできません。継承された権限は削除できません。

クラウド ポッド アーキテクチャ 環境では、フェデレーション アクセス グループから権限を削除できます。詳細に

ついては、Horizon でのクラウド ポッド アーキテクチャの管理を参照してください。

手順

1 Horizon Console で、[設定] - [管理者] の順に移動します。
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2 削除する権限を選択します。

オプション アクション

特定の管理者またはグループに適用される権

限を削除します。

[管理者とグループ] タブで管理者またはグループを選択します。

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

特定のアクセス グループに適用される権限を

削除します。

[アクセス グループ] タブでフォルダを選択します。

 
3 権限を選択し、[権限を削除] をクリックします。

Horizon Console での権限の確認

特定の管理者またはグループ、特定のロール、または特定のアクセス グループを含む権限を確認できます。

クラウド ポッド アーキテクチャ 環境で、フェデレーション アクセス グループに対する権限を確認できます。詳細

については、Horizon でのクラウド ポッド アーキテクチャの管理を参照してください。

手順

1 Horizon Console で、[設定] - [管理者] の順に移動します。

2 権限を確認します。

オプション アクション

特定の管理者またはグループを含む権限を確

認する。

[管理者とグループ] タブで管理者またはグループを選択します。

特定のロールを含む権限を確認する。 [ロールの権限] タブでロールを選択して、[アクセス権限] をクリックします。

特定のアクセス グループを含む権限を確認す

る。

[アクセス グループ] タブでフォルダを選択します。

 

アクセス グループの管理と確認

Horizon Console を使用して、アクセス グループを追加または削除したり、特定のアクセス グループ内のデスク

トップ プールとマシンを確認したりできます。

クラウド ポッド アーキテクチャ 環境でのフェデレーション アクセス グループの管理と確認については、Horizon 
でのクラウド ポッド アーキテクチャの管理を参照してください。

n Horizon Console でアクセス グループを追加する

アクセス グループを作成することにより、特定のマシン、デスクトップ プールまたはファームの管理を委任で

きます。デフォルトでは、デスクトップ プール、アプリケーション プールおよびファームは、ルート アクセス 

プールにあります。

n Horizon Console での別のアクセス グループへのデスクトップ プールまたはファームの移動

アクセス グループの作成後、自動デスクトップ プール、手動プールまたはファームを新しいアクセス グループ

に移動できます。
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n Horizon Console でのアクセス グループの削除

オブジェクトが含まれていないアクセス グループは削除できます。ルート アクセス グループは削除できませ

ん。

n アクセス グループ内のデオブジェクトの確認

特定のアクセス グループ内のデスクトップ プール、アプリケーション プール、ファームは Horizon Console 
で確認できます。

n アクセス グループ内の vCenter Server 仮想マシンの確認

Horizon Console で特定のアクセス グループ内の vCenter Server 仮想マシンを表示できます。vCenter 
仮想マシンは、そのプールからアクセス グループを継承します。

Horizon Console でアクセス グループを追加する

アクセス グループを作成することにより、特定のマシン、デスクトップ プールまたはファームの管理を委任できま

す。デフォルトでは、デスクトップ プール、アプリケーション プールおよびファームは、ルート アクセス プールに

あります。

ルート アクセス グループを含む最大 100 のアクセス グループを保持できます。

手順

1 Horizon Console で、[アクセス グループ] ダイアログ ボックスに移動します。

オプション アクション

デスクトップから n [インベントリ] - [デスクトップ] の順に選択します。

n [アクセス グループ] ドロップダウン メニューから、[新しいアクセス グループ] を選択し

ます。

ファームから n [インベントリ] - [ファーム] の順に選択します。

n [アクセス グループ] ドロップダウン メニューから [新しいアクセス グループ] を選択し

ます。

 
2 アクセス グループの名前と説明を入力し、[OK] をクリックします。

説明はオプションです。

次のステップ

1 つ以上のオブジェクトをアクセス グループに移動します。

Horizon Console での別のアクセス グループへのデスクトップ プールまたは
ファームの移動

アクセス グループの作成後、自動デスクトップ プール、手動プールまたはファームを新しいアクセス グループに移

動できます。

手順

1 Horizon Console で、[インベントリ] - [デスクトップ] の順に選択するか、[インベントリ] - [ファーム] の順

に選択します。
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2 プールまたはファームを選択します。

3 [アクセス グループ] ドロップダウン メニューから [アクセス グループを変更] を選択します。

4 アクセス グループを選択し、[OK] をクリックします。

結果

Horizon Console が、選択したアクセス グループにプールまたはファームを移動します。

Horizon Console でのアクセス グループの削除

オブジェクトが含まれていないアクセス グループは削除できます。ルート アクセス グループは削除できません。

前提条件

アクセス グループにオブジェクトが含まれている場合は、オブジェクトを別のアクセス グループまたはルート アク

セス グループに移動します。 Horizon Console での別のアクセス グループへのデスクトップ プールまたはファ

ームの移動を参照してください。

手順

1 Horizon Console で、[設定] - [管理者] の順に移動します。

2 [アクセス グループ] タブでアクセス グループを選択して、[アクセス グループを削除] をクリックします。

3 [OK] をクリックしてアクセス グループを削除します。

アクセス グループ内のデオブジェクトの確認

特定のアクセス グループ内のデスクトップ プール、アプリケーション プール、ファームは Horizon Console で確

認できます。

手順

1 Horizon Console で、オブジェクトのメイン ページに移動します。

オブジェクト アクション

デスクトップ プール [インベントリ] - [デスクトップ] の順に選択します。

アプリケーション プール [インベントリ] - [アプリケーション] の順に選択します。

ファーム [インベントリ] - [ファーム] の順に選択します。

通常ディスク [インベントリ] - [パーシステント ディスク] の順に選択します。

 
デフォルトでは、すべてのアクセス グループ内のオブジェクトが表示されます。

2 メイン ウィンドウ ペインの [アクセス グループ] ドロップダウン メニューから、アクセス グループを選択しま

す。

選択したアクセス グループ内のオブジェクトが表示されます。
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アクセス グループ内の vCenter Server 仮想マシンの確認

Horizon Console で特定のアクセス グループ内の vCenter Server 仮想マシンを表示できます。vCenter 仮想

マシンは、そのプールからアクセス グループを継承します。

手順

1 Horizon Console で、[インベントリ] - [マシン] の順に移動します。

2 [vCenter Server] タブを選択します。

デフォルトでは、すべてのアクセス グループ内の vCenter 仮想マシンが表示されます。

3 [アクセス グループ] ドロップダウン メニューからアクセス グループを選択します。

選択したアクセス グループ内の vCenter 仮想マシンが表示されます。

カスタム ロールの管理

Horizon Console を使用して、カスタム ロールを追加、変更、および削除できます。

n Horizon Console でのカスタム ロールの追加

定義済みの管理者ロールがニーズを満たしていない場合、Horizon Console で特定の権限を組み合わせて独

自のロールを作成できます。

n Horizon Console でのカスタム ロールの権限の変更

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

n Horizon Console でのカスタム ロールの削除

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

きません。

Horizon Console でのカスタム ロールの追加

定義済みの管理者ロールがニーズを満たしていない場合、Horizon Console で特定の権限を組み合わせて独自のロ

ールを作成できます。

前提条件

カスタム ロールの作成に使用できる管理者権限について理解しておきます。定義済みのロールと権限を参照してく

ださい。

手順

1 Horizon Console で、[設定] - [管理者] の順に移動します。

2 [ロールの権限] タブで [ロールを追加] をクリックします。

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

左ペインに新しいロールが表示されます。
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Horizon Console でのカスタム ロールの権限の変更

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

クラウド ポッド アーキテクチャ 環境で、ポッドがポッド フェデレーションの一部である場合、ロールの更新時に権

限が自動的に追加または削除される場合があります。詳細については、Horizon でのクラウド ポッド アーキテクチ

ャの管理を参照してください。Connection Server インスタンスがポッド フェデレーションの一部ではない場合、

権限は自動的に作成または削除されません。

前提条件

カスタム ロールの作成に使用できる管理者権限について理解しておきます。定義済みのロールと権限を参照してく

ださい。

手順

1 Horizon Console で、[設定] - [管理者] の順に移動します。

2 [ロールの権限] タブでロールを選択します。

3 ロールの権限を表示して、[編集] をクリックします。

4 権限を選択または選択解除します。

5 [OK] をクリックして変更を保存します。

Horizon Console でのカスタム ロールの削除

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

ん。

前提条件

ロールが権限に含まれる場合は、権限を削除します。Horizon Console での権限の削除を参照してください。

手順

1 Horizon Console で、[設定] - [管理者] の順に移動します。

2 [ロールの権限] タブで、ロールを選択し、[ロールを削除] をクリックします。

[ロールを削除] ボタンは、定義済みロールや、権限を含むカスタム ロールに対しては使用できません。

3 [OK] をクリックしてロールを削除します。

定義済みのロールと権限

Horizon Console には、管理者ユーザーおよびグループに割り当てることができる定義済みのロールがあります。

選択した権限を組み合わせて独自の管理者ロールを作成することもできます。

n 定義済みの管理者ロール

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

定義済みのロールを変更することはできません。
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n グローバル権限

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

を含むロールはアクセス グループに適用できません。クラウド ポッド アーキテクチャ 環境では、グローバル

権限のみを含むロールをフェデレーション アクセス グループに適用することはできません。

n オブジェクト固有の権限

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

の権限を含むロールは、アクセス グループに適用することができます。クラウド ポッド アーキテクチャ 環境

では、特定のオブジェクト固有の権限を含むロールをフェデレーション アクセス グループに適用できます。

n 権限範囲

管理者権限は範囲で制限できます。

n 内部権限

一部の定義済みの管理者ロールには、内部権限が含まれています。カスタム ロールを作成するときに内部権限

を選択することはできません。

定義済みの管理者ロール

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

みのロールを変更することはできません。

注：   事前定義ロールまたはカスタム ロールの組み合わせをユーザーに割り当てると、個々の事前定義ロールまたは

カスタム ロールで実行できない操作が可能になります。

次の表に、定義済みロールの説明と、アクセス グループまたはフェデレーション アクセス グループにロールを適用

可能かどうかを示します。フェデレーション アクセス グループは、クラウド ポッド アーキテクチャ 環境でのみ使

用できます。
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表 8-6. Horizon Console の事前定義ロール

ロール ユーザーが可能な操作

アクセス グループ

に適用

フェデレーション 

アクセス グループ

に適用

管理者 すべての管理者の操作を実行する（追加の管理者ユーザーおよびグ

ループの作成を含む）。クラウド ポッド アーキテクチャ環境では、

このロールを持つ管理者は、ポッド フェデレーションの構成と管理

およびリモート ポッド セッションの管理を行うことができます。

ルート アクセス グループに対する管理者ロールを持つ管理者は、

システムのすべてのインベントリ オブジェクトに対するフル アク

セス権を持つことから、スーパー ユーザーと呼ばれます。

Administrators（管理者）ロールにはすべての権限が含まれるた

め、限られたユーザーに割り当てるようにしてください。最初に、

Connection Server ホスト上のローカル管理者グループのメン

バーに、ルート アクセス グループに対するこのロールが付与され

ます。

管理者が、アクセス グループまたはフェデレーション アクセス グ
ループに対してこのロールを持っている場合、そのアクセス グルー

プまたはフェデレーション アクセス グループ内のインベントリ オ
ブジェクトのみを管理できます。

重要：   次のタスクを実行するためには、管理者がルート アクセス 

グループに対する管理者ロールを備えている必要があります。

n vdmadmin、vdmimport および lmvutil コマンドを使用

する。

はい はい

管理者（読み取り専用） n グローバル設定とインベントリ オブジェクトを表示する（変更

はできない）。

n すべての PowerShell コマンドやコマンド ライン ユーティ

リティ（vdmexport など。vdmadmin、vdmimport およ

び lmvutil は除く）を実行する。

クラウド ポッド アーキテクチャ 環境では、このロールを持つ管理

者は、グローバル データ レイヤーでインベントリ オブジェクトと

設定を表示できます。

管理者が、アクセス グループまたはフェデレーション アクセス グ
ループに対してこのロールを持っている場合、そのアクセス グルー

プまたはフェデレーション アクセス グループ内のインベントリ オ
ブジェクトのみを表示できます。

はい はい

エージェント登録管理者 物理システム、スタンドアローン仮想マシン、RDS ホストなどの

管理対象外のマシンを登録する。

いいえ

グローバル構成およびポリ

シー管理者

グローバル ポリシーおよび設定（管理者ロールおよび権限を除く）

を表示し、変更する。

いいえ

グローバル構成およびポリ

シー管理者（読み取り専用）

グローバル ポリシーおよび設定（管理者ロールおよび権限を除く）

を表示するが、変更しない。

いいえ
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表 8-6. Horizon Console の事前定義ロール （続き）

ロール ユーザーが可能な操作

アクセス グループ

に適用

フェデレーション 

アクセス グループ

に適用

ヘルプ デスク管理者 シャットダウン、リセット、再起動など、デスクトップやアプリケ

ーションで操作を実行したり、ユーザーのデスクトップまたはアプ

リケーションのプロセス終了など、リモート アシスタンスの操作を

実行します。Horizon Help Desk Tool にアクセスするには、管

理者にルート アクセス グループの権限が必要です。

n Horizon Help Desk Tool に対する読み取り専用アクセス。

n グローバル セッションを管理します。

n Horizon Console にログインできます。

n すべてのマシンおよびセッション関連のコマンドを実行しま

す。

n リモートのプロセスとアプリケーションを管理します。

n 仮想デスクトップまたは公開デスクトップのリモート アシス

タンス。

いいえ はい

ヘルプ デスク管理者 (読み

取り専用)
ユーザーとセッションの情報を表示し、ドリルダウンでセッション

の詳細情報を表示します。Horizon Help Desk Tool にアクセ

スするには、管理者にルート アクセス グループの権限が必要です。

n Horizon Help Desk Tool に対する読み取り専用アクセス。

n Horizon Console にログインできます。

いいえ はい

インベントリ管理者 n すべてのマシン、セッション、およびプール関連の操作を実行

する。

n 自動プールおよびファームでメンテナンス操作を実行する。

n 自動ファームを管理します。

管理者がアクセス グループに対してこのロールを持つ場合、そのア

クセス グループ内のインベントリ オブジェクトに対してのみこれ

らの操作を実行できます。

このロールを持つ管理者は、手動ファームまたは管理対象外の手動

プールを作成できません。また、ファームまたは管理対象外の手動

プールに RDS ホストの追加や削除を行うこともできません。

はい

インベントリ管理者（読み取

り専用）

インベントリ オブジェクトを表示する（変更はできない）。

管理者がアクセス グループに対してこのロールを持つ場合、そのア

クセス グループ内のインベントリ オブジェクトのみを表示できま

す。

はい
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表 8-6. Horizon Console の事前定義ロール （続き）

ロール ユーザーが可能な操作

アクセス グループ

に適用

フェデレーション 

アクセス グループ

に適用

ローカル管理者 すべてのローカル管理者操作を実行する（追加の管理者ユーザーお

よびグループの作成を除く）。クラウド ポッド アーキテクチャ環

境では、このロールを持つ管理者は、グローバル データ レイヤで

操作を実行したり、リモート ポッドでセッションを管理することは

できません。

注：   ローカル管理者ロールを持つ管理者は、Horizon Help 
Desk Tool にアクセスできません。

はい

ローカル管理者（読み取り専

用）

管理者（読み取り専用）ロールと同じ（グローバル データ レイヤ

でのインベントリ オブジェクトおよび設定の表示を除く）。このロ

ールを持つ管理者は、ローカル ポッドでのみ読み取り専用の権限を

持ちます。

注：   ローカル管理者（読み取り専用）ロールを持つ管理者は、

Horizon Help Desk Tool にアクセスできません。

はい

グローバル権限

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

ロールはアクセス グループに適用できません。クラウド ポッド アーキテクチャ 環境では、グローバル権限のみを含

むロールをフェデレーション アクセス グループに適用することはできません。

次の表で、グローバル権限について説明し、各権限を含む定義済みのロールを示します。

表 8-7. グローバル権限

権限 権限セット ユーザーが可能な操作 定義済みロール

操作ログを収集 LOG_COLLECTION

GLOBAL_ADMIN_SDK_INTERAC
TIVE

GLOBAL_ADMIN_UI_INTERACTI
VE

プール、ファーム、または Connection 
Server の操作ログを収集します。

コンソール操作 GLOBAL_ADMIN_UI_INTERACTI
VE

Horizon Console にログインして使用

します。

注：   新しいロールには、[コンソール操

作]権限が自動的に追加されます。この権

限は Horizon Console のグローバル権

限のリストに表示されません。

管理者

管理者（読み取り専用）

インベントリ管理者

インベントリ管理者（読み取り専

用）

グローバル構成およびポリシー

管理者

グローバル構成およびポリシー

管理者（読み取り専用）

ヘルプ デスク管理者

ヘルプ デスク管理者（読み取り

専用）

ローカル管理者

ローカル管理者（読み取り専用）
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表 8-7. グローバル権限 （続き）

権限 権限セット ユーザーが可能な操作 定義済みロール

直接操作 GLOBAL_ADMIN_SDK_INTERAC
TIVE

すべての PowerShell コマンドやコマ

ンド ライン ユーティリティ（vdmadmin 
および vdmimport 以外）を実行する。

vdmadmin、vdmimport、および 

lmvutil コマンドを使用する管理者に

は、ルート アクセス グループに対する管

理者ロールが必要です。

注：   新しいロールには、[直接操作]権限

が自動的に追加されます。この権限は 

Horizon Console のグローバル権限の

リストに表示されません。

管理者

管理者（読み取り専用）

[アクセス グルー

プを管理]
GLOBAL_PERMISSION_VIEW

GLOBAL_ROLE_VIEW

FOLDER_VIEW

FOLDER_MANAGEMENT

GLOBAL_ADMIN_SDK_INTERAC
TIVE

GLOBAL_ADMIN_UI_INTERACTI
VE

アクセス グループを追加および削除しま

す。クラウド ポッド アーキテクチャ 環
境ではフェデレーション アクセス グルー

プを追加または削除します。

管理者

ローカル管理者

グローバル構成と

ポリシーを管理

GLOBAL_CONFIG_MANAGEMEN
T

GLOBAL_CONFIG_VIEW

GLOBAL_ADMIN_SDK_INTERAC
TIVE

GLOBAL_ADMIN_UI_INTERACTI
VE

グローバル ポリシーおよび設定（管理者

ロールおよび権限を除く）を表示し、変更

する。

管理者

グローバル構成およびポリシー

管理者

ロールと権限を管

理

GLOBAL_PERMISSION_MANAGE
MENT

GLOBAL_PERMISSION_VIEW

GLOBAL_ROLE_MANAGEMENT

GLOBAL_ROLE_PERMISSION_M
ANAGEMENT

GLOBAL_ROLE_VIEW

GLOBAL_ADMIN_SDK_INTERAC
TIVE

GLOBAL_ADMIN_UI_INTERACTI
VE

管理者ロールおよび権限を作成、変更、削

除する。

管理者
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表 8-7. グローバル権限 （続き）

権限 権限セット ユーザーが可能な操作 定義済みロール

エージェントを登

録

GLOBAL_MACHINE_REGISTER

GLOBAL_ADMIN_SDK_INTERAC
TIVE

GLOBAL_ADMIN_UI_INTERACTI
VE

物理システム、スタンドアローン仮想マシ

ン、RDS ホストなどの管理対象外のマシ

ンに Horizon Agent をインストールす

る。

Horizon Agent のインストール時に、

管理者ログイン認証情報を指定し、

Connection Server インスタンスに管

理対象外のマシンを登録する必要があり

ます。

管理者

エージェント登録管理者

[vCenter 
Server 構成の管

理（読み取り専

用）]

VC_CONFIG_VIEW

GLOBAL_ADMIN_SDK_INTERAC
TIVE

GLOBAL_ADMIN_UI_INTERACTI
VE

vCenter Server 構成へのアクセスは読

み取り専用になります。

管理者

管理者（読み取り専用）

インベントリ管理者

インベントリ管理者（読み取り専

用）

ローカル管理者

ローカル管理者（読み取り専用）

オブジェクト固有の権限

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

を含むロールは、アクセス グループに適用することができます。クラウド ポッド アーキテクチャ 環境では、特定の

オブジェクト固有の権限を含むロールをフェデレーション アクセス グループに適用できます。

次の表に、オブジェクト固有の権限を示します。管理者、ローカル管理者、ヘルプ デスク管理者、インベントリ管理

者の定義済みロールには、次の権限が含まれます。

表 8-8. オブジェクト固有の権限

権限 権限セット ユーザーが可能な操作 オブジェクト

ファームおよびデスク

トップ プールを有効

にする

MACHINE_VIEW

POOL_ENABLE

POOL_VIEW

GLOBAL_ADMIN_SDK_INTERACTIVE

GLOBAL_ADMIN_UI_INTERACTIVE

デスクトップ プールを有効または

無効にする。

デスクトップ プール、ア

プリケーション プール、

ファーム

デスクトップおよびア

プリケーション プー

ルに資格を割り当てる

MACHINE_VIEW

POOL_ENTITLE

POOL_VIEW

GLOBAL_ADMIN_SDK_INTERACTIVE

GLOBAL_ADMIN_UI_INTERACTIVE

ユーザーの資格を追加または削除す

る。

デスクトップ プール、ア

プリケーション プール
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表 8-8. オブジェクト固有の権限 （続き）

権限 権限セット ユーザーが可能な操作 オブジェクト

クラウド ポッド アー

キテクチャを管理

FEDERATED_LDAP_VIEW

FEDERATED_LDAP_MANAGE

MACHINE_VIEW

POOL_VIEW

GLOBAL_ADMIN_SDK_INTERACTIVE

GLOBAL_ADMIN_UI_INTERACTIVE

グローバル資格、サイト、ホーム サ
イト、ポッドなど、クラウド ポッド 

アーキテクチャ 環境の構成を管理

を行います。

クラウド ポッド アーキテクチャ 構
成を管理するには、管理者がルート 

フェデレーション アクセス グルー

プに対してこの権限を持っている必

要があります。

デスクトップ プール、ア

プリケーション プール、

ファーム、マシン、グロー

バル資格

[グローバル セッショ

ンを管理]
FEDERATED_SESSIONS_MANAGE

FEDERATED_SESSIONS_VIEW

GLOBAL_ADMIN_SDK_INTERACTIVE

GLOBAL_ADMIN_UI_INTERACTIVE

クラウド ポッド アーキテクチャ 環
境でグローバル セッションを管理

します。

グローバル セッション

自動化されたデスクト

ップとファームでのメ

ンテナンス操作を管理

MACHINE_VIEW

POOL_SVI_IMAGE_MANAGEMENT

POOL_VIEW

GLOBAL_ADMIN_SDK_INTERACTIVE

GLOBAL_ADMIN_UI_INTERACTIVE

デスクトップ プールとファームの

イメージのプッシュ、メンテナンス

のスケジューリング、デフォルト イ
メージの変更を行います。

デスクトップ プール、フ

ァーム

マシンを管理 MACHINE_MANAGE_OFFLINE_SESSIO
N

MACHINE_MANAGE_VDI_SESSION

MACHINE_MANAGEMENT

MACHINE_REBOOT

MACHINE_VIEW

MANAGE_REMOTE_PROCESS

POOL_VIEW

REMOTE_ASSISTANCE

GLOBAL_ADMIN_SDK_INTERACTIVE

GLOBAL_ADMIN_UI_INTERACTIVE

すべてのマシンおよびセッション関

連の操作を実行します。

マシン

マシン エイリアスと

ユーザー割り当てを管

理

GLOBAL_ADMIN_SDK_INTERACTIVE

GLOBAL_ADMIN_UI_INTERACTIVE

MACHINE_USER_MANAGEMENT

MACHINE_VIEW

POOL_VIEW

マシンへのユーザーの割り当てと割

り当て解除、マシン エイリアスの更

新を行います。

マシン

マシンのメンテナンス

を管理

GLOBAL_ADMIN_SDK_INTERACTIVE

GLOBAL_ADMIN_UI_INTERACTIVE

MACHINE_MAINTENANCE

MACHINE_VIEW

POOL_VIEW

マシンをメンテナンス モードに切

り替えたり、マシンのメンテナンス 

モードを終了します。

マシン
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表 8-8. オブジェクト固有の権限 （続き）

権限 権限セット ユーザーが可能な操作 オブジェクト

ファーム、デスクトッ

プおよびアプリケーシ

ョン プールを管理

MACHINE_VIEW

POOL_ENABLE

POOL_ENTITLE

POOL_MANAGEMENT

POOL_SVI_IMAGE_MANAGEMENT

POOL_VIEW

VC_CONFIG_VIEW

GLOBAL_ADMIN_SDK_INTERACTIVE

GLOBAL_ADMIN_UI_INTERACTIVE

ファームを追加、変更、削除します。

デスクトップおよびアプリケーショ

ン プールの追加、変更、削除、資格

割り当てを行います。マシンを追加

および削除します。

デスクトップ プール、ア

プリケーション プール、

ファーム

セッションを管理 MACHINE_MANAGE_VDI_SESSION

MACHINE_VIEW

POOL_VIEW

GLOBAL_ADMIN_SDK_INTERACTIVE

GLOBAL_ADMIN_UI_INTERACTIVE

セッションを切断してログオフし、

ユーザーにメッセージを送信しま

す。

セッション

再起動操作を管理 MACHINE_REBOOT

MACHINE_VIEW

POOL_VIEW

GLOBAL_ADMIN_SDK_INTERACTIVE

GLOBAL_ADMIN_UI_INTERACTIVE

仮想マシンをリセットしたり、仮想

デスクトップを再起動したりしま

す。

マシン

ヘルプ デスクを管理

（読み取り専用）

FEDERATED_LDAP_VIEW

FEDERATED_SESSIONS_VIEW

FOLDER_VIEW

GLOBAL_ADMIN_SDK_INTERACTIVE

GLOBAL_ADMIN_UI_INTERACTIVE

GLOBAL_CONFIG_VIEW

HELPDESK_ADMINISTRATOR_VIEW

MACHINE_VIEW

POOL_VIEW

管理者、ロール、クラウド ポッド ア
ーキテクチャ 構成を除き、Horizon 
Help Desk Tool、グローバル設定、

グローバル ポリシーへの読み取り

専用アクセス。

デスクトップ プール、ア

プリケーション プール、

ファーム、マシン、セッシ

ョン、グローバル資格、グ

ローバル セッション

リモートのプロセスと

アプリケーションを管

理

MACHINE_VIEW

MANAGE_REMOTE_PROCESS

POOL_VIEW

GLOBAL_ADMIN_SDK_INTERACTIVE

GLOBAL_ADMIN_UI_INTERACTIVE

リモート デスクトップのリモート 

プロセスとアプリケーションを管理

します。

マシン

リモート アシスタン

ス

MACHINE_VIEW

POOL_VIEW

REMOTE_ASSISTANCE

GLOBAL_ADMIN_SDK_INTERACTIVE

GLOBAL_ADMIN_UI_INTERACTIVE

リモート デスクトップのリモート 

アシスタンス。

マシン

権限範囲

管理者権限は範囲で制限できます。
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範囲 説明

グローバル この範囲を持つ権限には、次の特性があります。

n アクセス グループには適用できません。

n クラウド ポッド アーキテクチャ 環境内のフェデレーション アクセ

ス グループには適用できません。

n ローカル ポッド クラスタの一部のみ。

n ローカル ポッド クラスタに適用可能なグローバル設定に関連しま

す。

フェデレーション グループ この範囲の権限は、クラウド ポッド アーキテクチャ 環境内のフェデレー

ション アクセス グループに適用できます。

アクセス グループ、フェデレーション グループ この範囲の権限は、アクセス グループに適用されます。クラウド ポッド 

アーキテクチャ 環境ではフェデレーション アクセス グループに適用さ

れます。

ローカル ポッド この範囲の権限は、アクセス グループに適用されます。これにはグロー

バル権限が含まれます。

すべて この範囲の権限は、アクセス グループに適用されます。クラウド ポッド 

アーキテクチャ 環境ではフェデレーション アクセス グループに適用さ

れます。これにはグローバル権限が含まれます。

内部権限

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

することはできません。

次の表で、内部権限について説明し、各権限を含む定義済みのロールを示します。

表 8-9. 内部権限

権限 説明 定義済みロール

ローカル（読み取り専用） インベントリ オブジェクト、グローバル設定、グロー

バル ポリシーへの読み取り専用アクセス権を付与しま

す。

管理者、管理者（読み取り専用）、ローカル管理者、ロー

カル管理者（読み取り専用）

フル（読み取り専用） すべての設定への読み取り専用アクセス権を付与しま

す。

管理者、管理者（読み取り専用）

Manage Inventory 
(Read only)（インベント

リの管理（読み取り専用））

インベントリ オブジェクトへの読み取り専用アクセス

権を付与します。

管理者、管理者（読み取り専用）、インベントリ管理者、

インベントリ管理者（読み取り専用）、ローカル管理者、

ローカル管理者（読み取り専用）

Manage Global 
Configuration and 
Policies (Read only)（グ

ローバル構成とポリシーの

管理（読み取り専用））

設定およびグローバル ポリシー（管理者とロールを除

く）への読み取り専用アクセス権を付与します。

管理者、管理者（読み取り専用）、ヘルプ デスク管理者、

ヘルプ デスク管理者（読み取り専用）、ローカル管理者、

ローカル管理者（読み取り専用）

フル クローンとインスタント クローンの管理に必要な vCenter 
Server の最小権限

フル クローンとインスタント クローンを管理するには、特定の vCenter Server 権限が必要です。
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Horizon 管理者は、vCenter Server にカスタム ロールを作成し、フル クローンを管理するために次の権限を選択

する必要があります。次の表に、vCenter Server で基本的な操作を行うために必要な vCenter Server の最小権

限を示します。

表 8-10. フル クローン権限

タスク フル クローンの vCenter Server の権限グループ

n フォルダの作成

n フォルダの削除

フォルダ

割り当て領域 データストア

n 構成

n デバイスの追加または削除

n 詳細

n デバイス設定の変更

n 相互作用

n パワーオフ

n パワーオン

n リセット

n サスペンド

n ワイプまたは圧縮操作の実行

n インベントリ

n 新規作成

n 既存から作成

n 削除

n プロビジョニング

n カスタマイズ

n テンプレートのデプロイ

n カスタマイズ仕様の読み取り

n テンプレートのクローン作成

n 仮想マシンのクローン作成

仮想マシン

仮想マシンのリソース プールへの割り当て リソース

vCenter Server として機能（View Storage Accelerator を使

用しない場合でも必要）

グローバル

（すべて - Virtual SAN データストアまたは Virtual Volumes を
使用している場合）

プロファイル駆動型ストレージ

View Storage Accelerator を実装して ESXi ホストのキャッシ

ュを有効する：詳細設定の構成。

[ホスト]

表 8-11. インスタント クローンの権限

タスク インスタント クローンの vCenter Server の権限グループ

n フォルダの作成

n フォルダの削除

フォルダ

n 割り当て領域

n データストアの参照

データストア
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表 8-11. インスタント クローンの権限 （続き）

タスク インスタント クローンの vCenter Server の権限グループ

n 構成

n デバイスの追加または削除

n 詳細

n デバイス設定の変更

n CPU カウントの変更

n メモリの変更

n 設定の変更

n リソースの変更

n ホストの USB デバイスの構成

n Raw デバイスの構成

n 管理者の構成

n 接続設定の表示

n 仮想ディスクの拡張

n フォルト トレランスの互換性のクエリ

n 不明なファイルのクエリ

n パスからの再ロード

n ディスクの削除

n 名前変更

n ゲスト情報のリセット

n 注釈の設定

n ディスク変更の追跡の切り替え

n フォークの親の切り替え

n 仮想マシンの互換性のアップグレード

n 相互作用

n パワーオフ

n パワーオン

n リセット

n サスペンド

n ワイプまたは圧縮操作の実行

n デバイスの接続

n インベントリ

n 新規作成

n 既存から作成

n 削除

n 移動

n 登録

n 登録解除

n スナップショット管理

n スナップショットの作成

n スナップショットの削除

n スナップショット名の変更

n スナップショットまで戻る

n プロビジョニング

n カスタマイズ

仮想マシン
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表 8-11. インスタント クローンの権限 （続き）

タスク インスタント クローンの vCenter Server の権限グループ

n テンプレートのデプロイ

n カスタマイズ仕様の読み取り

n テンプレートのクローン作成

n 仮想マシンのクローン作成

n ディスク アクセスを許可

仮想マシンのリソース プールへの割り当て リソース

n vCenter Server として機能

n メソッドを有効にする

n メソッドを無効にする

n カスタム属性の管理

n カスタム属性の設定

グローバル

n インベントリ：クラスタの変更

n View Storage Accelerator の実装：詳細設定の構成

[ホスト]

割り当てる [ネットワーク]

（すべて - Virtual SAN データストアまたは Virtual Volumes を
使用している場合）

プロファイル駆動型ストレージ

インスタント クローンでの vTPM の使用：

n クローン作成

n 復号化

n 直接アクセス

n 暗号化

n KMS の管理

n 移行

n ホストの登録

暗号化操作

一般的なタスクに必要な権限

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

対するアクセス権に加えて、ルート アクセス グループに対する権限または クラウド ポッド アーキテクチャ 環境の

フェデレーション ルート アクセス グループに対する権限が必要になります。

プール管理のための権限

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

次の表に、一般的なプール管理タスクの一覧と、各タスクを実行するために必要となる権限を示します。
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表 8-12. プール管理タスクと権限

タスク 必要な権限

ファーム、デスクトップ、またはアプリケーション プールを有効または

無効にする。

ファーム、デスクトップおよびアプリケーション プールを有効にする

プールに対する資格をユーザーに付与する、または資格を取り消す。 デスクトップおよびアプリケーション プールに資格を割り当てる

プールを追加する。 ファーム、デスクトップおよびアプリケーション プールを管理

注：   管理対象外のデスクトップ プールを追加する場合は適用されませ

ん。管理者は、このタスクを実行するためのグローバル設定およびポリ

シー管理者 (読み取り専用) ロールを持っている必要があります。

プールを変更または削除する。 ファーム、デスクトップおよびアプリケーション プールを管理

注：   管理対象外のデスクトップ プールを削除する場合は適用されませ

ん。管理者は、このタスクを実行するためのグローバル設定およびポリ

シー管理者 (読み取り専用) ロールを持っている必要があります。

プールにデスクトップを追加またはプールからデスクトップを削除す

る。

ファーム、デスクトップおよびアプリケーション プールを管理

注：   デスクトップ プールで管理対象外の仮想デスクトップを追加また

は削除する場合は適用されません。管理者は、このタスクを実行するた

めのグローバル設定およびポリシー管理者 (読み取り専用) ロールを持

っている必要があります。

デスクトップ プールとファームのイメージのプッシュ、メンテナンスの

スケジューリング、デフォルト イメージの変更を行います。

自動化されたデスクトップとファームでのメンテナンス操作を管理と 

[vCenter Server 構成の管理（読み取り専用）]。

アクセス グループを変更する。 ソースおよびターゲット アクセス グループでの [ファーム、デスクトッ

プおよびアプリケーション プールを管理]。

マシン管理のための権限

管理者が Horizon Console でマシンを管理するためには、特定の権限が必要です。

次の表に、一般的なマシン管理タスクの一覧と、各タスクを実行するために必要な権限を示します。

表 8-13. マシン管理タスクと権限

タスク 必要な権限

仮想マシンを削除する。 マシンを管理 または [ファーム、デスクトップおよびアプリケーション プー

ルを管理]

注：   デスクトップ プールまたはファームから管理対象外のデスクトップま

たは RDS ホストを削除する場合は適用されません。管理者は、このタスク

を実行するためのグローバル設定およびポリシー管理者 (読み取り専用) ロ
ールを持っている必要があります。

仮想マシンをリセットする。 再起動操作を管理

仮想デスクトップを再起動する。 再起動操作を管理

マシン エイリアスの更新、ユーザー所有権を割り当てるか、削除

する。

マシン エイリアスとユーザー割り当てを管理
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表 8-13. マシン管理タスクと権限 （続き）

タスク 必要な権限

メンテナンス モードに切り替えるか、メンテナンス モードを終了

する。

マシンのメンテナンスを管理

セッションから切断またはログオフする。 セッションを管理

ユーザーと管理者の管理のための権限

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

次の表に、一般的なユーザーと管理者の管理タスクの一覧と、各タスクの実行に必要な権限を示します。ユーザーの

管理は Horizon Console の [ユーザーとグループ] ページで行います。管理者の管理は Horizon Console の [グ
ローバル管理者ビュー] ページで行います。

表 8-14. ユーザーと管理者の管理タスクと権限

タスク 必要な権限

全般的なユーザー情報を更新する。 グローバル構成とポリシーを管理

管理者ユーザーまたはグループを追加する。 ロールと権限を管理

管理者の権限を追加、変更または削除する。 ロールと権限を管理

管理者ロールを追加、修正または削除する。 ロールと権限を管理

リモート アクセスと非認証アクセスを管理するための権限とロール

[ユーザーとグループ] ページの [リモート アクセス] タブと [非認証アクセス] タブにアクセスするには、管理者にグ

ローバル構成およびポリシー管理者（読み取り専用）ロールが必要です。これらのタブで操作を行うには、管理者に

グローバル構成およびポリシー管理者ロールか、少なくともグローバル構成とポリシーを管理権限が必要です。

クラウド ポッド アーキテクチャ 機能が有効になっている場合、[非認証アクセス] タブで操作を行うには、管理者に

ルート フェデレーション アクセス グループに対するクラウド ポッド アーキテクチャの管理権限が必要です。

クラウド ポッド アーキテクチャ 環境を管理するための権限

管理者が Horizon Console または lmvutil コマンドで クラウド ポッド アーキテクチャ 環境を管理するには、

ルート フェデレーション アクセス グループに対してクラウド ポッド アーキテクチャを管理権限が必要になりま

す。

グローバル資格を追加するには、管理者が、任意のフェデレーション アクセス グループに対して「クラウド ポッド 

アーキテクチャの管理」権限を持っている必要があります。グローバル資格データを変更したり、グローバル資格を

削除したりするには、管理者が、グローバル資格のフェデレーション アクセス グループに対して「クラウド ポッド 

アーキテクチャの管理」権限を持っている必要があります。管理者がカスタム アクセス グループに対して「クラウ

ド ポッド アーキテクチャの管理」権限を持っている場合、インベントリ権限によってカスタム アクセス グループに

付与された可視性により、表示されるローカル プールと追加可能なローカル プールが決まります。

詳細については、Horizon でのクラウド ポッド アーキテクチャの管理を参照してください。
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アクセス グループとフェデレーション アクセス グループの管理権限

Horizon Console でアクセス グループを追加および削除するには、管理者が root アクセス グループに対してアク

セス グループの管理権限を持っている必要があります。クラウド ポッド アーキテクチャ 環境では、管理者が 

Horizon Console でフェデレーション アクセス グループの追加と削除を行うには、アクセス グループを管理権限

を持っている必要があります。カスタム アクセス グループに対する権限が付与されている場合、[管理者] ページへ

の読み取り専用アクセスのみが許可されます。

セッションとグローバル セッションの管理権限

Horizon Console でセッションとグローバル セッションを表示するには、特定の権限が必要です。

次の表に、セッションのタイプごとに必要な権限を示します。

セッションのタイプ セッションの説明 必要な権限

SA クラウド ポッド アーキテクチャ 環境のポッド フェ

デレーションで使用されていないリソースにホスト

されているセッション。

デスクトップ プールまたはファームのアクセス 

グループに対して「アクセス グループ」、「ロー

カル ポッド」、または「すべて」の範囲を持つす

べての権限。

SB ローカル ポッド クラスタ リソースにホストされて

いるが、クラウド ポッド アーキテクチャ 環境のポ

ッド フェデレーションから提供されていないセッシ

ョン。

デスクトップ プールまたはファームのアクセス 

グループに対して「アクセス グループ」、「ロー

カル ポッド」、または「すべて」の範囲を持つす

べての権限。または、グローバル資格のアクセス 

グループに対する [グローバル セッションを管

理] または [ヘルプ デスクを管理 (読み取り専

用)]。

SC リモート ポッド クラスタ リソースにホストされて

いるが、クラウド ポッド アーキテクチャ 環境のポ

ッド フェデレーションから提供されていないセッシ

ョン。

グローバル資格のアクセス グループに対する 

[グローバル セッションを管理] または [ヘルプ 

デスクを管理（読み取り専用）]。

Horizon Console で、SA および SB タイプのセッションは、[セッションを検索] 以外のセッション ページに表示

されます。次の表に、これらのページでセッションを管理するために必要な権限を示します。

操作 必要な権限

メッセージ送信 デスクトップ プールまたはファームのアクセス グループに対する [セッ

ションを管理]。

切断 デスクトップ プールまたはファームのアクセス グループに対する [セッ

ションを管理]。

ログオフ デスクトップ プールまたはファームのアクセス グループに対する [セッ

ションを管理]。

デスクトップの再起動 デスクトップ プールまたはファームのアクセス グループに対する [再起

動操作を管理]。

仮想マシンのリセット デスクトップ プールまたはファームのアクセス グループに対する [再起

動操作を管理]。

Horizon Console の [セッションを検索] ページには、すべてのタイプのセッションが表示されます。次の表に、こ

れらのセッションの管理に必要な権限を示します。
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セッションのタイプ 操作 必要な権限

SA メッセージ送信、切断、ログオフ デスクトップ プールまたはファームのアクセス 

グループに対する [セッションを管理]。

SA デスクトップの再起動、仮想マシンのリセット デスクトップ プールまたはファームのアクセス 

グループに対する [再起動操作を管理]。

SB メッセージ送信、切断、ログオフ セッションのグローバル資格のフェデレーショ

ン アクセス グループに対する[グローバル セッ

ションを管理]、またはデスクトップ プールまた

はファームのアクセス グループに対する [セッ

ションを管理]。

SB デスクトップの再起動、仮想マシンのリセット セッションのグローバル資格のフェデレーショ

ン アクセス グループに対する[グローバル セッ

ションを管理]、またはデスクトップ プールまた

はファームのアクセス グループに対する [再起

動操作を管理]。

SC 任意の操作 セッションのグローバル資格のフェデレーショ

ン アクセス グループに対する [グローバル セ
ッションを管理]。

Horizon Help Desk Tool タスクの権限

Horizon Help Desk Tool の管理者には、Horizon Console でトラブルシューティング タスクを実行するため、

特定の権限が必要です。

次の表に、Horizon Help Desk Tool の管理者が実行できる一般的なタスクと、各タスクの実行に必要な権限を示

します。

注：   Horizon Help Desk Tool は、管理の委任に基づいてフェデレーション アクセス グループをサポートします

が、アクセス グループベースの管理の委任はサポートしていません。Horizon Help Desk Tool にアクセスするに

は、ルート アクセス グループと任意のフェデレーション アクセス グループに対してヘルプ デスクの管理（読み取

り専用）権限が必要です。

表 8-15. Horizon Help Desk Tool タスクと権限

タスク 必要な権限

Horizon Help Desk Tool に対する読み取り専用アクセス。 ルート アクセス グループに対する[ヘルプ デスクの管理（読み取り専

用）]。

グローバル セッションを管理します。 [グローバル セッションの管理] は、グローバル セッションが存在する

グローバル資格のフェデレーション アクセス グループに必要です。

Horizon Console にログインできます。 [コンソール操作]

注：   新しいロールに [コンソール操作] が自動的に追加されます。この

権限は、Horizon Console のグローバル権限のリストに表示されませ

ん。

ローカル ポッド クラスタのデスクトップ プールまたはアプリケーショ

ン プールから提供されるセッションで、すべてのマシンおよびセッショ

ン関連のコマンドを実行します。

ルート アクセス グループに対する [マシンを管理]。
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表 8-15. Horizon Help Desk Tool タスクと権限 （続き）

タスク 必要な権限

ローカル ポッド クラスタのデスクトップ プールまたはアプリケーショ

ン プールから提供されるセッションでのメッセージ送信、切断、ログオ

フ。

ルート アクセス グループに対する [セッションを管理]。

グローバル セッションでのメッセージ送信、切断、ログオフ操作。 [グローバル セッションを管理] は、グローバル セッションが存在する

グローバル資格のフェデレーション アクセス グループに必要です。セ

ッションがローカル ポッド クラスタのデスクトップ プールまたはファ

ームでホストされている場合、そのセッションがグローバル資格によっ

て提供されていても、管理者にルート アクセス グループに対して [セッ

ションを管理] 権限があれば、操作は許可されます。

グローバル セッションの再起動とリセット操作。 [グローバル セッションを管理] は、グローバル セッションが存在する

グローバル資格のフェデレーション アクセス グループに必要です。セ

ッションがローカル ポッド クラスタのデスクトップ プールまたはファ

ームでホストされている場合、そのセッションがグローバル資格によっ

て提供されていても、管理者にルート アクセス グループに対して [再起

動操作を管理] 権限があれば、操作は許可されます。

ローカル セッションのリセットと再起動操作。 ルート アクセス グループに対する [再起動操作を管理]。

リモート アシスタンス操作。 ルート アクセス グループに対する [リモート アシスタンス]。

リモートのプロセスとアプリケーションを終了します。 ルート アクセス グループに対する [リモートのプロセスとアプリケー

ションを管理]。

Horizon Help Desk Tool で、すべてのタスクを実行します。 ルート フェデレーション アクセス グループに対する [グローバル セッ

ションを管理]。ローカル ポッドがポッド フェデレーションの一部で

はない場合、管理者はルート アクセス グループに対して [グローバル 

セッションの管理] 権限を持っている必要があります。また、管理者は

ルート アクセス グループに対して [再起動操作を管理]、[セッションを

管理]、[リモート アシスタンス]、[リモートのプロセスとアプリケーシ

ョンを管理] が必要です。

リモート アシスタンス操作とリモートのプロセスとアプリケーション

の終了。

[ヘルプデスクを管理（読み取り専用）]、[リモート アシスタンス]、[リ
モートのプロセスとアプリケーションを管理]

一般的な管理タスクと管理コマンドのための権限とロール

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

はロールが必要です。

次の表に、一般的な管理タスクやコマンド ライン ユーティリティを実行するために必要な権限とロールを示します。

表 8-16. 一般的な管理タスクと管理コマンドのための権限とロール

タスク 必要な権限またはロール

アクセス グループまたはフェデレーション アクセス グループを追加ま

たは削除する

アクセス グループを管理

物理システム、スタンドアローン仮想マシン、RDS ホストなどの管理

対象外のマシンに Horizon Agent をインストールする

エージェントを登録

Horizon Agent で設定（管理者向けを除く）を表示または修正する グローバル構成とポリシーを管理
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表 8-16. 一般的な管理タスクと管理コマンドのための権限とロール （続き）

タスク 必要な権限またはロール

すべての PowerShell コマンドやコマンド ライン ユーティリティ

（vdmadmin および vdmimport 以外）を実行する。

直接操作

注：   新しいロールには、直接操作権限が自動的に追加されます。この

権限は Horizon Console の権限のリストに表示されません。

vdmadmin および vdmimport コマンドを使用する ルート アクセス グループに対する管理者ロールが必要。

vdmexport コマンドを使用する ルート アクセス グループに対する管理者ロールまたは管理者（読み取

り専用）ロールが必要。

vCenter Server 構成へのアクセスは読み取り専用になります。 [vCenter Server 構成の管理（読み取り専用）]

管理者ユーザーおよびグループに関するベスト プラクティス

VMware Horizon 環境のセキュリティと管理性を高めるために、管理者ユーザーおよびグループを管理するときの

ベスト プラクティスに従うようにしてください。

n Active Directory に新しいユーザー グループを作成して、作成したグループに管理者ロールを割り当てます。

VMware Horizon 権限を持つ必要のない、または持つべきではないユーザーが含まれる可能性があるため、

Windows のビルトイン グループやその他の既存グループは使用しないようにします。

n VMware Horizon 管理権限を持つユーザーの数は最小限にします。

n 管理者ロールにはすべての権限が含まれるため、日常的な管理に管理者ロールを使用しないでください。

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

前の使用を避けます。

n アクセス グループを作成して、機密情報を扱うデスクトップとファームを分離します。それらのアクセス グル

ープの管理を限られたユーザーに委任します。

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

n フェデレーション アクセス グループを作成して、機密グローバル資格を分離します。それらのフェデレーショ

ン アクセス グループの管理を限られたユーザーに委任します。
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Horizon コンポーネントのグループ 
ポリシーの設定 9
グループ ポリシー設定を使用して、特定の Horizon コンポーネントの動作を構成できます。

Horizon ADMX テンプレート ファイルのインストールとグループ ポリシー設定の編集に関する一般的な情報につ

いては、Horizon でのリモート デスクトップ機能の構成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 VMware View Server 構成 ADMX テンプレートの設定

n VMware View の一般的な構成 ADMX テンプレートの設定

VMware View Server 構成 ADMX テンプレートの設定

VMware View Server の構成 ADMX (vdm_server.admx) テンプレート ファイルには、すべての 

Connection Server に関連するポリシー設定が含まれます。

次の表に、VMware View Server Connection Server の構成 ADMX テンプレート ファイルの各ポリシー設定

を示します。このテンプレートには、コンピュータの設定のみが含まれます。グループ ポリシー管理エディタで [コ
ンピュータの構成] - [ポリシー] - [管理用テンプレート] - [VMware View Server の構成] フォルダの順に移動す

ると、これらの設定を確認できます。
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表 9-1. VMware View Server 構成テンプレートの設定

設定 プロパティ

Enumerate Forest Trust Child Domains サーバが含まれるドメインによって信頼されるドメインをすべて列挙するかどうかを指

定します。完全な信頼チェーンを確立するために、信頼される側の各ドメインによって

信頼されるドメインも列挙され、信頼されるすべてのドメインが検索されるまでプロセ

スが再帰的に続行します。クライアントがログイン時に信頼されるすべてのドメインを

使用できるように、この情報は Connection Server に渡されます。

デフォルトでは、このプロパティは有効になっています。無効にすると、直接信頼され

るドメインのみが列挙され、リモート ドメイン コントローラには接続されません。

注：   ドメイン関係が複雑な環境（フォレスト内のドメイン間で信頼を持つ複数のフォ

レスト構造を使用する環境など）では、このプロセスが完了するまでに数分かかる場合

があります。

Recursive Enumeration of Trusted 
Domains

サーバが存在するドメインによって信頼されるドメインをすべて列挙するかどうかを指

定します。完全な信頼チェーンを確立するために、信頼される側の各ドメインによって

信頼されるドメインも列挙され、信頼されるすべてのドメインが検索されるまでプロセ

スが再帰的に続行します。クライアントがログイン時に信頼されるすべてのドメインを

使用できるように、この情報は Connection Server に渡されます。

デフォルトでは、この設定は有効になっています。無効にすると、直接信頼されるドメ

インのみが列挙され、リモート ドメイン コントローラには接続されません。

ドメイン関係が複雑な環境（フォレスト内のドメイン間で信頼を持つ複数のフォレスト

構造を使用する環境など）では、このプロセスが完了するまでに数分かかる場合があり

ます。

Windows Password Authentication Mode Windows パスワード認証のモードを選択します。

n KerberosOnly にあります。Kerberos で認証を行います。

n KerberosWithFallbackToNTLM にあります。Kerberos で認証を行いま

すが、失敗した場合には NTLM にフォールバックします。

n Legacy にあります。NTLM で認証を行いますが、失敗した場合には Kerberos 

にフォールバックします。レガシー NT ドメイン コントローラのサポートに使用

されます。

デフォルトは、KerberosOnly です。

VMware View の一般的な構成 ADMX テンプレートの設定

VMware View の一般的な構成 ADMX (vdm_common.admx) テンプレート ファイルには、すべての Horizon 

コンポーネントに共通のポリシー設定が含まれます。これらのテンプレートには、コンピュータの設定のみが含まれ

ます。

ログ設定

次の表に、VMware View の一般的な構成 ADMX テンプレート ファイル内のログ構成ポリシー設定を示します。

グループ ポリシー管理エディタで [コンピュータの構成] - [ポリシー] - [管理用テンプレート] - [VMware View 
の一般的な構成] - [ログ設定] フォルダの順に移動すると、これらの設定を確認できます。
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表 9-2. VMware View の一般的な構成テンプレート：ログ設定

設定 プロパティ

Log Directory ログ ファイルのディレクトリの完全パスを指定します。この場所が書き込み可能でな

い場合、デフォルトの場所が使用されます。クライアント ログ ファイルの場合は、クラ

イアント名で追加のディレクトリが作成されます。

Maximum debug log size in Megabytes デバッグ ログの最大サイズをメガバイト単位で指定します。このサイズに達すると、デ

バッグ ログ ファイルが閉じられ、新しいログ ファイルが作成されます。

Maximum number of debug logs システムで保持するデバッグ ログ ファイルの最大数を指定します。ログ ファイルが最

大サイズに達すると、新しいエントリは追加されず、新しいログ ファイルが作成されま

す。以前のログ ファイル数がこの値に達すると、最も古いログ ファイルが削除されま

す。

Number of days to keep production 
logs

ログ ファイルをシステムに保持する日数を指定します。値が設定されていない場合、デ

フォルト値が適用され、ログ ファイルは 7 日間保持されます。

Send logs to a Syslog server Horizon Server のログを、VMware vCenter Log Insight などの Syslog サーバ

に送信できます。ログは、この GPO が構成されている OU またはドメイン内のすべて

の Horizon Server から送信されます。

デスクトップを含む OU にリンクされている GPO でこの設定を有効にすることで、

Horizon Agent のログを Syslog サーバに送信できます。

Syslog サーバにログ データを送信するには、この設定を有効にして、ログ レベルおよ

びサーバの完全修飾ドメイン名 (FQDN) または ID アドレスを指定します。デフォル

トのポート 514 を使用しない場合は代替ポートを指定できます。縦棒 (|) で仕様内の各

要素を区切ります。次の構文を使用します:

Log Level|Server FQDN or IP [|Port number(514 default)]
例：Debug|192.0.2.2

重要：   Syslog データは、ソフトウェアベースの暗号化なしにネットワーク経由で送

信されます。Horizon Server のログには機密データが含まれていることがあるため、

Syslog データを安全でないネットワーク上で送信しないようにします。可能であれ

ば、IPsec などのリンク レイヤ セキュリティを使用して、こうしたデータがネットワ

ーク上で監視されることを防ぎます。

パフォーマンス アラーム設定

表 9-3. VMware View の一般的な構成テンプレート：パフォーマンス アラーム設定 で、VMware View の一般

的な構成 ADMX テンプレート ファイル内のパフォーマンス アラーム設定について説明します。グループ ポリシー

管理エディタで [コンピュータの構成] - [ポリシー] - [管理用テンプレート] - [VMware View の一般的な構成] - 
[パフォーマンス アラーム] フォルダの順に移動すると、これらの設定を確認できます。

表 9-3. VMware View の一般的な構成テンプレート：パフォーマンス アラーム設定

設定 プロパティ

CPU and Memory Sampling Interval in 
Seconds

CPU およびメモリのポーリング間隔を指定します。サンプリング間隔を小さくする

と、ログへの出力レベルが高くなる可能性があります。

Overall CPU usage percentage to 
issue log info

システムの CPU 合計使用率をログに記録するしきい値を指定します。複数のプロセッ

サを使用できる場合、このパーセンテージは組み合わされた使用率を表します。
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表 9-3. VMware View の一般的な構成テンプレート：パフォーマンス アラーム設定 （続き）

設定 プロパティ

Overall memory usage percentage to 
issue log info

コミットされたシステム メモリの合計使用率をログに記録するしきい値を指定します。

コミットされたシステム メモリは、プロセッサによって割り当てられ、オペレーティン

グ システムが物理メモリまたはページファイルのページ スロットをコミットしたメモ

リです。

Process CPU usage percentage to 
issue log info

各プロセスの CPU 使用率がログに記録されるしきい値を指定します。

Process memory usage percentage to 
issue log info

各プロセスのメモリ使用率がログに記録されるしきい値を指定します。

Process to check, comma separated 
name list allowing wild cards and 
exclusion

調査する 1 つ以上のプロセス名に対応する、クエリのカンマ区切りのリストを指定しま

す。各クエリ内でワイルドカードを使用して、リストをフィルタ処理できます。

n アスタリスク（*）は 0 文字以上に一致します。

n 疑問符（?）は 1 文字に一致します。

n クエリの先頭の感嘆符（!）は、そのクエリによって生成されるすべての結果を除外

します。

たとえば、次のクエリは ws で始まるすべてのプロセスを選択し、sys で終わるすべて

のプロセスを除外します。

'! *sys,ws*'

注：   パフォーマンス アラーム設定は、Connection Server と Horizon Agent システムにのみ適用されます。

これらの設定は、Horizon Client システムに適用されません。

セキュリティ設定

表 9-4. VMware View の一般的な構成テンプレート：セキュリティ設定 で、VMware View の一般的な構成 

ADMX テンプレート ファイル内のセキュリティ設定について説明します。グループ ポリシー管理エディタで [コ
ンピュータの構成] - [ポリシー] - [管理用テンプレート] - [VMware View の一般的な構成] - [セキュリティ設定] 
フォルダの順に移動すると、これらの設定を確認できます。

表 9-4. VMware View の一般的な構成テンプレート：セキュリティ設定

設定 プロパティ

Only use cached revocation URLS 証明書の失効チェックは、キャッシュ内の URL にのみアクセスします。

未設定の場合、デフォルトは false になります。

Revocation URL check timeout milliseconds すべての失効 URL ワイヤ取得の累積的なタイムアウト（ミリ秒）。

未設定または値が 0 に設定されている場合、Microsoft のデフォルト

処理が使用されます。

Type of certificate revocation check 実行する証明書失効チェックのタイプを選択します。

n なし

n EndCertificateOnly

n WholeChain

n WholeChain

デフォルトは WholeChainButRoot です。
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全般設定

表 9-5. VMware View の一般的な構成テンプレート：全般設定 で、VMware View の一般的な構成 ADMX テン

プレート ファイル内の全般設定について説明します。グループ ポリシー管理エディタで [コンピュータの構成] - 
[ポリシー] - [管理用テンプレート] - [VMware View の一般的な構成] フォルダの順に移動すると、これらの設定

を確認できます。

表 9-5. VMware View の一般的な構成テンプレート：全般設定

設定 プロパティ

Configure dump count on program 
error

作成できるダンプ ファイルの数を制限します。[作成されるダンプ ファイルの最大数] 
に数値を設定します。この値は、プロセスと各ユーザーのプロセスごとに有効になりま

す。値を 0 に設定すると、ダンプ ファイルは作成されません。この設定を行わない場

合、ダンプ ファイルを生成するプロセスに応じて、作成可能なダンプ ファイルの数は 

128 または無制限になります。

Configure dump type on program error 作成可能なダンプ ファイルのサイズを指定します。有効な値は以下のとおりです。

n [フル]：フル ダンプを生成します。ダンプには、プロセスの完全なメモリが含まれ

ます。フル ダンプのサイズは相対的に大きくなります。

n [ミニ]：スタック トレースを生成して基本的なトラブルシューティング手順を実行

できるように十分な情報がダンプに含まれます。ダンプには完全なメモリが含まれ

ていないため、一部のオブジェクトまたはオブジェクト名に関する情報は抽出でき

ません。ダンプのサイズは相対的に小さくなります。

この設定を行わない場合、デフォルトでフル ダンプが生成されます。

Disk threshold for log and events in 
Megabytes

ログおよびイベント用のディスク空き領域の最小しきい値を指定します。値を指定しな

い場合、デフォルトは 200 です。指定した値に達すると、イベント ログの作成が停止

します。

Enable extended logging トレースおよびデバッグのイベントをログ ファイルに記録するかどうかを指定します。

Override the default View Windows 
event generation

次の値がサポートされています。

n 0 - View イベントに対してのみイベント ログ エントリが生成されます（ログ メ
ッセージのイベント ログ エントリは生成されません）。

n 1 - イベント ログ エントリが 4.5 以前の互換モードで生成されます。標準の 

View イベントにイベント ログ エントリは生成されません。イベント ログ エン

トリは、ログ ファイルのテキストにのみ基づいて生成されます。

n 2 - イベント ログ エントリが 4.5 以前の互換モードで生成されますが、View イ
ベントも追加されます。
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Horizon コンポーネントのメンテナン
ス 10
VMware Horizon コンポーネントが常に使用でき、実行し続けるように、さまざまなメンテナンス タスクを実行で

きます。

この章には、次のトピックが含まれています。

n VMware Horizon 構成データのバックアップと復元

n Horizon Connection Server の構成データのリストア

VMware Horizon 構成データのバックアップと復元

Horizon Console で自動バックアップをスケジュールリングするか実行して、VMware Horizon の構成データを

バックアップできます。VMware Horizon 構成をリストアするには、バックアップした Horizon LDAP ファイル

を手動でインポートします。

バックアップと復元機能を使用して、VMware Horizon 構成データを保持および移行できます。

Horizon Connection Server のデータのバックアップ

Connection Server の初期構成が完了したら、VMware Horizon の構成データの定期的なバックアップをスケジ

ューリングする必要があります。Horizon Console を使用すると、VMware Horizon のデータを保持できます。

VMware Horizon は、LDAP Connection Server の構成データを Horizon LDAP リポジトリに保存します。

Horizon Console を使用してバックアップを実行すると、VMware Horizon は Horizon LDAP 構成データをバ

ックアップします。Horizon LDAP データは暗号化された LDAP データ交換形式（LDIF）でエクスポートされま

す。Horizon LDAP の詳細については、Horizon アーキテクチャの計画の「Horizon LDAP」を参照してくださ

い。

バックアップは複数の方法で実行できます。

n 自動バックアップをスケジューリングするか、Horizon Console の [今すぐバックアップ] 機能を使用して、す

ぐにバックアップを開始します。VMware Horizon 構成バックアップのスケジュールを参照してください。

n vdmexport ユーティリティを使用して、手動で Horizon LDAP データをエクスポートします。このユーティ

リティは、Connection Server の各インスタンスで提供されます。
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vdmexport ユーティリティは、Horizon LDAP データを暗号化された LDIF データ、プレーン テキスト、

パスワードなどの秘密データが削除されたプレーン テキストとしてエクスポートできます。

注：   vdmexport ツールは Horizon LDAP データのみをバックアップします。このツールは Horizon 

Console データベース情報はバックアップしません。

vdmexport の詳細については、Horizon Connection Server からの構成データのエクスポートを参照して

ください。

次のガイドラインは、VMware Horizon 構成データのバックアップに適用されます。

n VMware Horizon は任意の Connection Server インスタンスから構成データをエクスポートできます。

n 複製されたグループに複数の Connection Server インスタンスがある場合は、1 つのインスタンスのデータを

エクスポートするだけで済みます。複製されたすべてのインスタンスに同じ構成データが含まれています。

n Connection Server の複製されたインスタンスを使用しているからといって、バックアップ メカニズムが機能

していると考えないでください。VMware Horizon が Connection Server の複製されたインスタンスのデ

ータの同期を実行するとき、1 つのインスタンスで何らかのデータが失われていると、グループのすべてのメン

バーでそのデータが失われる可能性があります。

VMware Horizon 構成バックアップのスケジュール

VMware Horizon 構成データを定期的にバックアップするようにスケジュールを設定できます。VMware 
Horizon は、Connection Server インスタンスが構成データを格納する Horizon LDAP リポジトリの内容をバ

ックアップします。

構成をすぐにバックアップするには、Connection Server インスタンスを選択し、[今すぐバックアップ] をクリッ

クします。

前提条件

バックアップ設定について理解しておきます。Horizon 構成バックアップの設定を参照してください。

手順

1 Horizon Console で、[設定] - [サーバ] の順に選択します。

2 [Connection Server] タブで、バックアップ対象の Connection Server インスタンスを選択して [今すぐバ

ックアップ] をクリックします。

3 [バックアップ] タブで、Horizon 構成バックアップ設定を指定して、バックアップの頻度、バックアップの最

大数、バックアップ ファイルのフォルダの場所を設定します。

4 （オプション） データ リカバリのパスワードを変更します。

a [データ リカバリのパスワードを変更] をクリックします。

b 新しいパスワードを 2 回入力します。

c （オプション） パスワードを忘れた場合のヒントを入力します。

d [OK] をクリックします。

5 [OK] をクリックします。
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Horizon 構成バックアップの設定

VMware Horizon では、Connection Server のデータを定期的にバックアップできます。Horizon Console 
で、バックアップ処理の頻度とその他の側面を設定できます。

表 10-1. Horizon 構成バックアップの設定

設定 説明

Automatic backup 
frequency（自動バックアップ

の頻度）

Every Hour（1 時間ごと）：1 時間ごとにバックアップを行います。

Every 6 Hours（6 時間ごと）：午前 0 時、午前 6 時、午後 0 時、午後 6 時にバックアップを行います。

Every 12 Hours（12 時間ごと）：午前 0 時と午後 0 時にバックアップを行います。

Every Day（毎日）：毎日午前 0 時にバックアップを行います。

Every 2 Days（2 日ごと）：土曜日、月曜日、水曜日、金曜日の午前 0 時にバックアップを行います。

Every Week（毎週）：毎週、土曜日の午前 0 時にバックアップを行います。

Every 2 Weeks（2 週ごと）：隔週の土曜日の午前 0 時にバックアップを行います。

Never（バックアップしない）：自動バックアップを行いません。

バックアップ時間 バックアップをスケジュールリングする時間。

バックアップ時間のオフセット スケジュールされたバックアップの時間のオフセット。

Max number of backups
（バックアップの最大数）

Connection Server インスタンスに格納できるバックアップ ファイル数です。この数には、0 より大きい整

数を指定する必要があります。

最大数に達すると、VMware Horizon は最も古いバックアップ ファイルを削除します。

この設定は、[今すぐバックアップ] を使用した場合に作成されるバックアップ ファイルにも適用されます。

フォルダの場所 Connection Server が実行されているコンピュータでバックアップ ファイルが保存されるデフォルトの場

所：C:\Programdata\VMWare\VDM\backups
[今すぐバックアップ] を使用した場合も、VMware Horizon ではこの場所にバックアップ ファイルを保存し

ます。

Horizon Connection Server からの構成データのエクスポート

Horizon LDAP リポジトリの内容をエクスポートして、Horizon Connection Server インスタンスの構成データ

をバックアップできます。

vdmexport コマンドを使用して、Horizon LDAP 構成データを暗号化された LDIF ファイルにエクスポートしま

す。vdmexport -v（逐語的）オプションを使用してデータをプレーン テキスト LDIF ファイルにエクスポートす

ることも、vdmexport -c（クレンジング）オプションを使用してデータをパスワードなどの秘密データが削除さ

れたプレーン テキストとしてエクスポートすることもできます。

任意の Connection Server インスタンスで vdmexport コマンドを実行できます。複製されたグループに複数の 

Connection Server インスタンスがある場合は、1 つのインスタンスのデータをエクスポートするだけで済みます。

複製されたすべてのインスタンスに同じ構成データが含まれています。

前提条件

n Connection Server とともにインストールされている vdmexport.exe コマンドの実行可能ファイルを次

のデフォルト パスで見つけます。

C:\Program Files\VMware\VMware View\Server\tools\bin
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n Administrators（管理者）または Administrators (Read Only)（管理者（読み取り専用））ロールのユーザ

ーとして Connection Server インスタンスにログインします。

手順

1 [スタート] - [コマンド プロンプト] を選択します。

2 コマンド プロンプトで vdmexport コマンドを入力し、出力をファイルにリダイレクトします。例：

vdmexport > Myexport.LDF

デフォルトでは、エクスポートされるデータは暗号化されています。

出力ファイル名を -f オプションの引数として指定できます。例：

vdmexport -f Myexport.LDF

-v オプションを使用することで、データをプレーン テキスト形式（逐語的）でエクスポートできます。例：

vdmexport -f Myexport.LDF -v

-c オプションを使用することで、データをパスワードなどの秘密データが削除されたプレーン テキスト形式（ク

レンジング データ）でエクスポートできます。例：

vdmexport -f Myexport.LDF -c

注：   Horizon LDAP 構成をリストアするためにクレンジング バックアップ データの使用は検討しないでくだ

さい。クレンジング構成データでは、パスワードなどの重要な情報が欠落しています。

結果

vdmexport コマンドの詳細については、LDAP 構成データのエクスポートを参照してください。

次のステップ

vdmimport コマンドを使用して、Connection Server の構成情報を復元または転送できます。

LDIF ファイルのインポートの詳細については、Horizon Connection Server の構成データのリストアを参照して

ください。

Horizon Connection Server の構成データのリストア

VMware Horizon によってバックアップされた Connection Server LDAP 構成ファイルを手動でリストアでき

ます。

構成データをリストアする前に、Horizon Console で構成データをバックアップしたことを確認します。Horizon 
Connection Server のデータのバックアップを参照してください。
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vdmimport ユーティリティを使用して、Connection Server データを LDIF バックアップ ファイルから 

Connection Server インスタンス内の Horizon LDAP リポジトリにインポートします。

注：   場合によっては、Connection Server インスタンスの現在のバージョンをインストールし、Connection 
Server の LDAP 構成ファイルをインポートして既存の VMware Horizon 構成を復元しなければならないことが

あります。既存の VMware Horizon 構成で 2 番目のデータセンターをセットアップするときなどは、ビジネス継

続性とディザスタ リカバリ (BC/DR) 計画の一環としてこの手順が必要になる場合があります。詳細については、

Horizon のインストールを参照してください。

Horizon Connection Server への構成データのインポート

LDIF ファイルに格納されているデータのバックアップ コピーをインポートして、Connection Server インスタン

スの構成データを復元できます。

vdmimport コマンドを使用して、LDIF ファイルのデータを Connection Server インスタンス内の Horizon 

LDAP リポジトリにインポートします。

Horizon Console またはデフォルトの vdmexport コマンドを使用して Horizon LDAP 構成をバックアップし

た場合、エクスポートされた LDIF ファイルは暗号化されています。LDIF ファイルの暗号化を解除してからでない

と、インポートできません。

エクスポートされた LDIF ファイルがプレーン テキスト形式の場合、ファイルの暗号化を解除する必要はありませ

ん。

注：   クレンジング形式の LDIF ファイルをインポートしないでください。この形式では、パスワードなどの秘密デ

ータが削除されたプレーン テキストになっています。インポートすると、復元された Horizon LDAP リポジトリか

ら重要な構成情報が失われます。

Horizon LDAP リポジトリのバックアップの詳細については、Horizon Connection Server のデータのバックア

ップを参照してください。

前提条件

n Connection Server とともにインストールされている vdmimport コマンドの実行可能ファイルを次のデフ

ォルト パス配下で探します。

C:\Program Files\VMware\VMware View\Server\tools\bin

n 管理者ロールのユーザーとして Connection Server インスタンスにログインします。

n データ リカバリ パスワードを知っていることを確認します。パスワード リマインダが構成されていた場合、パ

スワード オプションを付けずに vdmimport コマンドを実行することでリマインダを表示できます。

手順

1 Horizon Connection Server のすべてのインスタンスをアンインストールします。

VMware Horizon Connection Server と AD LDS Instance VMwareVDMDS の両方をアンインストー

ルします。

2 1 つの Connection Server インスタンスをインストールします。
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3 Windows サービスの VMware Horizon Connection Server を停止して、Connection Server インスタ

ンスを停止します。

4 [スタート] - [コマンド プロンプト] の順にクリックします。

5 LDIF ファイルの暗号化を解除します。

コマンド プロンプトで、vdmimport コマンドを入力します。-d オプション、-p オプションとデータ リカバ

リ パスワード、-f オプションと既存の暗号化された LDIF ファイルを指定し、次に暗号化を解除された LDIF 

ファイルの名前を指定します。例：

データ リカバリ パスワードを覚えていない場合は、-p オプションを使用せずにコマンドを入力します。ユーテ

ィリティでパスワード リマインダが表示され、パスワードを入力するように要求されます。

6 暗号化が解除された LDIF ファイルをインポートし、Horizon LDAP 構成をリストアします。

-f オプションと暗号化を解除された LDIF ファイルを指定します。例：

7 Connection Server をアンインストールします。

VMware Horizon Connection Server パッケージのみをアンインストールします。

8 Connection Server を再インストールします。

9 Horizon Console にログインして、構成が正しいかどうかを検証します。

10 レプリカ サーバ インスタンスを再インストールします。

結果

vdmimport コマンドは、Connection Server 内の Horizon LDAP リポジトリを LDIF ファイルの構成データ

で更新します。vdmimport コマンドの詳細については、Horizon のインストールを参照してください。

注：   リストアされる構成が、vCenter Server に認識される仮想マシンと一致することを確認します。
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キオスク モードのクライアントの設定 11
VMware Horizon からクライアントのデスクトップへのアクセス権を取得できる無人クライアントを設定できま

す。

キオスク モードのクライアントは、Horizon Client を実行して Connection Server インスタンスに接続し、セッ

ションを起動するシン クライアントまたはロックダウン PC です。エンド ユーザーは通常、ログインしなくてもク

ライアント デバイスにアクセスできますが、公開デスクトップの一部のアプリケーションではエンド ユーザーに認

証情報の入力を要求する場合があります。利用例には、医療データ入力ワークステーション、空港のチェックイン ス
テーション、顧客によるセルフサービス ポイント、公共の情報端末などがあります。

安全なトランザクションのための認証メカニズムをデスクトップ アプリケーションで実装し、物理ネットワークを改

ざんや傍受から保護し、信頼されたデバイスのみがネットワークに接続するようにする必要があります。

キオスク モードのクライアントは、リモート セッションへの USB デバイス自動リダイレクトやロケーションベー

スの印刷など、リモート アクセスのための標準機能をサポートします。

VMware Horizon では、フレキシブル認証機能を使用して、エンド ユーザーではなくキオスク モードのクライア

ント デバイスを認証します。MAC アドレスによって、または文字列「custom-」もしくは ADAM で定義した別

のプリフィックス文字列で始まるユーザー名によって身元を識別するクライアントを認証するように Connection 
Server インスタンスを構成できます。自動生成パスワードが付与されるようにクライアントを構成する場合は、デ

バイス上でパスワードを指定しなくても Horizon Client を実行できます。明示的パスワードを構成する場合は、こ

のパスワードを Horizon Client に対して指定する必要があります。Horizon Client は通常はスクリプトから実行

し、パスワードはスクリプトに平文で記述されるため、権限のないユーザーがスクリプトの内容を読めないようにす

る対策を講じる必要があります。

文字列「cm-」で始まり MAC アドレスが続くアカウント名、または、文字列「custom-」もしくは定義した別の

文字列で始まるアカウント名を使った接続を受け付けることができるのは、キオスク モードのクライアントを認証で

きるように構成された Connection Server インスタンスだけです。Horizon Client では、これらの形式のユーザ

ー名を手動で入力することはできません。

ベスト プラクティスとして、専用の Connection Server インスタンスを使用してキオスク モードのクライアント

を処理し、Active Directory 内にこれらのクライアントのアカウントのための専用の組織単位とグループを作成し

てください。この方法により、これらのシステムが不正な侵入から保護されるだけでなく、クライアントの構成およ

び管理が容易になります。

クラウド ポッド アーキテクチャ環境では、ポッド フェデレーションの Connection Server インスタンスはキオス

ク モードのクライアントに関する情報を共有しません。回避策を実装するには、VMware ナレッジベースの記事

KB2148888 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。
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n キオスク モードのクライアントの構成

キオスク モードのクライアントの構成

キオスク モードのクライアントをサポートするように Active Directory および VMware Horizon を構成するに

は、いくつかのタスクを順に実行する必要があります。

前提条件

構成タスクを実行するために必要な権限があることを確認します。

n Domain Admins または Account Operators の認証情報。ドメイン内のユーザーおよびグループのアカウ

ントに変更を加えるための Active Directory の認証情報です。

n 管理者、インベントリ管理者、またはこれらと同等のロール。Horizon Console を使用して、リモート デスク

トップを使用する資格をユーザーまたはグループに付与するために必要です。

n 管理者または同等のロール。vdmadmin コマンドを実行するために必要です。

手順

1 キオスク モードのクライアントのための Active Directory および VMware Horizon の準備

クライアント デバイスを認証するために作成するアカウントを受け入れるように Active Directory を構成す

る必要があります。グループを作成するときは常に、クライアントがアクセスするデスクトップ プールに対す

る資格をそのグループに付与する必要もあります。クライアントが使用するデスクトップ プールを準備するこ

ともできます。

2 キオスク モードのクライアントに対するデフォルト値の設定

vdmadmin コマンドを使用して、キオスク モードのクライアントに対する組織単位、パスワード有効期限、

および Active Directory グループ メンバーシップのデフォルト値を設定できます。

3 クライアント デバイスの MAC アドレスの表示

クライアントに対してその MAC アドレスに基づいたアカウントを作成する場合は、Horizon Client を使用

して、クライアント デバイスの MAC アドレスを調べることができます。

4 キオスク モードのクライアント用アカウントの追加

vdmadmin コマンドを使用して、Connection Server グループの構成にクライアントのアカウントを追加で

きます。クライアントを追加すると、クライアントの認証を有効にした Connection Server インスタンスで

そのクライアントを使用できるようになります。クライアントの構成を更新したり、クライアントのアカウン

トをシステムから削除することもできます。

5 キオスク モードのクライアントの認証の有効化

vdmadmin コマンドを使用して、Connection Server インスタンス経由でクライアントのリモート デスク

トップに接続しようとするクライアントの認証を有効にすることができます。

6 キオスク モードのクライアントの構成の確認

vdmadmin コマンドを使用すると、キオスク モードのクライアントや、そのようなクライアントを認証する

ように構成されている接続サーバ インスタンスについての情報を表示できます。
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7 キオスク モードのクライアントからリモート デスクトップへの接続

コマンド ラインからクライアントを実行するか、またはスクリプトを使用して、クライアントをリモート セッ

ションに接続することができます。

キオスク モードのクライアントのための Active Directory および VMware 
Horizon の準備

クライアント デバイスを認証するために作成するアカウントを受け入れるように Active Directory を構成する必

要があります。グループを作成するときは常に、クライアントがアクセスするデスクトップ プールに対する資格をそ

のグループに付与する必要もあります。クライアントが使用するデスクトップ プールを準備することもできます。

ベスト プラクティスとして、キオスク モードのクライアントの管理作業を最小限に抑えるために、そのようなクラ

イアント用の独立した組織単位とグループを作成することをお勧めします。どのグループにも属さないクライアント

のために個別のアカウントを追加できますが、この方法では、構成するクライアントの数が多くなってくると管理面

のオーバーヘッドが大きくなります。

手順

1 Active Directory で、キオスク モードのクライアントのために使用する独立した組織単位およびグループを作

成します。

グループには Windows 2000 以前の形式の名前を指定する必要があります。この名前は、vdmadmin コマン

ドでグループを識別するために使用します。

2 ゲスト仮想マシンのイメージまたはテンプレートを作成します。

vCenter Server によって管理される仮想マシンを自動プールのテンプレート、インスタント クローン デスク

トップ プールの親、または手動デスクトップ プールの仮想マシンとして使用できます。ゲスト OS にアプリケ

ーションをインストールして構成することもできます。

3 無人状態が続いたときにクライアントがロックされないようにゲスト OS を構成します。

キオスク モードで接続するクライアントのログイン前メッセージは VMware Horizon により表示されませ

ん。画面のロックを解除して、メッセージを表示するイベントが必要な場合は、ゲスト OS で適切なアプリケー

ションを構成できます。

4 Horizon Console で、クライアントが使用するデスクトップ プールを作成し、このプールに対する資格をグル

ープに付与します。

たとえば、クライアント アプリケーションの要件に最も適したプールとして、フローティング割り当てのインス

タント クローン デスクトップ プールを作成することができます。

重要：   1 つのクライアントまたはグループに、2 つ以上のデスクトップ プールに対する資格を付与しないでく

ださい。そのようにすると、VMware Horizon はクライアントが資格のあるプールの中からランダムにリモー

ト デスクトップを割り当てて、警告イベントを発生させます。

5 クライアントに対しロケーションベースの印刷を有効にするには、Active Directory グループ ポリシー設定 

AutoConnect Location-based Printing for VMware View を構成します。この設定は、

Microsoft グループ ポリシー オブジェクト エディタの Computer Configuration の下の Software 
Settings フォルダにあります。
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6 最適化する必要があるその他のポリシーを構成し、クライアントのリモート デスクトップのセキュリティを設定

します。

たとえば、デスクトップの起動時またはデバイスを接続したときにローカル USB デバイスをリモート デスクト

ップに接続するポリシーをオーバーライドします。Horizon Client for Windows のデフォルトでは、キオス

ク モードのクライアントに対してこれらのポリシーが有効です。

例： キオスク モードのクライアントのための Active Directory の準備

ある企業のイントラネットに MYORG というドメインがあり、この企業の組織単位の識別名が OU=myorg-
ou,DC=myorg,DC=com であるとします。Active Directory で、組織単位 kiosk-ou（識別名は OU=kiosk-
ou,DC=myorg,DC=com）とグループ kc-grp を作成して、キオスク モードのクライアント用にこれらを使用で

きます。

次のステップ

クライアントに関するデフォルト値を設定します。

キオスク モードのクライアントに対するデフォルト値の設定

vdmadmin コマンドを使用して、キオスク モードのクライアントに対する組織単位、パスワード有効期限、および 

Active Directory グループ メンバーシップのデフォルト値を設定できます。

vdmadmin コマンドは、クライアントが公開デスクトップへの接続用に使用する接続サーバ インスタンスと同じグ

ループに属するいずれかの接続サーバ インスタンスで実行する必要があります。

パスワード有効期限および Active Directory グループ メンバーシップのデフォルト値を構成すると、これらの設定

は同じグループに属するすべての接続サーバ インスタンス間で共有されます。

手順

u クライアントに対するデフォルト値を設定します。

            vdmadmin
            -Q
            -clientauth
            -setdefaults [-b authentication_arguments] [-ouDN] [ -expirepassword | 
-noexpirepassword ] [-groupgroup_name | -nogroup]

オプション 説明

-expirepassword クライアント アカウントのパスワード有効期限に、接続サーバ グループの有効期限と同じ値を

指定します。グループでパスワード有効期限が定義されていない場合、パスワードは無期限に

なります。

-group group_name クライアント アカウントを追加するデフォルト グループの名前を指定します。グループの名

前は、Active Directory の Windows 2000 以前のグループ名として指定する必要があり

ます。

-noexpirepassword クライアント アカウントのパスワードを無期限にすることを指定します。

Horizon の管理

VMware, Inc. 144



オプション 説明

-nogroup デフォルト グループの設定をクリアします。

-ou DN クライアント アカウントを追加するデフォルト組織単位の識別名を指定します。

例： OU=kiosk-ou,DC=myorg,DC=com

注：   このコマンドを使用して組織単位の構成を変更することはできません。

 
このコマンドは、接続サーバ グループ内のクライアントのデフォルト値を更新します。

例： キオスク モードのクライアントに対するデフォルト値の設定

クライアントの組織単位、パスワード有効期限、およびグループ メンバーシップのデフォルト値を設定します。

vdmadmin -Q -clientauth -setdefaults -ou "OU=kiosk-ou,DC=myorg,DC=com" -noexpirepassword 
-group kc-grp

次のステップ

MAC アドレスを認証に使用するクライアント デバイスの MAC アドレスを調べます。

クライアント デバイスの MAC アドレスの表示

クライアントに対してその MAC アドレスに基づいたアカウントを作成する場合は、Horizon Client を使用して、

クライアント デバイスの MAC アドレスを調べることができます。

前提条件

クライアントのコンソールにログインします。

手順

u MAC アドレスを表示するには、プラットフォームに応じて適切なコマンドを入力します。

オプション アクション

Windows C:\Program Files (x86)\VMware\VMware Horizon View 
Client\vmware-view.exe -printEnvironmentInfo と入力します

クライアントに対して構成したデフォルトの接続サーバ インスタンスが使用されます。デフ

ォルト値を構成していない場合、クライアントから値の入力を求められます。

このコマンドはクライアント デバイスの IP アドレス、MAC アドレス、およびマシン名を表

示します。

Linux 次のコマンドを入力します。

vmware-view --printEnvironmentInfo -s connection_server
クライアントがデスクトップへの接続に使用する接続サーバ インスタンスの IP アドレスまた

は FQDN を指定する必要があります。

このコマンドは、クライアント デバイスの IP アドレス、MAC アドレス、マシン名、ドメイ

ン、ログインしているユーザーの名前とドメイン、およびタイムゾーンを表示します。

 

次のステップ

クライアントのアカウントを追加します。
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キオスク モードのクライアント用アカウントの追加

vdmadmin コマンドを使用して、Connection Server グループの構成にクライアントのアカウントを追加できま

す。クライアントを追加すると、クライアントの認証を有効にした Connection Server インスタンスでそのクライ

アントを使用できるようになります。クライアントの構成を更新したり、クライアントのアカウントをシステムから

削除することもできます。

vdmadmin コマンドは、クライアントが公開デスクトップへの接続用に使用する Connection Server インスタン

スと同じグループに属するいずれかの Connection Server インスタンスで実行する必要があります。

キオスク モードのクライアントを追加すると、VMware Horizon はそのクライアントのユーザー アカウントを 

Active Directory に作成します。クライアントの名前を指定する場合は、「custom-」などのわかりやすいプリフ

ィックス文字列または ADAM 内で定義した代替プリフィックス文字列で始まる 20 文字以内の名前にする必要が

あります。クライアントの名前を指定しない場合、VMware Horizon はクライアント デバイス用に指定した MAC 
アドレスから名前を生成します。たとえば、MAC アドレスが 00:10:db:ee:76:80 の場合、対応するアカウント名

は cm-00_10_db_ee_76_80 になります。これらのアカウントは、クライアントの認証を有効にする 

Connection Server インスタンスでのみ使用できます。

重要：   同じ名前を複数のクライアント デバイスに使用しないでください。将来のリリースではこの構成がサポート

されない可能性があります。

手順

u クライアントのドメインと名前または MAC アドレスを指定するには、-domain および -clientid オプショ

ンを使用して vdmadmin コマンドを実行します。

vdmadmin -Q -clientauth -add [-b authentication_arguments] -domain domain_name -clientid 
client_id [-password "password" | -genpassword] [-ou DN] [-expirepassword | -noexpirepassword] 
[-group group_name | -nogroup] [-description "description_text"]

オプション 説明

-clientid client_id クライアントの名前または MAC アドレスを指定します。

-description "description_text" クライアント デバイスのアカウントの説明を Active Directory に作成します。

-domain domain_name クライアントのドメインを指定します。

-expirepassword クライアント アカウントのパスワード有効期限に、Connection Server グループの有効期

限と同じ値を指定します。グループでパスワード有効期限が定義されていない場合、パスワー

ドは無期限になります。

-genpassword クライアント アカウントのパスワードを生成します。これは、-password も 

-genpassword も指定しない場合のデフォルトの動作です。

生成されるパスワードは長さが 16 文字で、英大文字、英小文字、記号、および数字をそれぞ

れ 1 つ以上含み、同じ文字を繰り返し含めることができます。より強力なパスワードが必要な

場合は、-password オプションを使用してパスワードを指定します。

-group group_name クライアント アカウントを追加するグループの名前を指定します。グループの名前は、

Active Directory の Windows 2000 以前のグループ名として指定する必要があります。

以前にデフォルトのグループを設定した場合、クライアント アカウントはこのグループに追加

されます。

-noexpirepassword クライアント アカウントのパスワードを無期限にすることを指定します。
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オプション 説明

-nogroup クライアント アカウントをデフォルトのグループに追加しないことを指定します。

-ou DN クライアント アカウントを追加する組織単位の識別名を指定します。

例： OU=kiosk-ou,DC=myorg,DC=com

-password "password" クライアント アカウントの明示的パスワードを指定します。

 
コマンドを実行すると、クライアントの Active Directory ユーザー アカウントが、指定されたドメインおよび

グループが存在する場合、その中に作成されます。

例： クライアントのアカウントの追加

MAC アドレスで指定されたクライアントのアカウントを MYORG ドメインに追加します（グループ kc-grp のデ

フォルト設定を使用）。

vdmadmin -Q -clientauth -add -domain MYORG -clientid 00:10:db:ee:76:80 -group kc-grp

MAC アドレスで指定されたクライアントのアカウントを MYORG ドメインに追加します（自動生成されたパスワ

ードを使用）。

vdmadmin -Q -clientauth -add -domain MYORG -clientid 00:10:db:ee:76:80 -genpassword

クライアントの名前を指定してアカウントを追加し、そのクライアントで使用するパスワードを指定します。

vdmadmin -Q -clientauth -add -domain MYORG -clientid custom-Terminal21 -password "guest" -ou 
"OU=kiosk-ou,DC=myorg,DC=com" -description "Terminal 21"

クライアントの名前を指定してアカウントを追加します（自動生成されたパスワードを使用）。

vdmadmin -Q -clientauth -add -domain MYORG -clientid custom-Kiosk11 -genpassword -ou 
"OU=kiosk-ou,DC=myorg,DC=com" -description "Kiosk 11"

次のステップ

クライアントの認証を有効にします。

キオスク モードのクライアントの認証の有効化

vdmadmin コマンドを使用して、Connection Server インスタンス経由でクライアントのリモート デスクトップ

に接続しようとするクライアントの認証を有効にすることができます。

vdmadmin コマンドは、クライアントがリモート デスクトップへの接続用に使用する Connection Server インス

タンスと同じグループに属するいずれかの Connection Server インスタンスで実行する必要があります。

個別の Connection Server インスタンスに対して認証を有効にできますが、グループ内のすべての Connection 
Server インスタンスがクライアント認証に関する他のすべての設定を共有します。クライアントのアカウントの追

加が必要なのは 1 回だけです。Connection Server グループ内で、認証が有効されたすべての Connection 
Server インスタンスがクライアントを認証できます。

リモート デスクトップ サービス (RDS) ホスト上のセッション ベースのデスクトップでキオスク モードを使用する

予定の場合、Remote Desktop User グループにユーザー アカウントを追加する必要があります。
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手順

1 Connection Server インスタンス上でクライアントの認証を有効にします。

vdmadmin -Q -enable [-b authentication_arguments] -s connection_server [-requirepassword]

オプション 説明

-requirepassword パスワードの入力をクライアントに要求することを指定します。

重要：   このオプションを指定した場合、Connection Server インスタンスは自動生成され

たパスワードを使用するクライアントを認証できません。Connection Server インスタン

スの構成を変更してこのオプションを指定すると、そのようなクライアントは認証されず、「不

明なユーザー名または不正確なパスワード」というエラー メッセージが表示されて認証に失敗しま

す。

-s connection_server クライアントの認証を有効にする Connection Server インスタンスの NetBIOS 名を指定

します。

 
コマンドを実行すると、指定した Connection Server インスタンスによるクライアントの認証が有効になりま

す。

2 Microsoft リモート デスクトップ サービス (RDS) ホストにより公開デスクトップが提供される場合、リモート 

デスクトップ サービス (RDS) ホストにログインし、Remote Desktop User グループにユーザー アカウント

を追加します。

たとえば、VMware Horizon Server でユーザー アカウント custom-11 に、リモート デスクトップ サービ

ス (RDS) ホスト上のセッションベースのデスクトップへの資格を付与するとします。この場合、RDS ホストに

ログインし、[コントロール パネル] - [システムとセキュリティ] - [システム] - [リモートの設定] - [ユーザーの

選択] - [追加] の順に選択して、ユーザー custom-11 を Remote Desktop User グループに追加する必要が

あります。

例： キオスク モードのクライアントの認証の有効化

Connection Server インスタンス csvr-2 に対しクライアントの認証を有効にします。自動生成されたパスワード

を使用するクライアントの場合、パスワードを入力せず認証できます。

vdmadmin -Q -enable -s csvr-2

Connection Server インスタンス csvr-3 に対しクライアントの認証を有効にして、パスワードを Horizon 
Client に指定するようクライアントに要求します。自動生成されたパスワードを使用するクライアントは認証され

ません。

vdmadmin -Q -enable -s csvr-3 -requirepassword

次のステップ

Connection Server インスタンスおよびクライアントの構成を確認します。
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キオスク モードのクライアントの構成の確認

vdmadmin コマンドを使用すると、キオスク モードのクライアントや、そのようなクライアントを認証するように

構成されている接続サーバ インスタンスについての情報を表示できます。

vdmadmin コマンドは、クライアントがリモート デスクトップへの接続用に使用する接続サーバ インスタンスと同

じグループに属するいずれかの接続サーバ インスタンスで実行する必要があります。

手順

u キオスク モードのクライアントおよびクライアント認証についての情報を表示します。

            vdmadmin
            -Q
            -clientauth
            -list [-bauthentication_arguments] [-xml]

このコマンドは、キオスク モードのクライアントと、クライアント認証を有効にした接続サーバ インスタンス

についての情報を表示します。

例： キオスク モードのクライアントに関する情報の表示

クライアントについての情報をテキスト形式で表示します。クライアント cm-00_0c_29_0d_a3_e6 のパス

ワードは自動生成されており、エンド ユーザーまたはアプリケーション スクリプトにはこのパスワードを Horizon 
Client に指定する必要はありません。クライアント cm-00_22_19_12_6d_cf のパスワードは明示的に指定さ

れており、エンド ユーザーはこのパスワードを入力する必要があります。接続サーバ インスタンス CONSVR2 は、

自動生成されたパスワードを使用するクライアントからの認証要求を受け付けます。CONSVR1 は、キオスク モー

ドのクライアントからの認証要求を受け付けません。

C:\ vdmadmin -Q -clientauth -list
Client Authentication User List
===============================
GUID              : 94be6344-0c9b-4a92-8d54-1brc1c2dc282
ClientID          : cm-00_0c_29_0d_a3_e6
Domain            : myorg.com
Password Generated: true

GUID              : 471d9d35-68b2-40ee-b693-56a7d92b2e25
ClientID          : cm-00_22_19_12_6d_cf
Domain            : myorg.com
Password Generated: false

Client Authentication Connection Servers
========================================
Common Name                   : CONSVR1
Client Authentication Enabled : false
Password Required             : false

Common Name                   : CONSVR2
Client Authentication Enabled : true
Password Required             : false
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次のステップ

クライアントがそのリモート デスクトップに接続できることを確認します。

キオスク モードのクライアントからリモート デスクトップへの接続

コマンド ラインからクライアントを実行するか、またはスクリプトを使用して、クライアントをリモート セッショ

ンに接続することができます。

展開先のクライアント デバイス上で Horizon Client を実行するには通常、コマンド スクリプトを使用します。

注：   Windows または Mac クライアントで、リモート デスクトップ セッションの開始時にクライアント上の 

USB デバイスが別のアプリケーションまたはサービスで使用されている場合、デフォルトではそれらのデバイスは

自動転送されません。すべてのクライアントで、ヒューマン インターフェイス デバイス (HID) およびスマート カー

ド リーダーはデフォルトでは転送されません。
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手順

u リモート セッションに接続するには、プラットフォームに応じて適切なコマンドを入力します。

オプション 説明

Windows 次のコマンドを入力します。

C:\Program Files (x86)\VMware\VMware Horizon View 
Client\vmware-view.exe -unattended [-serverURL 
connection_server] [-userName user_name] [-password password]

-passwordpassword

クライアント アカウントのパスワードを指定します。アカウントにパスワードを定義し

た場合は、このパスワードを指定する必要があります。

-serverURLconnection_server

Horizon Client がそのリモート デスクトップに接続するために使用する接続サーバ イ
ンスタンスの IP アドレスまたは FQDN を指定します。クライアントがそのリモート デ
スクトップへの接続に使用する接続サーバ インスタンスの IP アドレスまたは FQDN を
指定しない場合、クライアント用に構成したデフォルトの接続サーバ インスタンスが使用

されます。

-userNameuser_name

クライアント アカウントの名前を指定します。クライアントの MAC アドレスを使用せ

ずに、「custom-」などのわかりやすいプレフィックス文字列で始まるアカウント名を使

用してクライアントを認証する場合は、この名前を指定する必要があります。

Linux 次のコマンドを入力します。

vmware-view --unattended -s connection_server [--once] [-u 
user_name] [-p password]

--once

エラーが発生した場合に Horizon Client が接続を再試行しないことを指定します。

重要：   通常はこのオプションを指定し、終了コードを使ってエラーを処理することをお

勧めします。指定しない場合、vmware-view プロセスをリモートから強制終了するこ

とが難しい場合があります。

-ppassword

クライアント アカウントのパスワードを指定します。アカウントにパスワードを定義し

た場合は、このパスワードを指定する必要があります。

-sconnection_server

クライアントがそのデスクトップへの接続に使用する接続サーバ インスタンスの IP アド

レスまたは FQDN を指定します。

-uuser_name

クライアント アカウントの名前を指定します。クライアントの MAC アドレスを使用せ

ずに、「custom-」などのわかりやすいプリフィックス文字列で始まるアカウント名を使

用してクライアントを認証する場合は、この名前を指定する必要があります。

 
サーバがキオスク クライアントを認証し、リモート デスクトップが利用可能であれば、リモート セッションが

開始されます。
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例： キオスク モードのクライアント上での Horizon Client の実行

アカウント名がクライアントの MAC アドレスに基づいており、自動生成パスワードを使用する Windows クライ

アント上で Horizon Client を実行します。

C:\Program Files (x86)\VMware\VMware Horizon View Client\vmware-view.exe -unattended 
-serverURL consvr2.myorg.com

割り当てられた名前およびパスワードを使用する Linux クライアント上で Horizon Client を実行します。

vmware-view -unattended -s 145.124.24.100 --once -u custom-Terminal21 -p "Secret1!"
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Horizon Console の監視とトラブル
シューティング 12
VMware Horizon の使用中に発生する問題の監視、診断、解決は、さまざまな手順で行うことができます。Horizon 
Help Desk Tool で監視とトラブルシューティングを行ったり、他のトラブルシューティング手順で問題の調査と修

復を行うことができます。また、VMware テクニカル サポートを利用することもできます。

デスクトップとデスクトップ プールのトラブルシューティングの詳細については、Horizon Console での仮想デス

クトップのセットアップドキュメント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 Horizon Console での Horizon Help Desk Tool の使用

n VMware Logon Monitor の使用

n VMware Horizon Performance Tracker の使用

n Horizon Connection Server 健全性監視のためのロード バランサの構成

n VMware Horizon コンポーネントの監視

n VMware Horizon でのイベントの監視

n VMware Horizon の診断情報の収集

n Horizon Console でのログの収集

n Skyline Collector アプライアンスとの Horizon Connection Server の統合

n サポート要求の更新

n フィードバックを送信

n VMware Horizon Server の証明書失効チェックのトラブルシューティング

n スマート カードでの証明書失効チェックのトラブルシューティング

n トラブルシューティングの追加情報

Horizon Console での Horizon Help Desk Tool の使用

Horizon Help Desk Tool は、VMware Horizon ユーザー セッションのステータスを取得し、トラブルシューテ

ィングとメンテナンス操作を行う Web アプリケーションです。

Horizon Help Desk Tool では、トラブルシューティングを行うためにユーザー セッションを確認し、デスクトッ

プの再起動やリセットなどのデスクトップ メンテナンス操作を実行できます。
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Horizon Help Desk Tool を設定するには、次の要件を満たす必要があります。

n VMware Horizon の Horizon Enterprise Edition ライセンスまたは Horizon Apps Advanced Edition 
ライセンス正しいライセンスがあることを確認するには、Horizon の管理の「Horizon Console での製品のラ

イセンス キーまたはライセンス モードの変更」を参照してください。

n VMware Horizon コンポーネントの情報を保存するイベント データベースイベント データベースの設定の詳

細については、Horizon のインストールドキュメントを参照してください。

n Horizon Help Desk Tool にログインするヘルプデスク管理者ロールまたはヘルプデスク管理者（読み取り専

用）ロールこれらのロールの詳細については、Horizon の管理の「ヘルプ デスク ツール タスクの権限」を参照

してください。

n ログイン セグメントを表示するには、各 Connection Server インスタンスでタイミング プロファイラを有効

にします。

各 Connection Server インスタンスでタイミング プロファイラを有効にするには、次の vdmadmin コマン

ドを使用します。

vdmadmin -I -timingProfiler -enable

管理ポートを使用している Connection Server インスタンスでタイミング プロファイラを有効にするには、

次の vdmadmin コマンドを使用します。

vdmadmin -I -timingProfiler -enable -server {ip/server}

Horizon Console で Horizon Help Desk Tool を開始します。

Horizon Help Desk Tool は、Horizon Console に統合されています。Horizon Help Desk Tool のトラブル

シューティングを行うユーザーを検索できます。

手順

1 [ユーザー検索] テキスト ボックスでユーザー名を検索するか、Horizon Help Desk Tool ツールに直接移動で

きます。

n Horizon Console で、[ユーザー検索] テキスト ボックスにユーザー名を入力します。

n [監視] - [ヘルプデスク] の順に選択し、[ユーザー検索] テキスト ボックスにユーザー名を入力します。

Horizon Console では、検索結果にユーザーのリストが表示されます。最大で 100 個までの検索結果が返さ

れます。

2 ユーザー名を選択します。

ユーザー カードにユーザー情報が表示されます。

次のステップ

問題のトラブルシューティングを行うには、ユーザー カードで関連するタブをクリックします。
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Horizon Help Desk Tool でのユーザーのトラブルシューティング

Horizon Help Desk Tool のユーザー カードを使用すると、ユーザーの基本情報を確認できます。ユーザー カード

のタブをクリックすると、特定のコンポーネントの詳細が表示されます。

ユーザーの詳細が表に表示されることがあります。これらのユーザーの詳細は、表の列を使って並べ替えることがで

きます。

n 列を昇順で並べ替えるには、列を 1 回クリックします。

n 列を降順で並べ替えるには、列を 2 回クリックします。

n 列を並べ替えない場合は、列を 3 回クリックします。

ユーザーの基本情報

ユーザーのユーザー名、電話番号、メール アドレス、ユーザーの接続状態などのユーザーの基本情報が表示されま

す。ユーザーにデスクトップまたはアプリケーション セッションがある場合、ユーザーは接続状態になります。ユー

ザーにデスクトップまたはアプリケーション セッションがない場合、ユーザーは切断状態になります。

メール アドレスをクリックすると、ユーザーにメッセージを送信できます。

また、電話番号をクリックすると、Skype for Business セッションが開きます。ユーザーとともにトラブルシュー

ティングを行うことができます。

注：   Linux デスクトップ ユーザーには、Skype for Business の情報は表示されません。

セッション

[セッション] タブには、ユーザーが接続しているデスクトップまたはアプリケーションの情報が表示されます。

[フィルタ] テキスト ボックスを使用すると、デスクトップまたはアプリケーション セッションをフィルタリングで

きます。

注：   [セッション] タブには、Microsoft RDP 表示プロトコルを使用するセッションや、vSphere Client または 

ESXi からの仮想マシンにアクセスするセッションの情報は表示されません。

[セッション] タブには、次の情報が表示されます。
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表 12-1. [セッション] タブ

オプション 説明

状態 デスクトップまたはアプリケーション セッションの状態が表示されま

す。

n セッションが接続されている場合、緑色が表示されます。

n セッションがローカル セッションか、ローカルのポッドで実行され

ているセッションの場合、L が表示されます。

コンピュータ名 デスクトップまたはアプリケーション セッションの名前。名前をクリ

ックすると、カードにセッション情報が表示されます。

セッション カードでタブをクリックすると、次の追加情報が表示されま

す。

n [詳細] タブには、仮想マシン、CPU またはメモリ使用量などのユ

ーザー情報が表示されます。

n [プロセス] タブには、CPU およびメモリ関連のプロセスに関する

情報が表示されます。

n [アプリケーション] タブには、実行中のアプリケーションの詳細が

表示されます。

注：   Linux デスクトップ セッションでは、[アプリケーション] タ
ブにアクセスできません。

プロトコル デスクトップまたはアプリケーション セッションの表示プロトコル。

Type デスクトップの種類（公開デスクトップ、仮想マシン デスクトップまた

はアプリケーション）が表示されます。

接続時間 セッションが接続サーバに接続した時間。

セッションの期間 セッションが接続サーバに接続していた期間。

デスクトップ

[デスクトップ] タブには、ユーザーに使用資格が付与されている公開デスクトップまたは仮想デスクトップの情報が

表示されます。

表 12-2. デスクトップ

オプション 説明

状態 デスクトップ セッションの状態が表示されます。

n セッションが接続されている場合、緑色が表示されます。

デスクトップ プール名 セッションのデスクトップ プールの名前。Linux デスクトップ セッシ

ョンのデスクトップ プールとして Linux が表示されます。

デスクトップ タイプ デスクトップの種類（公開デスクトップまたは仮想マシン デスクトッ

プ）が表示されます。

注：   セッションでポッド フェデレーションの別のポッド実行されてい

る場合、情報は表示されません。

Type デスクトップの資格のタイプが表示されます。

n ローカル資格の場合には、Local が表示されます。
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表 12-2. デスクトップ （続き）

オプション 説明

vCenter vCenter Server の仮想マシンの名前が表示されます。

注：   セッションでポッド フェデレーションの別のポッド実行されてい

る場合、情報は表示されません。

デフォルトのプロトコル デスクトップまたはアプリケーション セッションのデフォルトの表示

プロトコル。

アプリケーション

[アプリケーション] タブには、ユーザーに使用資格が付与されている公開アプリケーションの情報が表示されます。

注：   Linux デスクトップ セッションでは、[アプリケーション] タブにアクセスできません。

表 12-3. アプリケーション

オプション 説明

状態 アプリケーション セッションの状態が表示されます。

n セッションが接続されている場合、緑色が表示されます。

アプリケーション アプリケーション プールの公開アプリケーションの名前が表示されま

す。

ファーム セッションが接続している RDS ホストを含むファームの名前。

注：   グローバル アプリケーション資格の場合、この列にはグローバル 

アプリケーション資格のファーム数が表示されます。

Type アプリケーションに対する資格のタイプが表示されます。

n ローカル資格の場合には、Local が表示されます。

パブリッシャ 公開アプリケーションのソフトウェア メーカー名。

アクティビティ

[アクティビティ] タブには、ユーザーのアクティビティに関するイベント ログ情報が表示されます。過去 12 時間、

過去 30 日間などの期間や管理者の名前でアクティビティをフィルタリングできます。[ヘルプデスク イベントの

み] をクリックすると、Horizon Help Desk Tool アクティビティでのみフィルタリングできます。[更新] アイコ

ンをクリックして、イベント ログを更新します。[エクスポート] アイコンをクリックして、イベント ログをファイ

ルにエクスポートします。

注：   クラウド ポッド アーキテクチャ環境のユーザーのイベント ログ情報は表示されません。
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表 12-4. アクティビティ

オプション 説明

[時間] 時間範囲を選択します。デフォルトは、過去 12 時間です。

n [過去 12 時間]

n [過去 24 時間]

n [過去 7 日間]

n [過去 30 日間]

n [すべて]

[管理者] 管理者ユーザーの名前。

[メッセージ] ユーザーまたは管理者が実行したアクティビティに固有のユーザーまた

は管理者のメッセージが表示されます。

[リソース名] アクティビティの実行対象のデスクトップ プールまたは仮想マシン名

に関する情報が表示されます。

Horizon Help Desk Tool のセッションの詳細

[セッション] タブで [コンピュータ名] オプションのユーザー名をクリックすると、セッションの詳細が [詳細] タブ

に表示されます。Horizon Client、仮想または公開デスクトップ、CPU とメモリの詳細を確認できます。

Horizon Client

Horizon Client のタイプに応じて情報が表示されます。ユーザー名、Horizon Client のバージョン、クライアン

ト マシンの IP アドレス、クライアント マシンのオペレーティング システムなどの詳細が表示されます。

注：   Horizon Agent をアップグレードした場合、Horizon Client も最新バージョンにアップグレードする必要

があります。それ以外の場合、Horizon Client のバージョンは表示されません。Horizon Client のアップグレー

ドの詳細については、Horizon のアップグレードドキュメントを参照してください。

仮想マシン

仮想デスクトップまたは公開デスクトップに関する情報が表示されます。

表 12-5. 仮想マシンの詳細

オプション 説明

[コンピュータ名] デスクトップまたはアプリケーション セッションの名前。

[エージェント バージョン] Horizon Agent のバージョン。

[OS バージョン] オペレーティング システムのバージョン。

[Connection Server] セッションが接続している Connection Server。

[プール] デスクトップまたはアプリケーション プールの名前。Linux デスクト

ップ プールの Linux を表示します。

[vCenter Server] vCenter Server の IP アドレス。
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表 12-5. 仮想マシンの詳細 （続き）

オプション 説明

[セッション状態] デスクトップまたはアプリケーション セッションの状態。セッション

の状態は、アイドル、アクティブまたは切断です。ユーザーが 1 分間非

アクティブ状態になると、セッションのステータスがアイドル状態にな

ります。アイドル状態の場合、ステータス アイコンは緑の輪郭で表示さ

れます。アクティブ状態の場合は緑色、切断状態は灰色で表示されます。

注：   Linux デスクトップ セッションの場合、アイドル状態のステータ

スは表示されません。

[セッションの期間] セッションが Connection Server と接続していた期間。

[状態の継続期間] セッションが同じ状態を継続した時間。

[ログイン時間] セッションにログインしたユーザーのログイン時間。

[ログインの継続期間] ユーザーがセッションにログインしていた期間。

[ゲートウェイ/プロキシ名] セキュリティ サーバ、Unified Access Gateway アプライアンスま

たはロード バランサの名前。この情報の表示には、セッション接続後、

30 ～ 60 秒ほどかかる場合があります。

[ゲートウェイ/プロキシ IP アドレス] セキュリティ サーバ、Unified Access Gateway アプライアンスま

たはロード バランサの IP アドレス。この情報の表示には、セッション

接続後、30 ～ 60 秒ほどかかる場合があります。

[ファーム] 公開デスクトップまたはアプリケーション セッションの RDS ホスト

のファーム。

ユーザー操作性の評価基準

PCoIP または VMware Blast 表示プロトコルを使用する仮想または公開デスクトップ セッションのパフォーマン

スの詳細が表示されます。これらのパフォーマンスの詳細を表示するには、[詳細] をクリックします。これらの詳細

を更新するには、更新アイコンをクリックします。

表 12-6. PCoIP 表示プロトコルの詳細

オプション 説明

[Tx バンド幅] PCoIP セッションの転送バンド幅（キロビット/秒単位）

[フレーム レート] PCoIP セッションのフレーム率（1 秒あたりのフレーム数）
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表 12-6. PCoIP 表示プロトコルの詳細 （続き）

オプション 説明

[パケット ロス] PCoIP セッションのパケット ロス率。

[Skype の状態] PCoIP セッションでの Skype for Business のステータス。

n 最適化済み

n フォールバック

n 最適化済み (バージョン不一致)

n フォールバック (バージョン不一致)

n 接続中

n 切断されました

n 未定義

Linux デスクトップ セッションの場合、このオプションは N/A と表示

されます。

表 12-7. Blast 表示プロトコルの詳細

オプション 説明

[フレーム レート] Blast セッションのフレーム率（1 秒あたりのフレーム数）。

[Skype の状態] Blast セッションでの Skype for Business のステータス。

n 最適化済み

n フォールバック

n 最適化済み (バージョン不一致)

n フォールバック (バージョン不一致)

n 接続中

n 切断されました

n 未定義

Linux デスクトップ セッションの場合、このオプションは N/A と表示

されます。

[Blast セッション カウンタ] n [推定バンド幅（アップリンク）]。アップリンク シグナルの推定バ

ンド幅。

n [パケット損失（アップリンク）]。アップリンク シグナルのパケッ

ト損失率。

[Blast イメージング カウンタ] n [送信バイト]。Blast セッションで転送されたイメージング デー

タの合計バイト数。

n [受信バイト]。Blast セッションで受信したイメージング データ

の合計バイト数。

[Blast オーディオ カウンタ] n [送信バイト]。Blast セッションで転送されたオーディオ データ

の合計バイト数。

n [受信バイト]。Blast セッションで受信したオーディオ データの

合計バイト数。

[Blast CDR カウンタ] n [送信バイト]。Blast セッションで転送されたクライアント ドラ

イブ リダイレクトの合計バイト数。

n [受信バイト]。Blast セッションで受信したクライアント ドライ

ブ リダイレクトの合計バイト数。
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CPU とメモリ使用量、ネットワークとディスクのパフォーマンス

仮想/公開デスクトップまたはアプリケーションの CPU とメモリの使用量や、PCoIP または Blast 表示プロトコル

のネットワークまたはディスク パフォーマンスがグラフで表示されます。

注：   Horizon Agent デスクトップの起動または再起動後すぐに、パフォーマンス グラフにタイムラインが表示さ

れない場合があります。数分後にタイムラインが表示されます。

表 12-8. CPU 使用率

オプション 説明

[セッションの CPU] 現在のセッションの CPU 使用率。

[ホストの CPU] セッションが割り当てられている仮想マシンの CPU 使用率。

表 12-9. メモリ使用率

オプション 説明

[セッションのメモリ] 現在のセッションのメモリ使用量。

[ホストのメモリ] セッションが割り当てられている仮想マシンのメモリ使用量。

表 12-10. ネットワークのパフォーマンス

オプション 説明

[遅延] PCoIP または Blast セッションの遅延がグラフで表示されます。

Blast 表示プロトコルの場合、遅延時間はラウンドトリップ時間（ミリ

秒単位）です。この遅延時間を追跡するパフォーマンス カウンタは、

[VMware Blast セッション カウンタ] - [RTT] です。

PCoIP 表示プロトコルの場合、遅延時間はラウンドトリップ遅延時間

（ミリ秒単位）です。この遅延時間を追跡するパフォーマンス カウンタ

は、[PCoIP セッション ネットワーク統計情報] - [ラウンド トリップ

遅延時間] です。

表 12-11. ディスクのパフォーマンス

オプション 説明

[読み取り] 1 秒あたりの読み取りの入出力 (I/O) 操作の数。

[書き込み] 1 秒あたりの書き込み I/O 操作の数。

[ディスクの遅延時間] ディスク遅延のグラフが表示されます。ディスク遅延は、Windows パ
フォーマンス カウンタから取得した入出力操作/秒 (IOPS) データの時

間（ミリ秒）時間です。

[平均読み取り] 1 秒あたりのランダム読み取り I/O 操作の平均数。

[平均書き込み] 1 秒あたりのランダム書き込み I/O 操作の平均数。

[平均の遅延時間] Windows パフォーマンス カウンタから取得した IOPS データの平

均遅延時間（ミリ秒）。
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セッション ログイン セグメント

ログインの継続時間とログイン時に作成されたセグメントが表示されます。

表 12-12. セッション ログイン セグメント

オプション 説明

[ログインの継続期間] ユーザーがデスクトップまたはアプリケーション プールをクリックし

てから Windows エクスプローラが起動するまでの時間。

[セッション ログイン時間] ユーザーがセッションにログインしていた期間。

[ログイン セグメント] ログイン時に作成されたセグメントが表示されます。

n [仲介]。Connection Server がセッションの接続または再接続

を処理する時間の合計。ユーザーがデスクトップ プールをクリッ

クしてからトンネル接続が確立するまでの時間で計算されます。

ユーザー認証、マシンの選択、トンネル接続を確立に必要なマシン

の準備など、Connection Server のタスクの所要時間が含まれま

す。

n [GPO のロード]Windows グループ ポリシーの処理時間の合計。

グローバル ポリシーが設定されていない場合、0 が表示されます。

n [プロファイルのロード]Windows ユーザー プロファイルの処理

時間の合計。

n [インタラクティブ]。Horizon Agent がセッションの接続また

は再接続を処理する時間の合計。PCoIP または Blast Extreme 
がトンネル接続を使用してから Windows エクスプローラが起動

するまでの時間で計算されます。

n [プロトコルの接続]。ログインで PCoIP または Blast プロトコ

ル接続の完了にかかった合計時間。

n [ログイン スクリプト]。ログイン スクリプトが開始してから完了

するまでの合計時間。

n [認証]。Connection Server がセッションの認証にかかった合

計時間。

n [仮想マシンの開始]。仮想マシンの起動にかかった合計時間。この

時間には、オペレーティング システムの起動、サスペンド状態のマ

シンの再開、Horizon Agent が接続準備完了通知の送信にかかる

時間が含まれます。

トラブルシューティングでログイン セグメントの情報を使用する場合には、次のガイドラインに従ってください。

n セッションが新しい仮想デスクトップ セッションの場合、すべてのログイン セグメントが表示されます。グロ

ーバル ポリシーが設定されていない場合、[GPO のロード] のログイン セグメントの時間は 0 になります。

n 切断されたセッションから仮想デスクトップ セッションが再接続された場合には、[ログインの継続期間]、[イ
ンタラクティブ]、[仲介] のログイン セグメントが表示されます。

n セッションが公開デスクトップ セッションの場合には、[ログインの継続期間]、[GPO ロード]、[プロファイル

のロード] のログイン セグメントが表示されます。新しいセッションの場合には、[GPO ロード] と [プロファ

イルのロード] のログイン セグメントが表示されます。これらのログイン セグメントが新しいセッションで表

示されない場合には、RDS ホストを再起動する必要があります。

n セッションが Linux デスクトップ セッションの場合、[GPO のロード] と [プロファイルのロード] のセグメン

トは表示されません。
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n デスクトップ セッションに接続した直後は、ログイン データが使用できない場合があります。数分後にログイ

ン データが表示されます。

Horizon Help Desk Tool のセッション プロセス

[セッション] タブで [コンピュータ名] オプションのユーザー名をクリックすると、セッション プロセスが [プロセ

ス] タブに表示されます。

プロセス

セッション プロセスのリストをスクロールせずに、検索フィルタのテキスト ボックスにプロセス名を入力して、セ

ッション プロセスを名前で検索できます。

セッションごとに、CPU やメモリ関連プロセスの詳細情報を表示できます。たとえば、セッションの CPU やメモ

リ使用率が異常に高い場合、[プロセス] タブでプロセスの詳細を確認できます。

RDS ホスト セッションの場合、現在のユーザーまたはシステム プロセスが開始した RDS ホスト セッション プロ

セスが [プロセス] タブに表示されます。

表 12-13. セッション プロセスの詳細

オプション 説明

プロセス名 セッション プロセスの名前。たとえば、chrome.exe。

CPU プロセスの CPU 使用率 (%)。

メモリ プロセスのメモリ使用量 (KB)。

ディスク メモリのディスク IOPS。次の式で計算されます。

（現在の時刻の I/O バイト数の合計）-（現在時刻より 1 秒前の I/O バ
イト数の合計）。

タスク マネージャに正の値が表示されている場合、この計算結果は 1 秒
あたり 0 KB と表示されます。

ユーザー名 プロセスを所有するユーザーの名前。

ホストの CPU セッションが割り当てられている仮想マシンの CPU 使用率。

ホストのメモリ セッションが割り当てられている仮想マシンのメモリ使用量。

プロセス 仮想マシン内のプロセス数

更新 更新アイコンをクリックすると、プロセスのリストが更新されます。

プロセスの終了 実行中のプロセスを終了します。

注：   プロセスを終了するには、ヘルプデスク管理者ロールが必要です。

プロセスを終了するには、プロセスを選択して [プロセスの終了] ボタン

をクリックします。

Windows コアのプロセスなどの重要なプロセスは終了できません。

これらのプロセスも [プロセス] タブに表示される場合があります。重

要なプロセスを終了しようとすると、Horizon Help Desk Tool はメ

ッセージを表示し、システム プロセスを終了できないことを通知しま

す。
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Horizon Help Desk Tool のアプリケーション ステータス

[セッション] タブの [コンピュータ名] オプションでユーザー名をクリックすると、[アプリケーション] タブでアプ

リケーションのステータスと詳細を確認できます。Linux デスクトップ セッションでは、[アプリケーション] タブ

にアクセスできません。

アプリケーション

アプリケーションのリストをスクロールせずに、検索フィルタのテキスト ボックスにアプリケーション名を入力し

て、アプリケーションを名前で検索できます。

アプリケーションごとに、現在のステータスとその他の詳細を表示できます。

エンド ユーザーのアプリケーション プロセスを終了できます。アプリケーション プロセスを終了するには、[アプリ

ケーションの終了] をクリックし、変更内容を確認して [OK] をクリックします。

注：   データ保存などのユーザー操作の保留中や、その他の例外が発生した場合、アプリケーション プロセスを終了

できないことがあります。ただし、アプリケーションの終了時に Horizon Help Desk Tool は成功または失敗を通

知するメッセージを表示しません。

表 12-14. アプリケーションの詳細

オプション 説明

アプリケーション アプリケーションの名前。

説明 アプリケーションの説明。

ステータス アプリケーションのステータス。アプリケーションが実行中かどうかが

表示されます。

ホストの CPU セッションが割り当てられている仮想マシンの CPU 使用率。

ホストのメモリ セッションが割り当てられている仮想マシンのメモリ使用量。

アプリケーション 実行されているアプリケーションのリスト。

更新 更新アイコンをクリックすると、アプリケーションのリストが更新され

ます。

Horizon Help Desk Tool でのデスクトップまたはアプリケーション セッショ
ンのトラブルシューティング

Horizon Help Desk Tool では、ユーザーの接続状態に基づいて、デスクトップまたはアプリケーション セッショ

ンのトラブルシューティングを行うことができます。

前提条件

n Horizon Help Desk Tool を開始します。

Horizon の管理

VMware, Inc. 164



手順

1 ユーザー カードで、[セッション] タブをクリックします。

パフォーマンス カードに CPU とメモリの使用量と、Horizon Client、仮想デスクトップ、公開デスクトップ

に関する情報が表示されます。

2 トラブルシューティングのオプションを選択します。

オプション アクション

[メッセージを送信] 公開デスクトップまたは仮想デスクトップのユーザーにメッセージ

を送信します。警告、情報、エラーなどのメッセージの重要度を選択

します。

[メッセージの送信] をクリックし、重要度とメッセージの詳細を入力

して、[送信] をクリックします。

[リモート アシスタンス] 接続されているデスクトップまたはアプリケーション セッションの

リモート アシスタント チケットを生成できます。管理者は、リモー

ト アシスタンス チケットを使用してユーザーのデスクトップを操作

し、トラブルシューティングを行うことができます。

注：   Linux デスクトップ ユーザーは、この機能を使用できません。

[リモート アシスタンス] をクリックして、ヘルプ デスク チケット 

ファイルをダウンロードします。チケットを開きます。リモート デ
スクトップでユーザーがチケットを承認するまで待機します。チケ

ットは、Windows デスクトップでのみ開くことができます。ユー

ザーがチケットを承認すると、ユーザーとチャットを行い、ユーザー

のデスクトップの操作を要求できます。

注：   ヘルプ デスクのリモート アシスタンス機能は Microsoft 
Remote Assistance をベースにしています。公開デスクトップに 

Microsoft Remote Assistance をインストールし、リモート ア
シスタンス機能を有効にする必要があります。Microsoft Remote 
Assistance で接続またはアップグレードの問題が発生すると、ヘル

プ デスクのリモート アシスタンスが開始しない場合があります。詳

細については、Microsoft の Web サイトで Microsoft Remote 
Assistance のドキュメントを参照してください。

[再起動] 仮想デスクトップで Windows の再起動プロセスを開始します。こ

の機能は、公開デスクトップまたはアプリケーション セッションで

使用できません。

[VDI の再起動] をクリックします。

[切断] デスクトップまたはアプリケーション セッションを切断します。

[詳細] - [切断] の順にクリックします。

[ログオフ] 公開デスクトップまたは仮想デスクトップでログオフ プロセスを開

始します。あるいは、アプリケーション セッションでログオフ プロ

セスを開始します。

[詳細] - [ログオフ] の順にクリックします。

[リセット] 仮想マシンのリセットを開始します。この機能は、公開デスクトップ

またはアプリケーション セッションで使用できません。

[詳細] - [仮想マシンのリセット] の順にクリックします。

注：   保存していない作業は失われます。
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VMware Logon Monitor の使用

VMware Logon Monitor は、Windows ユーザーのログインを監視し、パフォーマンス メトリックを提供しま

す。これにより、管理者、サポート スタッフ、開発者はログイン パフォーマンスの問題を解決することができます。

メトリックには、ログイン時間、ログイン スクリプト時間、CPU やメモリの使用量、ネットワーク接続速度などが

あります。Logon Monitor は、他の VMware 製品からメトリックを受け取り、ログイン プロセスに関する詳細情

報を提供します。

サポートされているプラットフォーム

Logon Monitor は、Horizon Agent と同じ Windows プラットフォームをサポートします。

主な特長

Logon Monitor の特長は次のとおりです。

n Horizon Agent の一部としてインストールされます。サービスを開始する方法については、KB 57051 を参照

してください。

n Horizon Help Desk Tool タイミング プロファイラと連携します。ログイン関連のメトリックを集計し、

Horizon Agent イベント データベースに送信します。タイミング プロファイラを有効にする方法について

は、Horizon Console での Horizon Help Desk Tool の使用を参照してください。

n ユーザーが簡単にアクセスできるように、ログをファイル サーバにアップロードできます。

n App Volumes、UEM、Horizon Agent など、他の VMware 製品と連携します。これらの製品がログイン

関連のイベントを Logon Monitor に送信します。イベントが発生すると、Logon Monitor がイベントをロ

グに記録し、ログイン フローのイベントとその期間を表示します。

n 同じマシンでの同時ログインを監視します。

n レガシー データを取得します。レガシー データの取得機能は、Horizon 2103 以降へのアップグレード後に接

続されたセッションで機能しません。この機能は、アップグレード前の以前のバージョンで接続したセッション

でのみ使用できます。

ログ

Logon Monitor は、サービス ステータス メッセージとユーザー セッションのログ ファイルを書き込みます。デフ

ォルトでは、ログ ファイルはすべて C:\ProgramData\VMware\VMware Logon Monitor\Logs に書き込

まれます。

n メインのログ：メインのログ ファイル vmlm.txt には、vmlm サービスのすべてのステータス メッセージと、

ログイン監視の前後で発生したセッション イベントが記録されます。Logon Monitor が正常に実行されてい

るかどうかを判断するには、このログを確認します。

n セッション ログ：セッション ログには、ユーザーのログイン セッションに関連するすべてのイベントが記録さ

れます。ログインが開始すると、このログへのイベントの記録が開始します。このイベントは、1 つのユーザー 

セッションにのみ適用されます。ログの最後に書き込まれるサマリには、最も重要なメトリックの概要が含まれ

ます。ログインに時間がかかる場合のトラブルシューティングでは、このログを確認します。ログインが完了す

ると、新しいイベントはセッション ログに書き込まれません。
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Logon Monitor のメトリック

Logon Monitor は、ログイン、グループ ポリシー、ユーザー プロファイル、パフォーマンスに関連するメトリッ

クを計算します。これらのメトリックにより、管理者は、ログイン時のエンド ユーザー システムの詳細を確認し、

パフォーマンス低下の根本原因を判断できます。

表 12-15. Logon Monitor のメトリック

メトリック パラメータ 説明

ログイン時間 n 開始

n 終了

n 合計時間

このメトリックには、ゲストでのログインの開

始時間、ログインの完了、プロファイルのロー

ド、デスクトップの表示、ゲストでログインに

かかった合計時間が含まれます。ゲスト以外

の時間は除外されます。

セッション開始からログイン開始までの時間 合計時間 Windows がユーザー セッションを開始し、

ログインが開始するまでの時間。

プロファイルの同期時間 合計時間 Windows がログイン時にユーザー プロファ

イルの調整に費やした時間。

シェルのロード n 開始

n 終了

n 合計時間

ユーザー シェル ロードの開始時刻は 

Windows が提供します。エクスプローラ ウ
ィンドウが生成された時間が終了時間になり

ます。

ログインからハイブ ロードまでの時間 合計時間 このメトリックは、ログインの開始からユーザ

ー レジストリ ハイブのロードまでの合計時間

を提供します。

Windows フォルダ リダイレクト n 開始

n 終了

n 合計時間

Windows のフォルダ リダイレクトが開始

し、完全に適用されるまでの時間に関連するメ

トリックです。Windows フォルダ リダイレ

クトを有効にするまでの合計時間も含まれま

す。フォルダ リダイレクトが初めて適用され

る場合や、新しいファイルがリダイレクト先の

共有にアップロードされている場合は、この値

が高くなる可能性があります。

グループ ポリシーの時間 n ユーザー グループ ポリシーの適用時間

n マシン グループ ポリシーの適用時間

ゲストへのグループ ポリシーの適用に関連す

るメトリック。ユーザー グループ ポリシーと

マシン グループ ポリシーの適用にかかる時間

も含まれます。

プロファイルのメトリック n プロファイル タイプ：ローカル、ローミ

ング、一時

n プロファイル サイズ：ファイル数、フォ

ルダ数、合計の MB 数

ユーザー プロファイルに関連するメトリック。

ユーザー プロファイルの種類だけでなく、格納

先（ローカル コンピュータか中央のプロファイ

ル ストア）、あるいはログアウト後に削除する

かどうかも含まれます。

プロファイル サイズには、ファイルの数、フォ

ルダの合計数、ユーザー プロファイルの合計サ

イズ (MB) が含まれます。
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表 12-15. Logon Monitor のメトリック （続き）

メトリック パラメータ 説明

プロファイル サイズの分布 n 0 ～ 1 MB のファイル数

n 1 MB ～ 10 MB のファイル数

n 10 MB ～ 100 MB のファイル数

n 100 MB ～ 1 GB のファイル数

n 1 GB ～ 10 GB のファイル数

ユーザー プロファイルに含まれる様々なサイ

ズのファイル数。

ログイン時に開始するプロセス n 名前

n プロセス ID

n 親プロセス ID

n セッション ID

これらの値はプロセスごとに記録され、セッシ

ョンの開始からログイン完了までの時間を表

します。

グループ ポリシー ログイン スクリプトの時

間

合計時間 グループ ポリシー ログイン スクリプトの実

行に関連するメトリック。グループ ポリシー 

ログイン スクリプトの実行にかかった合計時

間が報告されます。

グループ ポリシー Power Shell スクリプト

の時間

合計時間 グループ ポリシー Power Shell スクリプト

の実行に関連するメトリック。グループ ポリ

シー Power Shell スクリプトの実行にかか

った時間を表します。

メモリ使用率 n 使用可能なバイト数：最小、最大、平均

n コミット済みのバイト数：最小、最大、平

均

n ページ プール：最小、最大、平均

ログイン時のメモリ使用量に関連する WMI 
メトリック。サンプリングは、ログインが完了

するまで実行されます。デフォルトで無効に

なっています。

CPU 使用率 n アイドル状態の CPU：最小、最大、平均

n ユーザー CPU：最小、最大、平均

n カーネル CPU：最小、最大、平均

ログイン時の CPU 使用量に関連する WMI 
メトリック。サンプリングは、ログインが完了

するまで実行されます。デフォルトで無効に

なっています。

ログイン スクリプトを同期するかどうか。 グループ ポリシー ログイン スクリプトが同

期で実行されるのか、非同期で処理されるかど

うかを報告します。

ネットワーク接続の状態 n ドロップ

n 復元

ネットワーク接続が維持されているのか、切断

されているのかを報告します。

グループ ポリシーによるソフトウェアのイン

ストール

n 非同期：True または False

n エラー コード

n 合計時間

グループ ポリシーによるソフトウェアのイン

ストールに関連するメトリック。インストー

ルがログインと同期または非同期で実行され

たのかどうか、インストールが成功したのか失

敗したのかどうか、グループ ポリシーによるソ

フトウェアのインストールにかかった合計時

間を表します。

プロファイルのボリュームのディスク使用量 n ユーザーが使用可能なディスク容量

n 空きディスク容量

n ディスク容量の合計

ユーザー プロファイルが保存されているボリ

ューム上のディスク使用量に関連するメトリ

ック。

ドメイン コントローラの検出 n エラー コード

n 合計時間

ドメイン コントローラに関連するメトリック。

エラー コードは、ドメイン コントローラに被

害が及ぶ障害が発生しているかどうかを表し

ます。
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表 12-15. Logon Monitor のメトリック （続き）

メトリック パラメータ 説明

推定ネットワーク バンド幅 バンド幅 この値はイベント ID 5327 から収集されま

す。

ネットワーク接続の詳細 n バンド幅

n 低速リンクのしきい値

n 低速リンクの検出：True または False

イベント ID 5314 から収集される値。

ログイン時間に影響を及ぼす設定 n コンピュータ\管理用テンプレート\ログ

イン\コンピュータの起動とログインでネ

ットワークを常に待機

n コンピュータ\管理用テンプレート\ログ

イン\ユーザーのログイン時に次のプログ

ラムを実行

n コンピュータ\管理用テンプレート\ユー

ザー プロファイル\ローミング ユーザー 

プロファイルを待機

n コンピュータ\管理用テンプレート\ユー

ザー プロファイル\ユーザーにローミン

グ プロファイルまたはリモート ホーム 

ディレクトリがある場合のネットワーク

の最大の待機時間を設定

n コンピュータ\管理用テンプレート\グル

ープ ポリシー\ログイン スクリプトの遅

延を設定

n ユーザー\管理用テンプレート\システム

\ログイン\ユーザーのログイン時に次の

プログラムを実行

n ユーザー\管理用テンプレート\システム

\ユーザー プロファイル\ログイン、ログ

アウト時にのみ同期するネットワーク デ
ィレクトリを指定

Horizon Agent、App Volumes のメトリ

ック

Logon Monitor と対話する VMware 製品

は、Logon Monitor ログのカスタム メトリ

ックを報告します。このメトリックは、これら

の製品がログイン時間に悪影響を及ぼしてい

るかどうかを判断する場合に役立ちます。

Logon Monitor の構成

Windows レジストリ値を使用して、Logon Monitor を構成できます。

レジストリ設定

設定を変更するには、HKLM\Software\VMware, Inc.\VMware Logon Monitor レジストリ キーに移動

します。
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表 12-16. Logon Monitor の構成値 

レジストリ キー Type 説明

RemoteLogPath REG_SZ ログをアップロードするリモート共有へのパス。ログがリモートのログ共有にコピーされる

と、RemoteLogPath レジストリ キーで指定されたフォルダに配置されます。例: \
\server\share\%username%.%userdomain%.Logon Monitor が必要に応じて

フォルダを作成します。デフォルトで無効になっています。

n リモート ログ フォルダの UNC パス

n オプションです。構成しない場合、ログはアップロードされません。

n オプションで使用可能なローカル環境変数です。

フラグ REG_DW
ORD

この値は、Logon Monitor の動作に影響を及ぼすビットマスクです。

n CPU とメモリのメトリックを有効または無効にする場合、設定または削除する値は 

0x4 です。デフォルトで無効になっています。

n プロセス イベントとログイン スクリプトのメトリックを有効にする場合、設定または削

除する値は 0x8 です。デフォルトで無効になっています。

n VMware Horizon との統合を有効または無効にする場合、設定する値は 0x2 です。デ

フォルトで有効になっています。

n クラッシュ ダンプを無効にするには、値を 0x1 に設定します。ダンプは、

C:\ProgramData\VMware\VMware Logon Monitor\Data に書き込まれま

す。デフォルトで無効になっています。

n リモート パスにユーザーごとのフォルダを作成する場合、設定する値は 0x10 です。デ

フォルトで無効になっています。

LogMaxSizeMB REG_DW
ORD

メイン ログの最大サイズ (MB)。デフォルトは 100 MB です。

LogKeepDays REG_DW
ORD

ローリング前にメイン ログを保持する最大日数。デフォルトは 7 日です。

タイミング プロファイラの設定

Logon Monitor と Horizon Help Desk タイミング プロファイラを統合します。デフォルトでは、タイミング プ
ロファイラは無効になっています。

n Logon Monitor で、タイミング プロファイラを使用してイベントをイベント データベースに書き込むには、

vdmadmin -I -timingProfiler -enable を実行します。

n Logon Monitor でタイミング プロファイラの使用を無効にするには、vdmadmin -I -timingProfiler 
-disable を実行します。

VMware Horizon Performance Tracker の使用

VMware Horizon Performance Tracker は、リモート デスクトップで実行され、表示プロトコルのパフォーマ

ンスとシステム リソースの使用量を監視するユーティリティです。アプリケーション プールを作成して、Horizon 
Performance Tracker を公開アプリケーションとして実行することもできます。

VMware Horizon Performance Tracker の構成

リモート デスクトップで Horizon Performance Tracker を実行できます。Horizon Performance Tracker 
は、公開アプリケーションとしても実行できます。
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Horizon Performance Tracker の機能

Horizon Performance Tracker には、次の機能の重要なデータが表示されます。

表 12-17. Horizon Performance Tracker の機能

パフォーマンスのモニタリング 詳細

プロトコル固有のデータ n エンコーダの名前：表示プロトコルで使用されるエンコーダの名前

n バンド幅の使用状況：受信および送信の全体バンド幅。表示プロト

コル（PCoIP または Blast）ごとに、サンプリング期間中の平均

バンド幅が表示されます。

n 1 秒あたりのフレーム レート：1 秒のサンプリング期間中にエンコ

ードされたイメージング フレームの数

n オーディオ有効：オーディオ機能が有効かどうか

n オーディオの開始：オーディオ機能が開始しているかどうか

n CPU 使用率:

n エンコーダの CPU 使用率：現在のユーザー セッションの表示

プロトコル エンコーダの CPU 使用率

n システムの CPU 使用率：システムの CPU 使用率の合計

転送タイプ n クライアントからリモート セッション：クライアントからリモート 

ピアへの転送で使用された UDP または TCP プロトコル転送パ

ッケージ

n リモート セッションからクライアント：リモート ピアからクライ

アントへの転送で使用された UDP または TCP プロトコル転送

パッケージ

n Horizon Connection Server：Connection Server インスタ

ンスとの接続に使用される UDP または TCP プロトコル転送パ

ッケージ

システムの健全性ステータス n 推定バンド幅：Horizon Client と Horizon Agent の間で使用

可能な推定全体バンド幅。

n ラウンド トリップ：Horizon Agent と Horizon Client の間の

ラウンド トリップの待ち時間（ミリ秒）

セッション コンテキスト n サーバの詳細。DNS 名、ドメイン名、トンネリングの有無、

URL、リモート IP アドレスなど。

n クライアント コンピュータの詳細。ディスプレイ番号、IP アドレ

ス、キーボードとマウスのレイアウト、言語、タイムゾーンなど。

リアルタイムのプロトコルの切り替え

注：   Horizon Agent が仮想デスクトップ セッションで実行されている場合、Horizon Performance Tracker 
はデータの収集と表示のみを行います。

Horizon Performance Tracker のシステム要件

Horizon Performance Tracker は、次の構成をサポートしています。
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表 12-18. Horizon Performance Tracker のシステム要件 

システム 要件

仮想デスクトップのオペレーティング シ
ステム

Horizon Agent をサポートするすべてのオペレーティング システム（Linux エージェントを除く）

クライアント マシンのオペレーティング 

システム

すべての Horizon Client バージョンがサポートされます。ただし、公開アプリケーションとして実

行される Horizon Client for Linux と Horizon Client for Windows 10 UWP はサポートさ

れません。

表示プロトコル VMware Blast および PCoIP

.NET Framework Horizon Performance Tracker には、.NET Framework バージョン 4.0 以降が必要です。

Horizon Performance Tracker のインストール

Horizon Performance Tracker は、Horizon Agent インストーラのカスタム セットアップ オプションです。デ

フォルトでは選択されていないため、オプションを選択する必要があります。Horizon Performance Tracker は、

IPv4 と IPv6 の両方に対応しています。

Horizon Performance Tracker は、仮想デスクトップまたはリモート デスクトップ サービス (RDS) ホストにイ

ンストールできます。リモート デスクトップ サービス (RDS) ホストにインストールした場合は、公開アプリケーシ

ョンとして公開し、Horizon Client から実行することもできます。Horizon での公開されたデスクトップとアプリ

ケーションのセットアップを参照してください。

インストールすると、デスクトップにショートカットが作成されます。

Horizon Performance Tracker グループ ポリシー設定

デフォルトの設定を変更するには、グループ ポリシーを構成します。Horizon Performance Tracker グループ 

ポリシーの設定を参照してください。

Horizon Performance Tracker グループ ポリシーの設定

Horizon Performance Tracker を構成するには、エージェント マシンに Horizon Performance Tracker 
ADMX テンプレート ファイル (vdm_agent_perfTracker.admx) をインストールして、ローカル グループ ポ

リシー エディタでポリシー設定を行います。

Horizon のグループ ポリシー設定用のすべての ADMX ファイルは、VMware-Horizon-Extras-Bundle-
YYMM-x.x.x-yyyyyyyy.zip に含まれています。YYMM はマーケティング バージョン番号、x.x.x は内部バー

ジョン番号、yyyyyyyy はビルド番号です。このファイルは、https://my.vmware.com/web/vmware/
downloads の VMware ダウンロード サイトからダウンロードできます。[デスクトップおよびエンドユーザー 

コンピューティング] で VMware Horizon のダウンロードを選択します。これにより、ZIP ファイルを含む GPO 
バンドルがダウンロードされます。

手順

1 VMware-Horizon-Extras-Bundle-x.x.x-yyyyyyy.zip ファイルから 

vdm_agent_perfTracker.admx を抽出し、エージェント マシンの %systemroot%
\PolicyDefinitions フォルダにコピーします。
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2 VMware-Horizon-Extras-Bundle-x.x.x-yyyyyyy.zip ファイルから 

vdm_agent_perfTracker.adml を抽出し、エージェント マシンの %systemroot%
\PolicyDefinitions フォルダの適切な言語サブフォルダにコピーします。

たとえば、vdm_agent_perfTracker.adml ファイルの en_us バージョンを %systemroot%
\PolicyDefinitions\en_us サブフォルダにコピーします。

3 ローカル グループ ポリシー エディタ (gpedit.msc) を起動し、[コンピュータの構成] - [管理用テンプレー

ト] - [VMware Horizon Performance Tracker] の順に移動します。

4 グループ ポリシー設定を編集します。

設定 説明

Horizon Performance Tracker の基本

設定

有効にした場合、Horizon Performance Tracker がデータを収集する頻度を秒単位で設定

できます。

リモート デスクトップ接続で Horizon 
Performance Tracker の自動開始を有効

にします。

有効にした場合、ユーザーがリモート デスクトップ接続にログインすると、Horizon 
Performance Tracker は自動的に開始します。この環境設定の GPO 設定をクリアするに

は、[無効にする] を選択します。

リモート アプリケーション接続で Horizon 
Performance Tracker の自動開始を有効

にする

有効にした場合、ユーザーがリモート アプリケーション接続にログインすると、Horizon 
Performance Tracker は自動的に開始します。この環境設定の GPO 設定をクリアするに

は、[無効にする] を選択します。

 
5 変更を反映するには、エージェント マシンで Horizon Performance Tracker を再起動します。

Horizon Performance Tracker の実行

Horizon Client を使用すると、Horizon Performance Tracker をリモート デスクトップ内で実行できます。ま

た、公開アプリケーションとして実行することもできます。

使用している Horizon Client プラットフォームで複数のセッションがサポートされている場合は、異なるファーム

から複数の Horizon Performance Tracker 公開アプリケーションを実行できます。複数のセッションをサポー

トしている Windows クライアントと Mac クライアントの場合、概要ウィンドウに表示されるコンピュータ名で、

公開アプリケーションの実行元のファームを確認できます。iOS クライアントと Android クライアントの場合、

HTML Access で同時に実行可能なセッションは 1 つだけです。別のファームから 2 番目のセッションを開くと、

最初のセッションが終了します。

前提条件

n Horizon Performance Tracker をインストールして構成します。VMware Horizon Performance 
Tracker の構成を参照してください。

n Horizon Performance Tracker のグループ ポリシーを設定します。Horizon Performance Tracker グ
ループ ポリシーの設定を参照してください。
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手順

u リモート デスクトップで Horizon Performance Tracker を実行するには、Horizon Client または HTML 
Access を使用してサーバに接続し、リモート デスクトップを開始します。

リモート デスクトップを開いたとき Horizon Performance Tracker が自動的に開始しない場合は、

Windows デスクトップにある [VMware Horizon Performance Tracker] のショートカットをダブルクリ

ックするか、他の Windows アプリケーションと同じ方法で Horizon Performance Tracker を開始します。

概要ウィンドウまたはフローティング バーを表示してアプリケーションを終了するには、リモート デスクトッ

プのシステム トレイで VMware Horizon Performance Tracker のアイコンを右クリックしてオプション

を選択します。

u Horizon Performance Tracker を公開アプリケーションとして実行するには、Horizon Client または 

HTML Access を使用してサーバに接続し、Horizon Performance Tracker の公開アプリケーションを開始

します。

Horizon Performance Tracker の公開アプリケーションを使用する方法は、使用するクライアントの種類に

よって異なります。Horizon Client for Linux または Horizon Client for Windows 10 UWP では、

Horizon Performance Tracker を公開アプリケーションとして実行できません。

n Horizon Client for Windows の場合、Windows クライアント システムのシステム トレイに VMware 
Horizon Performance Tracker のアイコンが表示されます。このアイコンをダブルクリックすると、

Windows クライアントで Horizon Performance Tracker が開きます。概要ウィンドウまたはフロー

ティング バーを表示してアプリケーションを終了するには、このアイコンを右クリックしてオプションを選

択します。

n Horizon Client for Mac の場合、Mac クライアント システムのメニュー バーに VMware Horizon 
Performance Tracker のアイコンが表示されます。このアイコンをダブルクリックすると、Mac クライ

アントで Horizon Performance Tracker が開きます。また、概要ウィンドウまたはフローティング バ
ーを表示してアプリケーションを終了するには、このアイコンを右クリックしてオプションを選択すること

もできます。

n Horizon Client for Android、Horizon Client for iOS の場合は、Horizon Client の Unity Touch サ
イドバーに VMware Horizon Performance Tracker のアイコンが表示されます。概要ウィンドウまた

はフローティング バーを表示してアプリケーションを終了するには、このアイコンをタッチしたままオプシ

ョンを選択します。

n HTML Access では、HTML Access サイドバーに VMware Horizon Performance Tracker のアイ

コンが表示されます。概要ウィンドウまたはフローティング バーを表示してアプリケーションを終了する

には、このアイコンを右クリックしてオプションを選択します。

次のステップ

Horizon Performance Tracker に表示されるデータの詳細については、VMware Horizon Performance 
Tracker の構成を参照してください。
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Horizon Connection Server 健全性監視のためのロード バランサ

の構成

Horizon Connection Server でロード バランシングの健全性を監視するには、次のベスト プラクティスに従いま

す。

大量の健全性チェック要求を行い、Connection Server の処理が停止しないように、ポーリング間隔を 30 秒に設

定します。また、その期間の 2 ～ 3 倍の時間をタイムアウトに設定します。1 つのロード バランサが 1 つの 

Connection Server インスタンスにプローブを送信するようにします。

サポートされている健全性チェックは、favicon.ico の取得だけです。プローブのコストを最小限に抑えるには、

可能な限り HEAD メソッドを使用します。チェックが正常に実行されたかどうかにかかわらず、Connection: close 

ヘッダーを要求に追加するか、HTTP/1.0 要求を使用して、取得後に接続を切断する必要があります。ロード バラ

ンサの送信文字列に HEAD メソッドを使用する例を次に示します。

HEAD /favicon.ico HTTP/1.1\r\nHost: \r\nConnection: Close\r\n

HTTP ステータスは通常 200 です。管理上 Connection Server が無効になっている場合（Horizon Console で
の Horizon Connection Server の無効化または有効化を参照）、ステータスは 503 になります。

タイムアウト設定とロード バランサのパーシステンスの値については、ナレッジベースの記事 Timeout Settings 
and Load Balancer Persistence を参照してください。

VMware Horizon コンポーネントの監視

Horizon Console のダッシュボードを使用して、VMware Horizon 導入環境内の VMware Horizon および 

vSphere コンポーネントのステータスを素早く調査できます。

Horizon Console に、クラウド ポッド アーキテクチャ 環境の Connection Server インスタンス、イベント デ
ータベース、ゲートウェイ、データストア、vCenter Server インスタンス、ドメイン、セッションに関する監視情

報が表示されます。

注：   VMware Horizon は、Kerberos ドメインに関するステータス情報を特定できません。ドメインが構成さ

れ、機能している場合でも、Horizon Console には Kerberos ドメインのステータスが不明として表示されます。

クラウド ポッド アーキテクチャ 環境でセッションを監視する方法については、Horizon でのクラウド ポッド アー

キテクチャの管理を参照してください。

手順

1 Horizon Console ナビゲータの上部のパネルには、[セッション]、[問題のある vCenter 仮想マシン]、[問題

のある RDS ホスト]、[イベント]、[システムの健全性] の最終更新日と問題の合計数など、ダッシュボード統計

情報のサマリが表示されます。

更新アイコンをクリックすると、最新のダッシュボード統計情報を取得できます。

問題の数をクリックすると、コンポーネントの問題について詳しい情報が表示されます。

n 緑色のチェック マークは、コンポーネントに問題がないことを示します。

n 赤色の感嘆符は、コンポーネントが使用できないか、または機能していないことを示します。

Horizon の管理

VMware, Inc. 175

https://kb.vmware.com/s/article/56636
https://kb.vmware.com/s/article/56636


n 黄色の感嘆符は、コンポーネントが警告状態にあることを示します。

n グレーの疑問符は、コンポーネントのステータスが不明であることを示します。

2 [モニター] - [ダッシュボード] の順に移動します。

[システムの健全性] ペインに、問題のあるシステム コンポーネントの情報が表示されます。システム コンポー

ネントをクリックすると、その問題の影響を受けるコンポーネント、ステータス、説明の概要が表示されます。

3 問題の詳細を表示するには、[表示] をクリックして項目を選択を行います。

オプション 説明

コンポーネント サービス コンポーネントに関する情報を表示します。

サービス コンポーネントに関する情報を表示し、トラブルシューティングを行うには、

[Connection Server]、[ゲートウェイ サーバ]、[イベント データベース]、または [True 
SSO] タブをクリックします。

次のタスクを実行するには、コンポーネントを選択します。

n ステータス、名前、バージョン、その他の詳細を表示します。

n Connection Server インスタンスを選択した場合は、[サービスのステータスの表示] タ
ブをクリックして、ゲートウェイ サービスに関する情報を表示します。

n Connection Server インスタンスを選択した場合は、[セッションの詳細の表示] タブを

クリックして、Connection Server セッションに関する情報を表示します。

RDS ファーム ファームに関する情報を表示します。ファームに属している RDS ホストなど、ファームに関

する詳細情報を表示するには、ファーム ID をクリックします。

vSphere vSphere に関連するコンポーネントに関する情報が表示されます。

各コンポーネントの情報を表示するには、[データストア]、[ESX ホスト]、[vCenter Server] 
の各タブをクリックします。

その他のコンポーネント 各コンポーネントの詳細情報を表示するには、[ドメイン]、[SAML 2.0]、[License Service] 
の各タブをクリックします。

注：   信頼されていない証明書が原因で SAML 2.0 認証子に警告が表示された場合は、証明

書のリンクをクリックして証明書を受け入れ、検証することができます。

リモート ポッド リモート Horizon ポッドに関する情報を表示します。

注：   このセクションは、クラウド ポッド アーキテクチャ機能が有効になっている場合にのみ

表示されます。

 
4 仮想デスクトップ、公開デスクトップ、公開アプリケーションのセッション数（アクティブなセッション、切断

されたセッション、アイドル状態のセッション）を示す棒グラフを表示するには、[セッション] ペインを表示し

ます。

5 セッションを表示するには、[セッション] ペインで [表示] をクリックします。

[セッション] ページに、セッションの情報が表示されます。
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6 データストアを表示するには、[ワークロード] ペインで [表示] をクリックします。

データストアを選択すると、データストアの現在の使用量などの詳細情報を表示できます。Horizon Console 
は、データストアの空き容量がしきい値を下回ると警告を表示します。選択したデータストアに関連するデスク

トップ プールがある場合、そのデータストアを選択すると、デスクトップ プールの情報を表示できます。[その

他のデータストア] 列には、複数のデータストアにまたがるデスクトップ プールまたはファームの情報が表示さ

れます。

Horizon Connection Server の負荷ステータスの監視

Horizon Console ダッシュボードで、Connection Server の負荷を監視できます。Connection Server ごと

に、CPU とメモリの使用率、表示プロトコル セッション数、Connection Server の接続セッション数、

Connection Server に接続できるセッション数の上限しきい値を確認できます。RDS ホストで接続されているセ

ッション数を確認することもできます。

注：   すべてのゲートウェイ設定が有効になっている場合、Horizon Console にセッション制限が表示されます。

これは、許可される Connection Server セッションの最大数で、Connection Server セッション数のパーセンテ

ージで表示されます。ゲートウェイ設定が有効になっていない場合、セッション制限は表示されず、Connection 
Server セッション数が絶対数で表示されます。

手順

1 Horizon Console で、[モニター] - [ダッシュボード] の順に移動します。

2 [システムの健全性] ペインで、[表示] をクリックします。

[コンポーネント] ペインの [Connection Server] タブで、[セッション] 列に各 Connection Server の 

Connection Server セッションの割合が表示されます。[CPU 使用量] 列には、各 Connection Server で使

用された CPU の割合が表示されます。[メモリ使用量] 列には、各 Connection Server で使用されたメモリの

割合が表示されます。

3 Connection Server を選択して [セッションの詳細の表示] をクリックします。この Connection Server の
ゲートウェイとゲートウェイ以外のプロトコル セッション数が表示されます（セッション制限が表示される場合

もあります）。

ゲートウェイ プロトコル セッションは、接続を管理する Connection Server の Blast Secure Gateway、

PCoIP Secure Gateway または HTTPS セキュアなトンネルを通過します。たとえば、Connection Server 
は PCoIP Secure Gateway 接続を使用するように構成され、Horizon Client は PCoIP プロトコルを使用し

て Connection Server に接続します。

ゲートウェイ以外のプロトコル セッションは、接続を管理する Connection Server の Blast Secure 
Gateway、PCoIP Secure Gateway または HTTPS セキュア トンネルを通過しません。たとえば、

Connection Server は HTTP(s) セキュア トンネル接続を使用するように構成され、Horizon Client は 

PCoIP プロトコルを使用して Connection Server に接続します。

4 RDS ホストのセッション数を表示するには、[コンポーネント] ペインで [RDS ファーム] をクリックし、ファ

ーム ID をクリックします。

[セッション] 列には、RDS ホストのセッション数が表示されます。
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Horizon Connection Server でのサービスの監視

Horizon Console ダッシュボードでは、Connection Server で実行されているゲートウェイ サービス コンポー

ネントを監視できます。ゲートウェイ サービス コンポーネントには、HTTP(s) セキュア トンネル、PCoIP ゲート

ウェイ、Blast Secure Gateway 接続で構成されたセキュア ゲートウェイ接続が含まれます。

手順

1 Horizon Console で、[モニター] - [ダッシュボード] の順に移動します。

2 [システムの健全性] ペインで、[表示] をクリックします。

3 Connection Server を選択して、[サービスのステータスの表示] を選択します。

[ゲートウェイ サービスのステータス] ダイアログには、ゲートウェイ サービス コンポーネントのステータスと

使用中のゲートウェイ サービス コンポーネントが表示されます。

注：   有効になっていないサービス コンポーネントはグレーアウトされます。

期間限定ライセンスの使用状況の監視

Horizon Console では、VMware Horizon に同時接続しているアクティブなユーザーを監視できます。[使用量

の設定] パネルには、現在の使用量と過去の最も高い使用量が表示されます。これらの数値を使用して、期間限定ラ

イセンスの使用状況を追跡できます。履歴使用状況データをリセットして、現在のデータで始めからやり直すことも

できます。

VMware Horizon では、指定ユーザーの期間限定ライセンス使用モデルと、同時ユーザーの期間限定ライセンス使

用モデルの 2 つを使用できます。VMware Horizon は、製品ライセンスのエディションや使用モデルの契約にかか

わらず、環境内の指定ユーザーと同時ユーザーをカウントします。

指定ユーザーの場合、VMware Horizon は、VMware Horizon 環境にアクセスした固有ユーザーの数をカウント

します。指定ユーザーが複数の単一ユーザー デスクトップ、公開デスクトップおよび公開アプリケーションを実行す

ると、このユーザーは 1 回だけカウントされます。

指定ユーザーの場合、[使用量の設定] パネルの [現在] 列には、VMware Horizon 環境を最初に構成してからのユ

ーザー数、または指定ユーザー数を最後にリセットしてからのユーザー数が表示されます。[最高] 列は、指定ユーザ

ーには該当しません。

同時ユーザーの場合、VMware Horizon は、セッションあたりの単一ユーザー デスクトップ接続数をカウントしま

す。同時ユーザーが複数の単一ユーザー デスクトップを実行している場合、接続された各デスクトップ セッション

は個別にカウントされます。

同時ユーザーの場合、公開デスクトップとアプリケーションの接続はユーザーごとにカウントされます。同時ユーザ

ーが複数の公開デスクトップ セッションおよびアプリケーションを実行すると、このユーザーは 1 回だけカウントさ

れます。各公開デスクトップやアプリケーションが別々の RDS ホストでホストされている場合であってもユーザー

がカウントされるのは 1 回です。同時ユーザーが 1 台の単一ユーザー デスクトップの他に、さらに公開デスクトップ

とアプリケーションを実行していても、このユーザーがカウントされるのは 1 回だけです。

同時接続ユーザーの場合、[使用量の設定] パネルの [最大] 列には、並列デスクトップ セッションの最大数、公開デ

スクトップとアプリケーションのユーザー数が表示されます。カウントは VMware Horizon 環境を最初に構成し

た時点、または最大数を最後にリセットした時点からのカウント数になります。

Horizon の管理

VMware, Inc. 178



共同作業セッション数、およびセッションに接続していた共同作業ユーザー数を監視できます。

n アクティブ - 共同作業セッション：セッション オーナーが複数のユーザーにセッションへの参加を招待した場合

のセッション数です。例：John が 2 人のユーザーを自分のセッションに招待し、Mary が 1 人のユーザーを自

分のセッションに招待しました。この行の値は 2 になります。招待されたユーザーがセッションに参加したか

どうかは関係ありません。

n アクティブ - 共同作業者の合計：共同作業セッションに接続したユーザーの合計数です。セッション オーナーお

よびすべての共同作業ユーザーが含まれます。例：John は 2 人のユーザーを招待し、1 人だけがセッションに

参加しました。Mary は 1 人のユーザーを招待しましたが、このユーザーはセッションには参加しませんでした。

この行の値は 3 になります。John の共同作業セッションにはオーナーが 1 人と参加者が 1 人いました。Mary 
の共同作業セッションにはオーナーが 1 人で参加者はいませんでした。セッション オーナーがカウントされる

ため、共同作業者の合計数は、常に共同作業セッションの合計数と同等またはそれ以上になります。

Horizon Console での製品ライセンス キーまたはライセンス モードの変更

システムに対する現在のライセンスの有効期限が切れる場合や、現在ライセンスされていない VMware Horizon 機
能にアクセスする必要がある場合は、Horizon Console を使用して製品のライセンス キーを変更できます。

VMware Horizon の展開に基づいて、VMware Horizon の期間限定ライセンスまたはサブスクリプション ライ

センスのいずれかを取得できます。Horizon Console を使用して、ポッドのライセンス モードをサブスクリプショ

ン ライセンスから期間限定ライセンスに変更できます（その逆の変更も可能）。

VMware Horizon の実行中に VMware Horizon にライセンスを追加できます。システムを再起動する必要はな

く、デスクトップおよびアプリケーションへのアクセスは中断されません。

前提条件

n VMware Horizon とアドオン機能を正常に動作させるため、有効な製品のライセンス キーを入手してくださ

い。

n サブスクリプション ライセンスを使用するには、サブスクリプション ライセンスで VMware Horizon を有効

にしていることを確認します。Horizon のインストールの「サブスクリプション ライセンスでの VMware 
Horizon の有効化と Horizon Control Plane サービス」を参照してください。[ライセンス] パネルには、

Horizon ポッドのサブスクリプション ライセンスに関する情報が表示されます。

手順

1 Horizon Console で、[設定] - [ 製品のライセンスと使用状況] の順に選択します。

現在のライセンス キーの最初と最後の 5 文字は、[ライセンス] パネルに表示されます。

2 ライセンス キーを編集するには、[ライセンスを編集] をクリックして、ライセンスのシリアル番号を入力し、

[OK] をクリックします。

更新されたライセンス情報が [ライセンスの設定] パネルに表示されます。

3 （オプション） Horizon ポッドをサブスクリプション ライセンスから期間限定ライセンスに変更するには、[期
間限定ライセンスを使用する] をクリックして [OK] をクリックします。

更新されたライセンス情報が [ライセンスの設定] パネルに表示されます。
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4 （オプション） Horizon ポッドを期間限定ライセンスからサブスクリプション ライセンスに変更するには、[サ
ブスクリプション ライセンスを使用する] をクリックして [OK] をクリックします。これで、VMware 
Horizon Cloud Service 管理者はサブスクリプション ライセンスで Horizon ポッドを有効にできます。

更新されたライセンス情報が [ライセンスの設定] パネルに表示されます。

5 ライセンスの有効期限の日付を確認します。

6 お持ちの製品のライセンスによって使用資格が付与されている VMware Horizon のエディションに基づいて、

コンポーネントのライセンスが有効化または無効化されていることを確認します。

ライセンス エディションによっては、VMware Horizon の一部の機能を使用できません。各エディションの機

能セットの比較については、https://www.vmware.com/products/horizon.html を参照してください。

7 ライセンスの使用状況モデルが製品ライセンスで使用しているモデルと一致することを確認します。

使用状況は、製品ライセンスのエディションおよび使用状況の取り決めによって、指定ユーザーまたは同時ユー

ザーの数でカウントされます。

無制限ライセンスの使用状況データのリセット

Horizon Console で、無制限ライセンスの使用状況データの履歴をリセットして、現在のデータからやり直すこと

もできます。

グローバル構成とポリシーを管理 権限を備えた管理者は、[最大数をリセット] 設定と [指定ユーザー数をリセット] 
設定を選択できます。これらの設定へのアクセスを制限するには、指定した管理者にのみこの権限を付与してくださ

い。

前提条件

製品ライセンスの使用状況について理解しておきます。期間限定ライセンスの使用状況の監視を参照してください。

手順

1 Horizon Console で、[設定] - [ 製品のライセンスと使用状況] の順に選択します。

2 （オプション） [用途] ペインで [最大数をリセット] を選択します。

履歴同時接続数の最高値が、現在の数値にリセットされます。

3 （オプション） [用途] ペインで [指定ユーザー数をリセット] を選択します。
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VMware Horizon でのイベントの監視

イベント データベースは、Connection Server ホストまたはグループ、Horizon Agent、Horizon Console で
発生したイベントの情報を格納し、ダッシュボードでイベントの数をユーザーに通知します。[イベント] ページでイ

ベントの詳細を調べることができます。

注：   イベントは、一定の時間、Horizon Console インターフェイスに一覧表示されます。この時間が経過すると、

イベントは履歴データベース テーブルにのみ表示されます。データベース テーブル内のイベントを調べるには、

Microsoft SQL Server、Oracle、または PostgreSQL データベース レポート ツールを使用できます。詳細につ

いては、イベント データベースのテーブルとスキーマを参照してください。

注：   イベント データベースが使用できない場合、VMware Horizon がイベントの監査証跡を維持し、データベー

スが使用可能になると、これらの監査証跡をイベント データベースに保存します。これらのイベントを Horizon 
Console インターフェイスに表示するには、イベント データベースと Connection Server を再起動する必要があ

ります。

Horizon Console でのイベントの監視に加えて、イベント データが分析ソフトウェアからアクセスできるように、

VMware Horizon イベントを Syslog 形式で生成できます。Horizon のインストールの「ファイルまたは 

Syslog サーバのイベント ログの構成」と「-I オプションを使用した Syslog 形式での Horizon イベント ログ メ
ッセージの生成」を参照してください。

複数の Connection Server にイベント データベースを設定すると、Horizon Console の [イベント] ページにす

べての Connection Server のイベントが表示されます。Horizon Console では、実行するタスクに基づいてイベ

ントがフィルタリングされます。これらのイベントは、[デスクトップ プール] や [アプリケーション プール] など、

関連するページに表示されます。

前提条件

イベント データベースを作成して設定します。Horizon のインストールドキュメントを参照してください。

手順

1 Horizon Console で、[監視] - [イベント] の順に選択します。

2 （オプション） [イベント] ページでは、イベントの時間範囲を選択して、イベントをフィルタリングし、一覧表

示されたイベントを 1 つ以上の列で並べ替えることができます。

次のステップ

特定のイベントを表示するには、Horizon Console でデスクトップまたはアプリケーション プール、仮想マシン、

ユーザーまたはグループに移動し、[イベント] タブをクリックします。

VMware Horizon イベント メッセージ

VMware Horizon では、システムの状態が変更されるか、システムに問題が発生した場合は、常にイベントが報告

されます。それらのイベント メッセージの情報を使用して、適切な処置を取ることができます。

次の表に、VMware Horizon が報告するイベントのタイプを示します。
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表 12-19. VMware Horizon が報告するイベントのタイプ

イベントのタイプ 説明

監査失敗または監査成功 管理者またはユーザーが VMware Horizon の動作または構成に対して行った変更の成否を報告します。

エラー 失敗した VMware Horizon の動作を報告します。

情報 VMware Horizon 内の正常な動作を報告します。

警告 時間の経過とともにより深刻な問題を引き起こす可能性がある、動作または設定の小さな問題を報告します。

監査失敗、エラー、または警告イベントに関連付けられたメッセージが表示された場合は、何らかの処置が必要にな

ることがあります。監査成功または情報イベントについては、処置は必要ありません。

VMware Horizon の診断情報の収集

VMware のテクニカル サポートが VMware Horizon の問題を診断して解決する際に役立つ診断情報を収集でき

ます。

VMware Horizon の各種コンポーネントから診断情報を収集できます。この情報の収集方法は、VMware 
Horizon のコンポーネントによって異なります。

n Horizon Agent 用のデータ収集ツール バンドルの作成

VMware のテクニカル サポートによる Horizon Agent のトラブルシューティングを支援するため、

vdmadmin コマンドを使用してデータ収集ツール (DCT) バンドルを作成することが必要になる場合がありま

す。vdmadmin を使用せずに、手動で DCT バンドルを取得することもできます。

n DCT を使用したリモート デスクトップ機能とコンポーネントのログの収集

Horizon Agent for Windows、Horizon Client for Windows、Horizon Client for Mac、または 

Horizon Client for Linux システムでは、データ収集ツール (DCT) バンドルを使用して、特定またはすべて

のリモート デスクトップ機能にログ レベルを設定し、ログ ファイルを生成できます。

n Windows ログ ファイルの Horizon Client

ログ ファイルは、インストール、表示プロトコル、機能コンポーネントの問題を解決する際に役立ちます。グ

ループ ポリシー設定を使用して、一部のログ ファイルの場所、詳細度、保持期間を構成できます。

n Horizon Client for Mac のログ ファイル

ログ ファイルは、インストール、表示プロトコル、機能コンポーネントの問題を解決する際に役立ちます。構

成ファイルを作成して、詳細度レベルを構成できます。

n Linux ログ ファイルの Horizon Client

ログ ファイルは、インストール、表示プロトコル、機能コンポーネントの問題を解決する際に役立ちます。構

成ファイルを作成して、詳細度レベルを構成できます。

n モバイル デバイス上の Horizon Client のログ ファイル

モバイル デバイスで、ログ ファイルがあるディレクトリに移動するために、サードパーティ製プログラムをイ

ンストールする必要がある場合があります。モバイル クライアントには、ログ バンドルを VMware に送信す

る設定があります。ログがパフォーマンスに影響することがあるため、ログの有効化は、問題をトラブルシュ

ーティングする必要がある場合のみ行います。
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n Windows マシンの Horizon Agent ログ ファイル

ログ ファイルは、インストール、表示プロトコル、機能コンポーネントの問題を解決する際に役立ちます。グ

ループ ポリシー設定を使用して、一部のログ ファイルの場所、詳細度、保持期間を構成できます。

n Linux デスクトップのログ ファイル

ログ ファイルは、インストール、表示プロトコル、機能コンポーネントの問題を解決する際に役立ちます。構

成ファイルを作成して、詳細度レベルを構成できます。

n Horizon Client for Windows の診断情報の保存

Horizon Client for Windows の使用中に問題が発生し、一般的なネットワーク トラブルシューティング テ
クニックでそれらを解決できない場合は、ログ ファイルのコピーと構成に関する情報を保存できます。

n Horizon 接続サーバの診断情報の収集

サポート ツールを使用して、Horizon 接続サーバのログ レベルを設定し、ログ ファイルを生成することがで

きます。

n コンソールからの Horizon Agent、Horizon Client、または Horizon Connection Server の診断情報の

収集

コンソールに直接アクセスできる場合、サポート スクリプトを使用して、Connection Server または 

Horizon Client のログ ファイル、あるいは Horizon Agent が動作しているリモート デスクトップのログ 

ファイルを生成できます。この情報は、これらのコンポーネントで発生した問題を VMware のテクニカル サ
ポートで診断する際に役立ちます。

Horizon Agent 用のデータ収集ツール バンドルの作成

VMware のテクニカル サポートによる Horizon Agent のトラブルシューティングを支援するため、vdmadmin 
コマンドを使用してデータ収集ツール (DCT) バンドルを作成することが必要になる場合があります。vdmadmin 
を使用せずに、手動で DCT バンドルを取得することもできます。

vdmadmin コマンドを Connection Server インスタンスで使用して、DCT バンドルをリモート デスクトップか

ら要求すると便利です。バンドルは Connection Server に返されます。

別の方法として、特定のリモート デスクトップにログインし、そのデスクトップ上に DCT バンドルを作成する 

support コマンドを実行することもできます。ユーザー アカウント制御 (UAC) をオンにした場合は、この方法で 

DCT バンドルを取得する必要があります。

手順

1 必要な権限を持つユーザーとしてログインします。

オプション アクション

Horizon Connection Server で 

vdmadmin を使用

Connection Server の標準インスタンスまたはレプリカ インスタンスに 管理者ロールを持

つユーザーとしてログインします。

リモート デスクトップ上 管理者権限を持つユーザーとしてリモート デスクトップにログインします。
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2 コマンド プロンプトを開き、DCT バンドルを生成するコマンドを実行します。

オプション アクション

Horizon Connection Server で 

vdmadmin を使用

出力バンドル ファイル、デスクトップ プール、マシンの名前を指定するには、vdmadmin コ

マンドで -outfile、-d、および -m オプションを使用します。

vdmadmin -A [-b authentication_arguments] -getDCT -outfile 
local_file -d desktop -m machine

リモート デスクトップ上 ディレクトリを c:\Program Files\VMware\VMware View\Agent\DCT に変更

して、次のコマンドを実行します。

support

 

結果

このコマンドを実行すると、指定した出力ファイルにバンドルが書き込まれます。

例： vdmadmin を使用した Horizon Agent のバンドル ファイルの作成

デスクトップ プール dtpool2 のマシン machine1 用の DCT バンドルを作成して、zip ファイル 

C:¥myfile.zip に書き込みます。

vdmadmin -A -d dtpool2 -m machine1 -getDCT -outfile C:\myfile.zip

次のステップ

既存のサポート要求がある場合は、この DCT バンドル ファイルを添付してサポート要求を更新できます。

DCT を使用したリモート デスクトップ機能とコンポーネントのログの収集

Horizon Agent for Windows、Horizon Client for Windows、Horizon Client for Mac、または Horizon 
Client for Linux システムでは、データ収集ツール (DCT) バンドルを使用して、特定またはすべてのリモート デス

クトップ機能にログ レベルを設定し、ログ ファイルを生成できます。

デフォルトのインストール パス

DCT スクリプトは、次のディレクトリにインストールされ、エージェントとクライアントのインストール パスから

実行されます。

n Horizon Agent for Windows：C:\Program Files\VMware\VMware 
View\Agent\DCT\support.bat

n Horizon Client for Windows：C:\Program Files (x86)\VMware\VMware Horizon View 
Client\DCT\support.bat

n Horizon Client for Mac：/Applications/VMware Horizon Client.app/Contents/
Library/dct/HorizonCollector.sh

n Horizon Client for Linux：/usr/bin/vmware-view-log-collector
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コマンド構文

プラットフォームに応じて次のコマンドを使用して、DCT スクリプトを実行します。

n Horizon Agent for Windows：support.bat

n Horizon Client for Windows：support.bat

n Horizon Client for Mac：HorizonCollector.sh

n Horizon Client for Linux：vmware-view-log-collector

サポートされている機能

次の表に示すリモート デスクトップ機能には、ログ レベル、ログ収集、ダンプ収集の設定を含む JSON 構成ファイ

ルがあります。

これらのサービスは Horizon Agent for Windows、Horizon Client for Windows、Horizon Client for 
Mac、Horizon Client for Linux システムで使用できますが、注に示す例外があります。

機能名を指定するコマンドライン オプションの場合は、「機能名」列にある名前を指定してください。

機能名 完全な機能名

AgentCore エージェント コア

注：   このサービスは、Horizon Agent for Windows でのみサポー

トされます。

Blast Blast

注：   このサービスは、Horizon Agent for Windows でのみサポー

トされます。

クライアント クライアント

注：   このサービスは、Horizon Agent for Windows で使用できま

せん。

CDR クライアント ドライブ リダイレクト

クリップボード クリップボード リダイレクト

DPISync DPI の同期

DnD ドラッグ アンド ドロップ

注：   このサービスは、Horizon Client for Linux で使用できません。

FA ファイル タイプの関連付け

注：   このサービスは、Horizon Client for Linux で使用できません。

TSMMR マルチメディア リダイレクト

注：   このサービスは、Horizon Client for Mac で使用できません。

PCoIP PCoIP
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機能名 完全な機能名

PerfTracker Performance Tracker

注：   このサービスは、Horizon Agent for Windows でのみ使用で

きます。

PrintRedir プリンタ リダイレクト

PublishedApp 公開アプリケーション

RTAV RTAV

ScannerRedirection スキャナ リダイレクト

注：   このサービスは、Horizon Client for Mac で使用できません。

SerialPortRedirection シリアル ポート リダイレクト

注：   このサービスは、Horizon Client for Mac で使用できません。

SmartCard スマート カード リダイレクト

URLRedirection URL コンテンツ リダイレクト

USB USB リダイレクト

VDPService VDPService

ウォーターマーク デジタル ウォーターマーク

コマンド ライン オプション

次の表に、コマンド ラインオプションとその使用方法を示します。
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オプション 用途 説明

-l -l DCT がサポートしているすべての機能とコンポーネントのログ 

レベルを一覧表示します。

たとえば、Horizon Client for Windows で support.bat 
-l コマンドを実行すると、DCT が制御するすべてのコンポーネ

ントとログ レベルのステータスが一覧表示されます。

- Agent Core          [INFO]
- PCoIP               [INFO]
- Virtual Channel     [INFO]
- VDP Service         [TRACE]
- Remote Features 
    - Client Drive Redirection  [TRACE]
    - Clipboard Redirection     
[DEBUG]        
    - Drag and Drop             [TRACE]
    - DPI Synchronization       [INFO]
    - File Type Association     [INFO]

-l feature1,feature2 ... 指定した機能のログ レベルを一覧表示します。

たとえば、Horizon Client for Windows で support.bat 
-l CDR,DnD コマンドを実行すると、クライアント ドライブ 

リダイレクト機能とドラッグ アンド ドロップ機能のログ レベ

ル ステータスが一覧表示されます。

 - Client Drive Redirection  
[TRACE]    
 - Drag and Drop             [TRACE]

-l -dumps 構成されたプロセスのダンプ設定をクエリします。

たとえば、Horizon Client for Windows で support.bat 
-l -dumps コマンドを実行すると、各プロセスの名前、ダン

プ タイプ、および最大ダンプ数が一覧表示されます。

Process Name                  Dump 
Type   Max Dump Count
=======================================
=================
vmware-view.exe               
Full        128
vmware-remotemks.exe          
Full        128
vmware-appstub.exe            
Full        128
horizon_client_service.exe    
Full        NO LIMIT 

注：   このコマンドは、Horizon Client for Windows でのみ

使用できます。

-l -dumps count 構成されたプロセスのダンプ数をクエリします。

注：   このコマンドは、Horizon Client for Windows でのみ

使用できます。
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オプション 用途 説明

-l -dumps type 構成されたプロセスのダンプ タイプをクエリします。

注：   このコマンドは、Horizon Client for Windows でのみ

使用できます。

-ld -ld feature1,feature2 ... 指定した機能のログ レベルの詳細を一覧表示します。

-x -x All:level DCT がサポートしているすべての機能のログ レベルを設定し

ます。有効なログ レベルは次のとおりです。

n 情報

n デバッグ

n トレース

n 詳細

-x feature1:level1,feature2:level2 ... 指定した機能またはコンポーネントのログ レベルを設定します。

たとえば、Horizon Client for Linux で vmware-view-
log-collector -x All:TRACE コマンドを実行すると、

すべてのコンポーネントのログ レベルが「トレース」に設定され

ます。Horizon Client for Linux で vmware-view-log-
collect -x DnD:INFO,CDR:TRACE コマンドを実行す

ると、ドラッグ アンド ドロップ機能のログ レベルを「情報」に

設定し、クライアント ドライブ リダイレクト機能のログ レベル

を「トレース」に設定します。

-r -r すべての機能のログ レベルをインストールのデフォルトにリセ

ットします。

-c -c All すべてのログを収集します。

-c feature1,feature2 ... 指定した機能またはコンポーネントのログを収集します。

-d -d directory1 指定したディレクトリに DCT 出力をリダイレクトします。

-f -f bundleName ログ バンドル ファイルのフル ネームを bundleName に指定

します。

-h -h コマンドライン オプションのヘルプ情報を表示し、DCT でサポ

ートされる機能とコンポーネントを一覧表示します。

-del -del -dumps All DCT がサポートしているすべての機能とコンポーネントのダン

プを削除します。

注：   このコマンドは、Horizon Client for Windows でのみ

使用できます。

-del -dumps feature1,feature2 ... 指定した機能のダンプを削除します。

たとえば、Horizon Client for Windows で support.bat 
-del -dumps Client,FA コマンドを実行すると、クライ

アントおよびファイル タイプの関連付け機能のダンプ ファイル

が削除されます。

注：   このコマンドは、Horizon Client for Windows でのみ

使用できます。
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リアルタイム ダンプ

Horizon Client for Windows と Horizon Agent for Windows の場合、一部の機能でリアルタイム ダンプがサ

ポートされています。この機能は、構成ファイルの設定に従ってターゲット プロセスをダンプし、ログ バンドルに

ダンプを収集します。リアルタイム ダンプを生成する必要があるかどうかは、機能の構成によって異なります。

たとえば、Horizon Client for Windows で support.bat -c コマンドを実行すると、「You can choose 
to generate diagnostic dumps of the VMware Horizon Client processes running 
on this machine, please note these files can be very large」というメッセージが表示さ

れます。Y を選択すると、Horizon Client for Windows に関連する既存のプロセスのダンプ ファイルが生成され

ます。

Windows ログ ファイルの Horizon Client

ログ ファイルは、インストール、表示プロトコル、機能コンポーネントの問題を解決する際に役立ちます。グループ 

ポリシー設定を使用して、一部のログ ファイルの場所、詳細度、保持期間を構成できます。

ログ ファイルの場所

次の表のファイル名では、YYYY は年、MM は月、DD は日、XXXXXX は番号を表します。

表 12-20. Windows ログ ファイルの Horizon Client

ログのタイプ ディレクトリ パス ファイル名

インストール手順 C:\Users\%username%
\AppData\Local\Temp

vminst.log_XXXXXX_XXXXXX.txt
vmmsi.log_XXXXXX_XXXXXX.txt

PCoIP クライアント

vmware-remotemks.exe 
プロセスから

C:\Users\%username%
\AppData\Local\Temp

pcoip_client_YYYY_MM_DD_XXXXXX.txt

注：   GPO を使用して、ログ レベルを 0 から 3（最

も詳細）で構成できます。View PCoIP クライアン

トのセッション変数 ADMX テンプレート ファイル 

pcoip.admx を使用します。この設定は、[PCoIP 

イベント ログの詳細度の設定] です。

Horizon Client UI

vmware-view.exe プロセ

スから

C:\Users\%username%
\AppData\Local\VMware\VDM\Logs

vmware-horizon-viewclient-YYYY-MM-
DD-XXXXXX.txt

注：   GPO を使用してログの場所を構成できます。

View Common 設定 ADMX テンプレート ファ

イル vdm_common.admx を使用します。

Horizon Client ログ

vmware-view.exe プロセ

スから

C:\Users\%username%
\AppData\Local\Temp\vmware-
username-XXXXXX

vmware-crtbora-XXXXXX.log

メッセージ フレームワーク C:\Users\%username%
\AppData\Local\VMware\VDM\Logs

log-YYYY-MM-DD-XXXXXX.txt
debug-YYYY-MM-DD-XXXXXX.txt

リモート MKS（マウス、キーボ

ード、画面）ログ

vmware-remotemks.exe 
プロセスから

C:\Users\%username%
\AppData\Local\Temp\vmware-username

ViewMP-Client-XXXXXX.log
vmware-mks-XXXXXX.log
vmware-rdeSvc-XXXXXX.log
vmware-vvaClient-XXXXXX.log
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表 12-20. Windows ログ ファイルの Horizon Client （続き）

ログのタイプ ディレクトリ パス ファイル名

Tsdr クライアント

vmware-remotemks.exe 
プロセスから

C:\Users\%username%
\AppData\Local\Temp\vmware-username

vmware-ViewTsdr-Client-XXXXXX.log

Tsmmr クライアント

vmware-remotemks.exe 
プロセスから

C:\Users\%username%
\AppData\Local\Temp\vmware-username

vmware-ViewTsmmr-Client-XXXXXX.log

VdpService クライアント

vmware-remotemks.exe 
プロセスから

C:\Users\%username%
\AppData\Local\Temp\vmware-username

vmware-vdpServiceClient-XXXXXX.log

WSNM サービス

wsnm.exe プロセスから

C:\ProgramData\VMware\VDM\logs debug-yyyy-mm-dd-XXXXXX.txt

注：   GPO を使用してログの場所を構成できます。

View Common 設定 ADMX テンプレート ファ

イル vdm_common.admx を使用します。

USB リダイレクト

vmware-remotemks.exe 
プロセスから

C:\ProgramData\VMware\VDM\logs debug-yyyy-mm-dd-XXXXXX.txt

注：   GPO を使用してログの場所を構成できます。

View Common 設定 ADMX テンプレート ファ

イル vdm_common.admx を使用します。

シリアル ポート リダイレクト

vmwsprrdpwks.exe プロセ

スから

C:\ProgramData\VMware\VDM\Logs Serial*.txt
Netlink*.txt

スキャナ リダイレクト

ftscanmgr.exe プロセスか

ら

C:\ProgramData\VMware\VDM\Logs Scanner*.txt
Netlink*.txt

ログ ファイルの設定

グループ ポリシー設定を使用して、次の構成を変更できます。

n PCoIP クライアント ログでは、ログ レベルを 0 から 3（最も詳細）で構成できます。View PCoIP クライア

ントのセッション変数 ADMX テンプレート ファイル pcoip.admx を使用します。この設定は、[PCoIP イ

ベント ログの詳細度の設定] です。

n クライアント ユーザー インターフェイス ログでは、ログの場所、詳細度、保持ポリシーを構成します。View 
Common 設定 ADMX テンプレート ファイル vdm_common.admx を使用します。

n USB リダイレクト ログでは、ログの場所、詳細度、保持ポリシーを構成します。View Common 設定 ADMX 
テンプレート ファイル vdm_common.admx を使用します。

n WSNM サービス ログでは、ログの場所、詳細度、保持ポリシーを構成します。View Common 設定 ADMX 
テンプレート ファイル vdm_common.admx を使用します。
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コマンドラインのコマンドを使用して、詳細レベルを設定することもできます。C:\Program Files 
(x86)\VMware\VMware Horizon View Client\DCT ディレクトリに移動して、次のコマンドを入力して

ください。

support.bat loglevels

新しいコマンド プロンプト ウィンドウが表示され、詳細レベルを選択するように求められます。

ログ バンドルの収集

クライアント ユーザー インターフェイスまたはコマンドラインのコマンドを使用し、ログを ZIP ファイルに収集し

て、VMware テクニカル サポートに送信できます。

n Horizon Client の [オプション] メニューから [サポート情報] を選択します。表示されたダイアログ ボックス

で、[サポート データの収集] をクリックします。

n コマンド ラインから C:\Program Files (x86)\VMware\VMware Horizon View Client\DCT 
ディレクトリに移動して、support.bat コマンドを入力してください。

Horizon Client for Mac のログ ファイル

ログ ファイルは、インストール、表示プロトコル、機能コンポーネントの問題を解決する際に役立ちます。構成ファ

イルを作成して、詳細度レベルを構成できます。

ログ ファイルの場所

表 12-21. Mac ログ ファイルの Horizon Client

ログのタイプ ディレクトリ パス ファイル名

Horizon Client UI ~/Library/Logs/VMware Horizon Client

PCoIP クライアント ~/Library/Logs/VMware Horizon Client

リアルタイム オーデ

ィオビデオ

~/Library/Logs/VMware vmware-RTAV-pid.log

USB リダイレクト ~/Library/Logs/VMware

VChan ~/Library/Logs/VMware Horizon Client

リモート MKS（マウ

ス、キーボード、画

面）ログ

~/Library/Logs/VMware

Crtbora ~/Library/Logs/VMware

ログ ファイルの設定

Horizon Client は、Mac クライアントの ~/Library/Logs/VMware Horizon Client ディレクトリにロ

グ ファイルを生成します。管理者は、Mac クライアントの /Library/Preferences/
com.vmware.horizon.plist ファイルにキーを設定すると、ログ ファイルの最大数とログ ファイルを保存す

る最大日数を設定できます。
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表 12-22. ログ ファイル収集の plist キー

キー 説明

MaxDebugLogs ログ ファイルの最大数。最大値は 100 です。

MaxDaysToKeepLogs ログ ファイルを保存する最大日数。この値に制限はありません。

これらの条件と一致しないファイルは、Horizon Client を起動するときに削除されます。

MaxDebugLogs キーまたは MaxDaysToKeepLogs キーが com.vmware.horizon.plist ファイルに設定

されていない場合、ログ ファイルのデフォルト数は 5 個で、ログ ファイルを保存するデフォルトの日数は 7 日間で

す。

Linux ログ ファイルの Horizon Client

ログ ファイルは、インストール、表示プロトコル、機能コンポーネントの問題を解決する際に役立ちます。構成ファ

イルを作成して、詳細度レベルを構成できます。

ログ ファイルの場所

表 12-23. Linux ログ ファイルの Horizon Client

ログのタイプ ディレクトリ パス ファイル名

インストール手順 /tmp/vmware-root/ .vmware-installer-pid.log
vmware-vmis-pid.log

Horizon Client のユー

ザー インターフェイス

/tmp/vmware-username/ vmware-horizon-client-pid.log

PCoIP クライアント /tmp/teradici-username/ pcoip_client_YYYY_MM_DD_XXXXXX.log

リアルタイム オーディオ

ビデオ

/tmp/vmware-username/ vmware-RTAV-pid.log

USB リダイレクト /tmp/vmware-root/ vmware-usbarb-pid.log
vmware-view-usbd-pid.log

VChan /tmp/vmware-username/ VChan-Client.log 

注：   このログは、

「export VMW_RDPVC_BRIDGE_LOG_ENABLED=1」を設定

して RDPVCBridge ログを有効にすると作成されます。

リモート MKS（マウス、

キーボード、画面）ログ

/tmp/vmware-username/ vmware-mks-pid.log
vmware-MKSVchanClient-pid.log
vmware-rdeSvc-pid.log

VdpService クライアン

ト

/tmp/vmware-username/ vmware-vdpServiceClient-pid.log

Tsdr クライアント /tmp/vmware-username/ vmware-ViewTsdr-Client-pid.log
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ログ ファイルの設定

構成プロパティ view.defaultLogLevel を使用して、クライアント ログ ファイルの詳細度レベルを 0（すべての

イベントを収集）から 6（致命的なイベントのみを収集）で設定できます。

USB 固有のログでは、次のコマンドラインのコマンドを使用できます。

vmware-usbarbitrator --verbose
vmware-view-usbd -o log:trace

ログ バンドルの収集

ログ コレクタは /usr/bin/vmware-view-log-collector にあります。ログ コレクタを使用するには実行

権限が必要です。権限を設定するには、Linux コマンド ラインから次のコマンドを入力します。

chmod +x /usr/bin/vmware-view-log-collector

ログ コレクタを実行するには、Linux コマンド ラインから次のコマンドを入力します。

/usr/bin/vmware-view-log-collector 

モバイル デバイス上の Horizon Client のログ ファイル

モバイル デバイスで、ログ ファイルがあるディレクトリに移動するために、サードパーティ製プログラムをインス

トールする必要がある場合があります。モバイル クライアントには、ログ バンドルを VMware に送信する設定が

あります。ログがパフォーマンスに影響することがあるため、ログの有効化は、問題をトラブルシューティングする

必要がある場合のみ行います。

iOS クライアントのログ ファイル

iOS クライアントの場合、User Programs/Horizon/ の tmp ディレクトリと Documents ディレクトリにロ

グ ファイルがあります。これらのディレクトリに移動するには、最初に iFunbox などのサードパーティ製アプリケ

ーションをインストールする必要があります。

Horizon Client 設定で [ログ記録] 設定をオンにすると、ログを有効にすることができます。この設定が有効になっ

ていると、クライアントが予期せずに終了したり、クライアントを終了してから再起動したりすると、ログ ファイル

は結合されて 1 つの GZ ファイルに圧縮されます。そのバンドルを VMware に電子メールで送信できます。デバ

イスが PC または Mac に接続されている場合は、iTunes を使用してログ ファイルを取得できます。

Android クライアントのログ ファイル

Android クライアントの場合、ログ ファイルは Android/data/com.vmware.view.client.android/
files/ ディレクトリにあります。このディレクトリに移動するには、最初に File Explorer や My Files などの

サードパーティ製アプリケーションをインストールする必要があります。

デフォルトでは、ログが作成されるのは、アプリケーションが予期せずに終了した後のみです。このデフォルトを変

更するには、Horizon Client 設定で [ログの有効化] 設定をオンにします。ログ バンドルを VMware に E メール

で送信するには、Horizon Client の設定で [ログの送信] 設定を使用します。
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Chrome クライアントのログ ファイル

Chrome クライアントでは、ログは JavaScript コンソールのみで使用可能です。

Windows マシンの Horizon Agent ログ ファイル

ログ ファイルは、インストール、表示プロトコル、機能コンポーネントの問題を解決する際に役立ちます。グループ 

ポリシー設定を使用して、一部のログ ファイルの場所、詳細度、保持期間を構成できます。

ログ ファイルの場所

次の表のファイル名では、YYYY は年、MM は月、DD は日、XXXXXX は番号を表します。

表 12-24. Horizon Client for Windows のログ ファイル

ログのタイプ ディレクトリ パス ファイル名

インストール手順 C:\Users\%username%\AppData\Local\Temp vminst.log_XXXXXX_XXXXXX.txt
vmmsi.log_XXXXXX_XXXXXX.txt

Horizon Agent <ドライブ文字>:\ProgramData\VMware\VDM\logs pcoip_agent_YYYY_MM_DD_XXXXXX.txt
pcoip_agent_YYYY_MM_DD_XXXXXX.txt
vmware-vdpServiceServer-XXXXXX.log
Serial*.txt
Scanner*.txt
Netlink*.txt
debug-yyyy-mm-dd-XXXXXX.txt

注：   GPO を使用してログ ファイルの場所を設定できま

す。View Common 設定 ADMX テンプレート ファ

イル vdm_common.admx を使用します。

ログ ファイルの設定

次の方法でログ オプションを設定します。

n グループ ポリシー設定を使用して、ログの場所、冗長性、および保持のポリシーを設定します。View Common 
設定 ADMX テンプレート ファイル vdm_common.admx を使用します。

n コマンド ライン コマンドを使用して冗長性のレベルを設定します。C:\Program 
Files\VMware\VMware View\Agent\DCT ディレクトリに移動して、support.bat loglevels を入

力します。新しいコマンド プロンプト ウィンドウが表示され、詳細レベルを選択するように求められます。

n vdmadmin コマンドと -A オプションを使用して、Horizon Agent によるログの記録を設定します。手順につ

いては、Horizon の管理ドキュメントを参照してください。

ログ バンドルの収集

コマンド ライン コマンドを使用してログを収集し、VMware のテクニカル サポートに送信できる ZIP ファイルに

できます。コマンド ラインで C:\Program Files\VMware\VMware View\Agent\DCT ディレクトリに移

動して、support.bat コマンドを入力します。
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Linux デスクトップのログ ファイル

ログ ファイルは、インストール、表示プロトコル、機能コンポーネントの問題を解決する際に役立ちます。構成ファ

イルを作成して、詳細度レベルを構成できます。

ログ ファイルの場所

表 12-25. Linux デスクトップのログ ファイル

ログのタイプ ディレクトリ パス

インストール手順 /tmp/vmware-root

Horizon Agent /var/log/vmware

Horizon Agent /usr/lib/vmware/viewagent/viewagent-debug.log

ログ ファイルの設定

ログを設定するには、/etc/vmware/config ファイルを編集します。

ログ バンドルの収集

マシンの構成情報を収集して圧縮した tar ボールに記録するデータ収集ツール (DCT) バンドルを作成できます。

Linux デスクトップでコマンド プロンプトを開いて、dct-debug.sh スクリプトを実行します。

sudo /usr/lib/vmware/viewagent/bin/dct-debug.sh

tar ボールは、スクリプトが実行されたディレクトリ（現在の作業ディレクトリ）に生成されます。ファイル名には

オペレーティング システム、タイムスタンプ、およびその他の情報が含まれます。例：ubuntu-12-vdm-
sdct-20150201-0606-agent.tgz

このコマンドは /tmp/vmware-root ディレクトリと /var/log/vmware ディレクトリからログ ファイルを

収集し、次のシステム ログと構成ファイルも収集します。

n /var/log/messages*

n /var/log/syslog*

n /var/log/boot*.log

n /proc/cpuinfo、/proc/meminfo、/proc/vmstat、/proc/loadavg

n /var/log/audit/auth.log*

n /etc/hosts

n /etc/resolv.conf

n /etc/nsswitch.conf

n /var/log/Xorg*

n /etc/X11/xorg.conf
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n /usr/lib/vmware/viewagent のコア ファイル

n /var/crash/_usr_lib_vmware_viewagent* のクラッシュ ファイル

Horizon Client for Windows の診断情報の保存

Horizon Client for Windows の使用中に問題が発生し、一般的なネットワーク トラブルシューティング テクニッ

クでそれらを解決できない場合は、ログ ファイルのコピーと構成に関する情報を保存できます。

診断情報を保存して VMware のテクニカル サポートに問い合わせる前に、Horizon Client for Windows の接続

の問題の解決を試みることができます。詳細については、Horizon での仮想デスクトップのセットアップドキュメン

トの「Horizon Client と Horizon Connection Server の接続の問題」を参照してください。

その他の Horizon Client プラットフォームのサポート データの収集方法については、そのプラットフォームのイン

ストールとセットアップ ガイドを参照してください。たとえば、Horizon Client for Mac の場合は、VMware 
Horizon Client for Mac のインストールとセットアップ ガイドを参照してください。

手順

1 Horizon Client で [サポート情報] をクリックするか、リモート デスクトップ メニューで [オプション] - [サポ

ート情報] の順に選択します。

2 [サポート情報] ウィンドウで、[サポートデータの収集] をクリックし、確認が求められたら、[はい] をクリック

します。

コマンド ウィンドウに、情報の収集の進捗が表示されます。このプロセスには数分かかることがあります。

3 コマンド ウィンドウで、Horizon Client の構成をテストする Horizon Connection Server インスタンスの 

URL を入力し、必要に応じて VMware Horizon プロセスの診断ダンプを生成するように選択して、プロンプ

トに応答します。

情報がクライアント マシンのデスクトップ上のフォルダ内の zip ファイルに書き込まれます。

4 VMware Web サイト上の Support（サポート） ページでサポート要求を提出し、出力 zip ファイルを添付

します。

Horizon 接続サーバの診断情報の収集

サポート ツールを使用して、Horizon 接続サーバのログ レベルを設定し、ログ ファイルを生成することができま

す。

サポート ツールは接続サーバのログ データを収集します。この情報は、接続サーバで発生した問題を VMware の
テクニカル サポートで診断する際に役立ちます。サポート ツールは、Horizon Client または Horizon Agent の
診断情報の収集には使用できません。その代わりに、サポート スクリプトを使用する必要があります。コンソールか

らの Horizon Agent、Horizon Client、または Horizon Connection Server の診断情報の収集を参照してくだ

さい。

前提条件

接続サーバの標準インスタンスまたはレプリカ インスタンスに 管理者ロールを持つユーザーとしてログインしま

す。
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手順

1 [スタート] - [すべてのプログラム] - [VMware] - [View 接続サーバ ログ レベルの設定] の順に選択します。

2 [選択] テキスト ボックスに数値を入力してログ レベルを設定し、Enter キーを押します。

オプション 説明

0 ログ レベルをデフォルト値にリセットします。

1 通常のログ レベルを選択します。

2 デバッグのログ レベルを選択します（デフォルト）。

3 完全なログを選択します。

 
選択した詳細レベルでのログ情報の記録が開始されます。

3 接続サーバの動作に関する十分な情報を収集したら、[スタート] - [すべてのプログラム] - [VMware] - [View 
接続サーバ ログ バンドルの生成] の順に選択します。

サポート ツールによって、接続サーバ インスタンスのデスクトップ上の vdm-sdct フォルダにログ ファイル

が書き込まれます。

4 VMware の Web サイト上の Support（サポート） ページでサポート要求を提出し、出力ファイルを添付し

ます。

コンソールからの Horizon Agent、Horizon Client、または Horizon 
Connection Server の診断情報の収集

コンソールに直接アクセスできる場合、サポート スクリプトを使用して、Connection Server または Horizon 
Client のログ ファイル、あるいは Horizon Agent が動作しているリモート デスクトップのログ ファイルを生成

できます。この情報は、これらのコンポーネントで発生した問題を VMware のテクニカル サポートで診断する際に

役立ちます。

前提条件

情報を収集するシステムにログインします。管理権限を持つユーザーとしてログインする必要があります。

n Horizon Agent の場合、Horizon Agent がインストールされている仮想マシンにログインします。

n Horizon Client の場合、Horizon Client がインストールされているシステムにログインします。

n Connection Server の場合、Connection Server ホストにログインします。

手順

1 コマンド プロンプト ウィンドウを開いて、診断情報を収集する VMware Horizon コンポーネントの該当する

ディレクトリに移動します。

オプション 説明

Horizon Agent C:¥Files¥View¥¥ ディレクトリに移動します。

Horizon Client C:¥Files¥View¥¥ ディレクトリに移動します。

Connection Server C:¥Files¥View¥¥ ディレクトリに移動します。
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デフォルト ディレクトリにソフトウェアをインストールしなかった場合は、該当するドライブ文字とパスで置き

換えてください。

2 サポート スクリプトを実行するコマンドを入力します。

.\support.bat [loglevels]

詳細ログを有効にする場合は、loglevels オプションを指定し、ログ レベルの数値の入力が求められたら入力

します。

オプション 説明

0 ログ レベルをデフォルト値にリセットします。

1 通常のログ レベルを選択します。

2 デバッグのログ レベルを選択します（デフォルト）。

3 完全なログを選択します。

4 PCoIP の情報ログを選択します（Horizon Agent および Horizon Client のみ）。

5 PCoIP のデバッグ ログを選択します（Horizon Agent および Horizon Client のみ）。

6 仮想チャネルの情報ログを選択します（Horizon Agent および Horizon Client のみ）。

7 仮想チャネルのデバッグ ログを選択します（Horizon Agent および Horizon Client の
み）。

8 仮想チャネルのトレース ログを選択します（Horizon Agent および Horizon Client の
み）。

 
スクリプトによって、デスクトップ上の vdm-sdct フォルダに、zip 形式ログ ファイルが書き込まれます。

3 VMware の Web サイト上の Support（サポート） ページでサポート要求を提出し、出力ファイルを添付し

ます。

Horizon Console でのログの収集

Horizon Console では、ログ収集タスクを生成して管理し、Connection Server、デスクトップ プール、ファー

ムのログ バンドルをダウンロードできます。

完全な管理者権限があれば、すべてのログ収集タスクを表示して管理できます。たとえば、ログ作成要求をキャンセ

ルしたり、完了した他のユーザーのログ収集タスクを削除できます。

完全な権限のない管理者は、自分が開始したタスクのみを表示、管理、キャンセルできます。

前提条件

ログを収集するには、ログ収集権限が必要です。Horizon Console で、[設定] - [管理者] - [ロールの権限] - [ロー

ルを追加] の順に移動します。操作ログの取集権限のあるカスタム ロールを作成して、このロールを管理者の権限に

追加します。

手順

1 Horizon Console で、[トラブルシューティング] - [ログの収集] の順に移動します。
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2 [収集] タブで、コンポーネントのタイプを選択して、[検索] をクリックします。

コンポーネントのタイプは次のとおりです。

n [Connection Server]：Connection Server を選択します。

n [エージェント]：現在のポッドからデスクトップ プールを選択します。

n [エージェント RDS]：現在のポッドからファームを選択します。

3 リストからコンポーネント選択し、[収集] をクリックします。

[ログ収集ステータス] ウィンドウに、選択したコンポーネントと各コンポーネントのログ収集タスクのステータ

スが表示されます。ステータスには、正常にキューされたログとエラーによる失敗が表示されます。最新のステ

ータスを確認するには、リストを更新します。

n Connection Server：Connection Server がエージェント ログ収集タスクの所有者の場合、その 

Connection Server のログ収集タスクが失敗し、「サーバがビジーです。後で再度実行してください」というエラ

ー メッセージが返されることがあります。

n エージェント：エージェントでログ収集タスクが完了すると、エージェント ログ バンドルが Connection 
Server のローカル ファイル システムにコピーされます。

注：   特定のコンポーネントのログがすでに要求されている場合、ログ作成要求の重複を防ぐため、そのコンポ

ーネントは無効になります。

4 [管理] タブの [ダウンロード] 列でリンクをクリックして、コンポーネントのログ バンドルをダウンロードしま

す。

ログ バンドルは、ユーザーのローカル ファイル システムにダウンロードされます。

5 完了したログ収集タスクのログ バンドルを削除するには、コンポーネントを選択して [削除] をクリックします。

ローカル ファイル システムのログ ストレージ ディレクトリに生成されたログ バンドルが削除されます。削除

操作を実行すると、ログ収集タスクが削除されます。また、Connection Server のローカル ファイル システ

ム上のログ ストレージ ディレクトリ（デフォルトは %PROGRAMDATA%/VMware/VDM/DCT）に保存されて

いる関連のログ バンドルも削除されます。

注：   この操作を行うには、完全な管理者権限が必要です。

6 自分で開始したログ作成タスクをキャンセルするには、コンポーネントを選択して [キャンセル] をクリックしま

す。次のタスクを開始する前に、エラー状態のタスクをキャンセルする必要があります。

キャンセル プロセスは、コンポーネントのタスクが実行中か、完了しているかによって異なります。
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コンポーネント 実行中のタスク プロセス 完了しているタスク プロセス

Connection Server 1 バックグラウンドで実行中のプロセス

が中止されます。

2 ログ ストレージの場所に生成された中

間ファイルが削除されます。

3 タスクが削除されます。

注：   バックグラウンドで実行中のプロセス

がエラーで停止すると、中止操作が失敗する

ことがあります。その場合、手動でのリカバ

リが必要になります。

1 ログ ストレージの場所に生成されたロ

グ バンドルが削除されます。

2 タスクが削除されます。

エージェント 1 Connection Server は、エージェント

でログ収集が完了するまで待機します。

2 エージェント ログ バンドルが 

Connection Server にコピーされま

す。

3 ログ バンドルが削除されます。

4 タスクが削除されます。

1 ログ ストレージの場所に保存されたロ

グ バンドルが削除されます。

2 タスクが削除されます。

Skyline Collector アプライアンスとの Horizon Connection 
Server の統合

VMware のテクニカル サポートが VMware Horizon で発生した問題の診断と解決に使用する Skyline 
Collector アプライアンスを Horizon Connection Server を統合できます。Skyline Collector アプライアンス

は、Connection Server のログを取得し、ログ収集に設定された VMware Horizon 管理者ユーザーに提供しま

す。

手順

1 Horizon Console で、操作ログの収集権限を持つログ コレクタ管理者というカスタム ロールを作成します。

Horizon Console でのカスタム ロールの追加を参照してください。

2 カスタム ロールの説明を追加します。

3 新しい管理者ユーザーを追加し、そのユーザーにインベントリ管理者（読み取り専用）ロールとログ コレクタ管

理者カスタム ロールを選択します。

結果

Skyline Collector アプライアンスは、この管理者ユーザーが VMware Horizon の問題を診断して解決できるよ

うに Connection Server のログを取得します。

サポート要求の更新

サポート Web サイトで、既存のサポート要求を更新できます。
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サポート要求を提出すると、VMware のテクニカル サポートから、support スクリプトまたは svi-support 
スクリプトの出力ファイルの提供を依頼する電子メールが送信される場合があります。スクリプトを実行すると、出

力ファイルの名前と場所が通知されます。この出力ファイルを添付して電子メール メッセージに返信してください。

添付ファイルとしては出力ファイルが大きすぎる（10 MB 以上）場合は、VMware のテクニカル サポートに連絡

し、サポート要求番号を伝え、FTP アップロードの方法を確認してください。または、サポート Web サイトで、

既存のサポート要求に出力ファイルを添付できます。

手順

1 VMware の Web サイトの [サポート] ページに移動して、ログインします。

2 [サポート要求履歴] をクリックして、該当するサポート要求番号を見つけます。

3 サポート要求を更新し、support スクリプトまたは svi-support スクリプトを実行して取得した出力を添

付します。

フィードバックを送信

Horizon Console は、機能に関するフィードバックを求めるポップアップを定期的に表示します。ポップアップで

フィードバックを提供することも、フィードバックを送信しないように Horizon Console を設定することもできま

す。Horizon チームは、提供されたフィードバックを使用して製品の改善に努めています。

手順

1 Horizon Console ヘッダーで、[フィードバックを送信] アイコンをクリックします。

DMZ 環境を使用し、オフラインになっているときに、[フィードバックを送信] アイコンをクリックすると、事

前入力された E メール ウィンドウが開きます。テンプレート メールを使用してフィードバックを送信できま

す。

2 表示されたダイアログボックスで [次へ] をクリックします。

フィードバックを送信しないことを選択したり、ダイアログ ボックスに表示される VMware プライバシー通知

を確認したりできます。フィードバックを送信しないことを選択した場合、フィードバックを求めるポップアッ

プは Horizon Console に表示されません。

3 [フィードバックを送信 ] ウィンドウのフィールドに入力し、[送信] をクリックします。

VMware Horizon Server の証明書失効チェックのトラブルシュー

ティング

サーバの TLS 証明書で証明書失効チェックを実行できない場合、安全な Horizon Client 接続に使用される 

Connection Server インスタンスが Horizon Console で赤色に表示されます。

問題

Horizon Console ダッシュボードでは、Connection Server のアイコンは赤色で表示されます。Connection 
Server の状態には、「サーバ証明書はチェックできません」というメッセージが表示されます。
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原因

組織がインターネット アクセスにプロキシ サーバを使用しているか、Connection Server インスタンスが、ファ

イアウォールなどの制御が原因で証明書失効チェックを提供するサーバにアクセスできない場合は、証明書失効チェ

ックに失敗することがあります。

Connection Server インスタンスは、自身の証明書について証明書失効チェックを実行します。デフォルトでは、

VMware Horizon Connection Server サービスは LocalSystem アカウントで開始されます。サービスが 

LocalSystem で実行されると、Connection Server インスタンスは、Internet Explorer で構成されているプ

ロキシ設定を使用して CRL DP URL にアクセスしたり、OCSP レスポンダを使用して証明書の失効ステータスを

判断することはできません。

Microsoft Netshell コマンドを使用してプロキシ設定を Connection Server インスタンスにインポートする

と、サーバはインターネット上の証明書失効チェック サイトにアクセスできるようになります。

解決方法

1 Connection Server コンピュータで、[管理者として実行] 設定を使用してコマンドライン ウィンドウを開き

ます。

たとえば、[スタート] をクリックし、「cmd」と入力し、cmd.exe アイコンを右クリックして、[管理者として

実行] を選択します。

2 「netsh」と入力し、Enter キーを押します。

3 「winhttp」と入力し、Enter キーを押します。

4 「show proxy」と入力し、Enter キーを押します。

Netshell により、プロキシが直接接続に設定されたことが示されます。この設定では、組織でプロキシが使

用されている場合は、Connection Server コンピュータはインターネットに接続できません。

5 プロキシ設定を構成します。

たとえば、netsh winhttp> プロンプトで import proxy source=ie と入力します。

プロキシ設定が Connection Server コンピュータにインポートされます。

6 「show proxy」と入力して、プロキシ設定を確認します。

7 VMware Horizon Connection Server サービスを再起動します。

8 Horizon Console ダッシュボードで、Connection Server アイコンが緑色になっていることを確認します。

スマート カードでの証明書失効チェックのトラブルシューティング

スマート カードが接続されている Connection Server インスタンスは、スマート カード証明書失効チェックを設

定しない限り、サーバの TLS 証明書で証明書失効チェックを実行できません。
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問題

組織がインターネット アクセスにプロキシ サーバを使用しているか、Connection Server インスタンスが、ファ

イアウォールなどの制御が原因で証明書失効チェックを提供するサーバにアクセスできない場合は、証明書失効チェ

ックに失敗することがあります。

重要：   CRL ファイルが最新であることを確認します。

原因

VMware Horizon は、証明書失効リスト (CRL) およびオンライン証明書状態プロトコル (OCSP) による証明書失

効チェックをサポートします。CRL は、証明書を発行した認証局 (CA) によって公開される、失効した証明書のリス

トです。OCSP は、X.509 証明書の失効ステータスを取得するために使用される証明書検証プロトコルです。認証

局 (CA) は、Connection Server ホストからアクセスできる必要があります。この問題は、スマート カード証明書

の失効チェックを構成した場合に限って発生します。スマート カードでの証明書失効チェックの使用を参照してく

ださい。

解決方法

1 VMware Horizon Server のパスを使用して認証局 (CA) の Website から最新の CRL をダウンロードする

ための自分用の手順を（手動で）作成します。

2 Connection Server ホスト上で、TLS/SSL ゲートウェイ構成フォルダ内の locked.properties ファイ

ルを作成または編集します。

例：install_directory\VMware\VMware 
View\Server\SSLgateway\conf\locked.properties

3 locked.properties ファイルの enableRevocationChecking および crlLocation プロパティ

を CRL が保存されているローカル パスに追加します。

4 Connection Server サービスを再起動して、変更を有効にします。

トラブルシューティングの追加情報

トラブルシューティングの追加情報は、VMware ナレッジベースの記事に掲載されています。

VMware ナレッジベース（KB）は、VMware 製品の新しいトラブルシューティング情報が追加されて継続的に更

新されています。

トラブルシューティングの詳細については、VMware KB の Web サイトで利用可能な KB の記事を参照してくだ

さい。

http://kb.vmware.com/selfservice/microsites/microsite.do
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vdmadmin コマンドの使用 13
vdmadmin コマンド ライン インターフェイスを使用して、Connection Server インスタンスに対するさまざまな

管理タスクを実行できます。

vdmadmin を使用すると、ユーザー インターフェイス内からは実行できない管理タスクや、スクリプトから自動的

に実行する必要がある管理タスクを実行できます。

n vdmadmin コマンドの使用方法

vdmadmin コマンドの構文によって、コマンドの動作が制御されます。

n -A オプションを使用した Horizon Agent のログの構成

vdmadmin コマンドと -A オプションを使用して、Horizon Agent によるログの記録を構成できます。

n -A オプションを使用した IP アドレスの上書き

vdmadmin コマンドと -A オプションを使用して、Horizon Agent によって報告される IP アドレスを上書

きできます。

n -F オプションを使用した外部セキュリティ プリンシパルの更新

vdmadmin コマンドと -F オプションを使用して、デスクトップの使用が許可されている Active Directory 

内の Windows ユーザーの外部セキュリティ プリンシパル（FSP）を更新できます。

n -H オプションを使用した健全性モニターの一覧表示および詳細表示

vdmadmin コマンドと -H オプションを使用して、既存の健全性モニターを一覧表示し、VMware Horizon 

コンポーネントのインスタンスを監視し、特定の健全性モニターまたはモニター インスタンスの詳細を表示す

ることができます。

n ‑I オプションを使用した VMware Horizon の動作レポートの一覧表示および結果表示

vdmadmin コマンドと -I オプションを使用して、VMware Horizon の動作について利用可能なレポートを

一覧表示し、いずれかのレポートの実行結果を表示することができます。

n ‑I オプションを使用した Syslog 形式での VMware Horizon イベント ログ メッセージの生成

vdmadmin コマンドと -I オプションを使用して、VMware Horizon イベント メッセージを Syslog 形式

でイベント ログ ファイルに記録できます。サードパーティ製分析製品の多くでは、分析操作のために入力とし

てフラット ファイル Syslog データが必要です。

n -L オプションを使用した専用マシンの割り当て

vdmadmin コマンドと -L オプションを使用して、専用プールのマシンをユーザーに割り当てることができま

す。
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n -M オプションを使用したマシンに関する情報の表示

vdmadmin コマンドと -M オプションを使用して、仮想マシンまたは物理コンピュータの構成に関する情報を

表示できます。

n -M オプションを使用した仮想マシン上のディスク容量の再利用

vdmadmin コマンドと -M オプションを使用すると、インスタント クローン仮想マシンをディスク容量再利用

の対象として指定することができます。VMware Horizon は、インスタント クローン OS ディスク上の未使

用容量が Horizon Console で指定した最小しきい値に達するのを待たずに、ESXi ホストにその OS ディス

ク上のディスク容量を再利用するように指示します。

n -N オプションを使用したドメイン フィルタの構成

vdmadmin コマンドと -N オプションを使用して、VMware Horizon によって、エンド ユーザーからアクセ

ス可能にするドメインを制御できます。

n ドメイン フィルタの構成

ドメイン フィルタを構成して、Connection Server インスタンスまたはセキュリティ サーバによって、エン

ド ユーザーからアクセス可能にするドメインを制限することができます。

n -O および -P オプションを使用して資格を持たないユーザーのマシンとポリシーを表示する

vdmadmin コマンドと -O および -P オプションを使用して、システムを使用する資格を失ったユーザーに割

り当てられている仮想マシンとポリシーを表示できます。

n -Q オプションを使用したキオスク モードのクライアントの構成

vdmadmin コマンドと -Q オプションを使用すると、キオスク モードのクライアントのデフォルト値を設定し

てアカウントを作成し、これらのクライアントの認証を可能にし、それらの構成に関する情報を表示すること

ができます。

n -R オプションを使用したマシンの最初のユーザーの表示

vdmadmin コマンドと -R オプションを使用して、管理対象仮想マシンの初期の割り当てを確認できます。た

とえば、LDAP データが失われた場合、仮想マシンを再度ユーザーに割り当てるためにこの情報が必要になる

ことがあります。

n -S オプションを使用した Connection Server インスタンスのエントリの削除

vdmadmin コマンドと -S オプションを使用して、Connection Server インスタンスのエントリを 

VMware Horizon の構成から削除できます。

n -T オプションの使用による管理者の 2 番目の認証情報の提供

vdmadmin コマンドを使用するときに -T オプションを指定すると、Active Directory の 2 番目の認証情報

を管理者ユーザーに提供できます。

n -U オプションを使用したユーザーに関する情報の表示

vdmadmin コマンドと -U オプションを使用して、ユーザーに関する詳細情報を表示できます。

n -V オプションを使用した仮想マシンのロック解除またはロック

vdmadmin コマンドと -V オプションを使用して、データセンター内の仮想マシンをロック解除またはロック

できます。
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n -X オプションを使用して LDAP エントリおよびスキーマの競合を検出して解決する

vdmadmin コマンドの -X オプションを使用すると、グループ内の複製 Connection Server インスタンスで

発生している LDAP エントリ競合および LDAP スキーマ競合を検出して解決することができます。また、ク

ラウド ポッド アーキテクチャ 環境内の LDAP スキーマ競合の検出と解決を行うこともできます。

vdmadmin コマンドの使用方法

vdmadmin コマンドの構文によって、コマンドの動作が制御されます。

Windows コマンド プロンプトで、次の形式の vdmadmin コマンドを使用します。

vdmadmin command_option [additional_option argument] ...

使用できる追加のオプションは、コマンド オプションによって異なります。

デフォルトの場合、vdmadmin コマンドの実行可能ファイルのパスは C:\Program Files\VMware\VMware 
View\Server\tools\bin です。コマンド ラインにパスを入力するのを避けるには、PATH 環境変数にパスを

追加します。

n vdmadmin コマンドでの認証

指定した操作を正常に実行するためには、vdmadmin コマンドを Administrators（管理者） ロールのユー

ザーとして実行する必要があります。

n vdmadmin コマンドの出力形式

一部の vdmadmin コマンド オプションでは、出力情報の形式を指定できます。

n vdmadmin コマンド オプション

vdmadmin コマンドで実行する操作を指定するには、コマンド オプションを使用します。

vdmadmin コマンドでの認証

指定した操作を正常に実行するためには、vdmadmin コマンドを Administrators（管理者） ロールのユーザーと

して実行する必要があります。

Horizon Console を使用して管理者ロールをユーザーに割り当てることができます。「8 章 ロールベースの委任管

理の構成」を参照してください。
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十分な権限を持たないユーザーとしてログインしている場合に、-b オプションを使用して、Administrators（管理

者） ロールが割り当てられているユーザーとしてコマンドを実行できます。ただし、そのユーザーのパスワードを知

っている必要があります。-b オプションを指定すると、特定のドメインで特定のユーザーとして vdmadmin コマン

ドを実行できます。次に示す -b オプションの使用形式は同等です。

        -b username domain [password | *]

        -b username@domain [password | *]

        -b domain\username [password | *]

パスワードの代わりにアスタリスク (*) を指定した場合は、パスワードを入力するように求められます。vdmadmin 
コマンドは、機密パスワードがコマンド行のコマンド履歴に残らないようにします。

-b オプションは、-R および -T オプションを除くすべてのコマンド オプションとともに使用できます。

vdmadmin コマンドの出力形式

一部の vdmadmin コマンド オプションでは、出力情報の形式を指定できます。

次の表に、出力テキストの形式を指定できる vdmadmin コマンド オプションを示します。

表 13-1. 出力形式を選択するためのオプション

オプション 説明

-csv 出力の形式をカンマ区切り値として指定します。

-n ASCII（UTF-8）文字を使用して出力を表示します。これは、カンマ区

切り値およびテキスト形式出力のデフォルトの文字セットです。

-w Unicode（UTF-16）文字を使用して出力を表示します。これは、XML 
出力のデフォルトの文字セットです。

-xml 出力形式を XML として指定します。

vdmadmin コマンド オプション

vdmadmin コマンドで実行する操作を指定するには、コマンド オプションを使用します。

次の表に、VMware Horizon の処理を制御および確認するために vdmadmin コマンドで使用できるコマンド オプ

ションを示します。
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表 13-2. vdmadmin コマンド オプション

オプション 説明

-A Horizon Agent がログ ファイルに記録する情報を管理します。-A オプションを使用した Horizon Agent のログの構成を

参照してください。

Horizon Agent によりレポートされる IP アドレスを上書きします。-A オプションを使用した IP アドレスの上書きを参照し

てください。

-F Active Directory 内のすべてのユーザーまたは指定されたユーザーの外部セキュリティ プリンシパル（FSP）を更新します。-
F オプションを使用した外部セキュリティ プリンシパルの更新を参照してください。

-H VMware Horizon サービスの健全性についての情報を表示します。-H オプションを使用した健全性モニターの一覧表示およ

び詳細表示を参照してください。

-I VMware Horizon の動作に関するレポートを生成します。‑I オプションを使用した VMware Horizon の動作レポートの一

覧表示および結果表示を参照してください。

-L ユーザーに専用デスクトップを割り当てます。または割り当てを削除します。-L オプションを使用した専用マシンの割り当てを

参照してください。

-M 仮想マシンまたは物理コンピュータの情報を表示します。-M オプションを使用したマシンに関する情報の表示を参照してくだ

さい。

-N Connection Server インスタンスまたはグループで Horizon Client に提供されるドメインを構成します。-N オプションを

使用したドメイン フィルタの構成を参照してください。

-O ユーザーに割り当てられたリモート デスクトップのうち、ユーザーが資格を失っているデスクトップを表示します。-O および 

-P オプションを使用して資格を持たないユーザーのマシンとポリシーを表示するを参照してください。

-P 資格のないユーザーのリモート デスクトップに関連付けられているユーザー ポリシーを表示します。-O および -P オプション

を使用して資格を持たないユーザーのマシンとポリシーを表示するを参照してください。

-Q キオスク モードのクライアント デバイスの Active Directory アカウントおよび VMware Horizon 構成を設定します。-Q 
オプションを使用したキオスク モードのクライアントの構成を参照してください。

-R リモート デスクトップに最初にアクセスしたユーザーを報告します。-R オプションを使用したマシンの最初のユーザーの表示

を参照してください。

-S Connection Server インスタンスの構成エントリを VMware Horizon の構成から削除します。-S オプションを使用した 

Connection Server インスタンスのエントリの削除を参照してください。

-T Active Directory の 2 番目の認証情報を管理者ユーザーに提供します。-T オプションの使用による管理者の 2 番目の認証情

報の提供を参照してください。

-U ユーザーに関する情報（リモート デスクトップに対する資格や管理者のロールなど）を表示します。-U オプションを使用したユ

ーザーに関する情報の表示を参照してください。

-V 仮想マシンをロック解除またはロックします。-V オプションを使用した仮想マシンのロック解除またはロックを参照してくだ

さい。

-X 複製された Connection Server インスタンス上で重複する LDAP エントリを検出して解決します。-X オプションを使用し

て LDAP エントリおよびスキーマの競合を検出して解決するを参照してください。

-A オプションを使用した Horizon Agent のログの構成

vdmadmin コマンドと -A オプションを使用して、Horizon Agent によるログの記録を構成できます。
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構文

          vdmadmin
          -A [-b authentication_arguments] -getDCT-outfile local_file-d desktop -m machine

          vdmadmin
          -A [-b authentication_arguments] -getlogfilelogfile-outfile local_file-d 
desktop-mmachine

          vdmadmin
          -A [-b authentication_arguments] -getloglevel [-xml] -d desktop [-m machine]

          vdmadmin
          -A [-b authentication_arguments] -getstatus [-xml] -d desktop [-m machine]

          vdmadmin
          -A [-b authentication_arguments] -getversion [-xml] -d desktop [-mmachine]

          vdmadmin
          -A [-b authentication_arguments] -list [-xml] [-w | -n] -d desktop-m machine

          vdmadmin
          -A [-b authentication_arguments] -setloglevel level -ddesktop [-mmachine]

使用上の注意

VMware のテクニカル サポートによる Horizon Agent のトラブルシューティングを支援するため、データ収集ツ

ール (DCT) バンドルを作成することができます。さらに、ログ レベルを変更し、Horizon Agent のバージョンお

よびステータスを表示して、各ログ ファイルをローカル ディスクに保存することもできます。

オプション

次の表に、Horizon Agent でのログを構成するためのオプションを示します。

表 13-3. Horizon Agent でのログ構成オプション

オプション 説明

-d desktop デスクトップ プールを指定します。

-getDCT データ収集ツール（DCT）バンドルを作成して、ローカル ファイルに

保存します。

-getlogfile logfile コピーを保存するログ ファイルの名前を指定します。
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表 13-3. Horizon Agent でのログ構成オプション （続き）

オプション 説明

-getloglevel Horizon Agent の現在のログ レベルを表示します。

-getstatus Horizon Agent ステータスを表示します。

-getversion Horizon Agent のバージョンを表示します。

-list Horizon Agent のログ ファイルを表示します。

-m machine デスクトップ プール内のマシンを指定します。

-outfile local_file DCT バンドルまたはログ ファイルのコピーを保存するローカル ファ

イルの名前を指定します。

-setloglevel level Horizon Agent のログ レベルを設定します。

デバッグ

エラー、警告、およびデバッグ イベントをログに記録します。

正常

エラーおよび警告イベントをログに記録します。

トレース

エラー、警告、情報、およびデバッグ イベントをログに記録しま

す。

例

デスクトップ プール dtpool2 に属するマシン machine1 の Horizon Agent のログ レベルを表示します。

vdmadmin -A -d dtpool2 -m machine1 -getloglevel

デスクトップ プール dtpool2 に属するマシン machine1 の Horizon Agent のログ レベルを debug に設定し

ます。

vdmadmin -A -d dtpool2 -m machine1 -setloglevel debug

デスクトップ プール dtpool2 に属するマシン machine1 の Horizon Agent ログ ファイルのリストを表示しま

す。

vdmadmin -A -d dtpool2 -m machine1 -list

デスクトップ プール dtpool2 に属するマシン machine1 の Horizon Agent ログ ファイル 

log-2009-01-02.txt のコピーを、C:¥mycopiedlog.txt として保存します。

vdmadmin -A -d dtpool2 -m machine1 -getlogfile log-2009-01-02.txt -outfile C:\mycopiedlog.txt

デスクトップ プール dtpool2 に属するマシン machine1 の Horizon Agent のバージョンを表示します。

vdmadmin -A -d dtpool2 -m machine1 -getversion
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デスクトップ プール dtpool2 に属するマシン machine1 の Horizon Agent のステータスを表示します。

vdmadmin -A -d dtpool2 -m machine1 -getstatus

デスクトップ プール dtpool2 のマシン machine1 用の DCT バンドルを作成して、zip ファイル 

C:¥myfile.zip に書き込みます。

vdmadmin -A -d dtpool2 -m machine1 -getDCT -outfile C:\myfile.zip

-A オプションを使用した IP アドレスの上書き

vdmadmin コマンドと -A オプションを使用して、Horizon Agent によって報告される IP アドレスを上書きでき

ます。

構文

        vdmadmin
        -A [-bauthentication_arguments] -override-iip_or_dns-ddesktop-mmachine

        vdmadmin
        -A [-bauthentication_arguments] -override-list-ddesktop-mmachine

        vdmadmin
        -A [-bauthentication_arguments] -override-r-ddesktop [-mmachine]

使用上の注意

Horizon Agent は、自身が実行されているマシンの検出済み IP アドレスを、接続サーバ インスタンスに報告しま

す。Horizon Agent によって報告された値を接続サーバ インスタンスが信頼することができない安全な構成では、

Horizon Agent によって提供された値を上書きして、管理対象マシンで使用する IP アドレスを指定することがで

きます。Horizon Agent によって報告されたマシンのアドレスが、定義されたアドレスと一致しない場合は、

Horizon Client を使用してそのマシンにアクセスできません。

オプション

次の表に、IP アドレスを上書きするためのオプションを示します。

表 13-4. IP アドレスの上書きのためのオプション

オプション 説明

-d desktop デスクトップ プールを指定します。

-i ip_or_dns IP アドレスまたは DNS で解決できるドメイン名を指定します。

-m machine デスクトップ プールのマシンの名前を指定します。
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表 13-4. IP アドレスの上書きのためのオプション （続き）

オプション 説明

-override IP アドレスの上書きの操作を指定します。

-r 上書きされた IP アドレスを削除します。

例

デスクトップ プール dtpool2 のマシン machine2 の IP アドレスをオーバーライドします。

vdmadmin -A -override -i 10.20.54.165 -d dtpool2 -m machine2

デスクトップ プール dtpool2 のマシン machine2 に定義されている IP アドレスを表示します。

vdmadmin -A -override -list -d dtpool2 -m machine2

デスクトップ プール dtpool2 のマシン machine2 に定義されている IP アドレスを削除します。

vdmadmin -A -override -r -d dtpool2 -m machine2

デスクトップ プール dtpool3 のデスクトップに定義されている IP アドレスを削除します。

vdmadmin -A -override -r -d dtpool3

-F オプションを使用した外部セキュリティ プリンシパルの更新

vdmadmin コマンドと -F オプションを使用して、デスクトップの使用が許可されている Active Directory 内の 

Windows ユーザーの外部セキュリティ プリンシパル（FSP）を更新できます。

構文

        vdmadmin
        -F [-bauthentication_arguments] [-udomain\user]

使用上の注意

ローカル ドメイン以外のドメインを信頼する場合は、外部ドメインのセキュリティ プリンシパルがローカル ドメイ

ンのリソースにアクセスするのを許可します。Active Directory では、信頼された外部ドメインのセキュリティ プ
リンシパルを表すために FSP を使用します。信頼された外部ドメインのリストを変更する場合は、ユーザーの FSP 
を更新できます。

オプション

-u オプションは、FSP を更新するユーザーの名前およびドメインを指定します。このオプションを指定しない場合、

コマンドは Active Directory 内のすべてのユーザーの FSP を更新します。
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例

EXTERNAL ドメインのユーザー Jim の FSP を更新します。

vdmadmin -F -u EXTERNAL\Jim

Active Directory 内の全ユーザーの FSP を更新します。

vdmadmin -F

-H オプションを使用した健全性モニターの一覧表示および詳細表示

vdmadmin コマンドと -H オプションを使用して、既存の健全性モニターを一覧表示し、VMware Horizon コン

ポーネントのインスタンスを監視し、特定の健全性モニターまたはモニター インスタンスの詳細を表示することがで

きます。

構文

vdmadmin -H [-bauthentication_arguments] -list -xml [-w | -n]

vdmadmin -H [-bauthentication_arguments] -list -monitorid monitor_id -xml [-w | -n]

vdmadmin -H [-bauthentication_arguments] -monitorid monitor_id -instanceid instance_id -xml [-w | 
-n]

使用上の注意

次の表に、VMware Horizon のコンポーネントの健全性を監視するために使用される健全性モニターを示します。

表 13-5. 健全性モニター

モニター 説明

CBMonitor Connection Server インスタンスの健全性を監視します。

DBMonitor イベント データベースの健全性を監視します。

DomainMonitor Connection Server ホストのローカル ドメインおよび信頼されるすべてのドメインの健全性を監視します。

SGMonitor セキュリティ ゲートウェイ サービスおよびセキュリティ サーバの健全性を監視します。

VCMonitor vCenter サーバの健全性を監視します。

コンポーネントに複数のインスタンスがある場合、コンポーネントの各インスタンスを監視するための別個のモニタ

ー インスタンスが VMware Horizon によって作成されます。

このコマンドを実行すると、健全性モニターおよびモニター インスタンスに関するすべての情報が XML 形式で出力

されます。

Horizon の管理

VMware, Inc. 213



オプション

次の表に健全性モニターを一覧表示し、詳細を表示するためのオプションを示します。

表 13-6. 健全性モニターの一覧表示と詳細表示のためのオプション

オプション 説明

-instanceid instance_id 健全性モニター インスタンスを指定します。

-list 健全性モニター ID を指定しない場合は、既存の健全性モニターが表示

されます。

-list -monitorid monitor_id 指定した健全性モニター ID のモニター インスタンスを表示します。

-monitorid monitor_id 健全性モニター ID を指定します。

例

既存のすべての健全性モニターを、Unicode 文字を使用した XML で一覧表示します。

vdmadmin -H -list -xml

vCenter モニター（VCMonitor）のすべてのインスタンスを、ASCII 文字を使用した XML で一覧表示します。

vdmadmin -H -list -monitorid VCMonitor -xml -n

指定した vCenter モニター インスタンスの健全性を表示します。

vdmadmin -H -monitorid VCMonitor -instanceid 4aec2c99-4879-96b2-de408064d035 -xml

‑I オプションを使用した VMware Horizon の動作レポートの一覧表

示および結果表示

vdmadmin コマンドと -I オプションを使用して、VMware Horizon の動作について利用可能なレポートを一覧

表示し、いずれかのレポートの実行結果を表示することができます。

構文

vdmadmin -I [-bauthentication_arguments] -list [-xml] [-w | -n]

vdmadmin -I [-b authentication_arguments] -report report -view view [-startdate yyyy-MM-dd-
HH:mm:ss][-enddate yyyy-MM-dd-HH:mm:ss] [-w | -n] -xml | -csv

使用上の注意

このコマンドを使用して、利用可能なレポートおよびビューを表示し、指定したレポートおよびビューに VMware 
Horizon によって記録された情報を表示できます。
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vdmadmin コマンドと -I オプションを使用して、syslog 形式の VMware Horizon ログ メッセージを生成す

ることもできます。‑I オプションを使用した Syslog 形式での VMware Horizon イベント ログ メッセージの生

成を参照してください。

オプション

次の表に、レポートおよびビューを一覧表示し、結果を表示するために指定できるオプションを示します。

表 13-7. レポートおよびビューの一覧表示と結果表示のためのオプション

オプション 説明

-enddate yyyy-MM-dd-HH:mm:ss 表示する情報の日付の上限を指定します。

-list 利用可能なレポートおよびビューを一覧表示します。

-report report レポートを指定します。

-startdate yyyy-MM-dd-HH:mm:ss 表示する情報の日付の下限を指定します。

-view view ビューを指定します。

例

利用可能なレポートおよびビューを、Unicode 文字を使用した XML で一覧表示します。

vdmadmin -I -list -xml -w

2010 年 8 月 1 日以降に発生したユーザー イベントのリストを、ASCII 文字を使用したカンマ区切り値として表示

します。

vdmadmin -I -report events -view user_events -startdate 2010-08-01-00:00:00 -csv -n

‑I オプションを使用した Syslog 形式での VMware Horizon イベン

ト ログ メッセージの生成

vdmadmin コマンドと -I オプションを使用して、VMware Horizon イベント メッセージを Syslog 形式でイ

ベント ログ ファイルに記録できます。サードパーティ製分析製品の多くでは、分析操作のために入力としてフラッ

ト ファイル Syslog データが必要です。

Horizon の管理

VMware, Inc. 215



構文

vdmadmin -I -eventSyslog -disable

vdmadmin -I -eventSyslog -enable -localOnly

vdmadmin -I -eventSyslog -enable -path path

vdmadmin -I -eventSyslog -enable -path path 
 -user DomainName\username -password password  

使用上の注意

このコマンドを使用して、VMware Horizon イベント ログ メッセージを Syslog 形式で生成できます。Syslog 
ファイルで、VMware Horizon イベント ログ メッセージはキーと値のペアでフォーマットされるため、ログ デー

タに分析ソフトウェアからアクセスできます。

vdmadmin コマンドと -I オプションを使用して、使用可能なレポートおよびビューを一覧にして、指定したレポー

トの内容を表示することもできます。‑I オプションを使用した VMware Horizon の動作レポートの一覧表示およ

び結果表示を参照してください。

オプション

eventSyslog オプションは無効または有効にできます。Syslog 出力はローカル システムのみまたは別の場所に

ダイレクトできます。Horizon のインストールの「Syslog サーバのイベント ログを構成する」を参照してくださ

い。

表 13-8. Syslog 形式で VMware Horizon イベント ログ メッセージを生成するためのオプション

オプション 説明

-disable Syslog ログを無効にします。

-e|-enable Syslog ログを有効にします。

-eventSyslog VMware Horizon イベントが Syslog 形式で生成されるように指

定します。

-localOnly Syslog 出力をローカル システムのみに保存します。-localOnly 
オプションを使用した場合、Syslog 出力のデフォルトの宛先は 

%PROGRAMDATA%\VMware\VDM\events\ です。

-password password Syslog 出力の指定された宛先パスへのアクセスを認証するユーザー

のパスワードを指定します。
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表 13-8. Syslog 形式で VMware Horizon イベント ログ メッセージを生成するためのオプション （続き）

オプション 説明

-path Syslog 出力の宛先 UNC パスを決定します。

-u|-user DomainName\username Syslog 出力の宛先パスにアクセスできるドメインとユーザー名を指

定します。

例

Syslog 形式での VMware Horizon イベントの生成を無効にします。

vdmadmin -I -eventSyslog -disable

VMware Horizon イベントの Syslog 出力をローカル システムのみにダイレクトします。

vdmadmin -I -eventSyslog -enable -localOnly

VMware Horizon イベントの Syslog 出力を指定されたパスにダイレクトします。

vdmadmin -I -eventSyslog -enable -path path

VMware Horizon イベントの Syslog 出力を、認証されたドメイン ユーザーによるアクセスを必要とする指定さ

れたパスにダイレクトします。

vdmadmin -I -eventSyslog -enable -path \\logserver\share\ViewEvents -user mydomain\myuser 
 -password mypassword 

-L オプションを使用した専用マシンの割り当て

vdmadmin コマンドと -L オプションを使用して、専用プールのマシンをユーザーに割り当てることができます。

構文

vdmadmin -L [-b authentication_arguments] -d desktop -m  machine -u domain\user

vdmadmin -L [-b authentication_arguments] -d desktop [-m machine | -u domain\user] -r

使用上の注意

VMware Horizon は、ユーザーが初めて専用デスクトップ プールに接続するときに、そのユーザーにマシンを割り

当てます。状況によっては、事前にマシンをユーザーに割り当てた方がよい場合があります。たとえば、ユーザーが

最初に接続する前に、ユーザーのシステム環境を準備しておくことができます。VMware Horizon によって専用プ

ールから割り当てられたリモート デスクトップにユーザーが接続すると、そのデスクトップをホストする仮想マシン

は、その有効期間を通して同じユーザーに割り当てられたままになります。専用プールに属する単一のマシンにユー

ザーを割り当てることができます。
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資格のある任意のユーザーにマシンを割り当てることができます。これは、Connection Server インスタンス上で

の View LDAP データの損失から復旧する場合、または特定のマシンの所有権を変更する場合に行うことをお勧め

します。

VMware Horizon によって専用プールから割り当てられたリモート デスクトップにユーザーが接続すると、そのリ

モート デスクトップは、デスクトップをホストする仮想マシンの有効期間を通して同じユーザーに割り当てられたま

まになります。ユーザーが組織を離れた場合、デスクトップへのアクセスが不要になった場合、または今後別のデス

クトップ プールのデスクトップを使用する場合は、そのユーザーへのマシンの割り当てを削除する必要があることが

あります。特定のデスクトップ プールにアクセスするすべてのユーザーへの割り当てを削除することもできます。

オプション

次の表に、デスクトップをユーザーに割り当てたり、割り当てを削除したりするためのオプションを示します。

表 13-9. 専用デスクトップの割り当てのオプション

オプション 説明

-d desktop デスクトップ プールの名前を指定します。

-m machine リモート デスクトップをホストする仮想マシンの名前を指定します。

-r 指定したユーザーへの割り当て、または指定したマシンへのすべての割

り当てを削除します。

-u domain\user ユーザーのログイン名およびドメインを指定します。

例

デスクトップ プール dtpool1 のマシン machine2 を、CORP ドメインのユーザー Jo に割り当てます。

vdmadmin -L -d dtpool1 -m machine2 -u CORP\Jo

CORP ドメインのユーザー Jo に対する、プール dtpool1 のデスクトップの割り当てを削除します。

vdmadmin -L -d dtpool1 -u Corp\Jo -r

デスクトップ プール dtpool3 のマシン machine1 に対するユーザーの割り当てをすべて削除します。

vdmadmin -L -d dtpool3 -m machine1 -r

-M オプションを使用したマシンに関する情報の表示

vdmadmin コマンドと -M オプションを使用して、仮想マシンまたは物理コンピュータの構成に関する情報を表示で

きます。
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構文

vdmadmin -M [-b authentication_arguments] [-m machine | [-u domain\user][-d desktop]] [-xml | 
-csv] [-w | -n]

使用上の注意

このコマンドを実行すると、リモート デスクトップの基盤となる仮想マシンまたは物理コンピュータに関する情報が

表示されます。

n マシンの表示名

n デスクトップ プールの名前

n マシンの状態

マシンの状態は、UNDEFINED、PRE_PROVISIONED、CLONING、CLONINGERROR、CUSTOMIZING、
READY、DELETING、MAINTENANCE、ERROR、LOGOUT のいずれかの値になります。

このコマンドでは、Horizon Console では表示される 接続済み や 切断されました などのすべての動的なマシン

の状態が表示されるわけではありません。

n 割り当てられているユーザーの SID

n 割り当てられているユーザーのアカウント名

n 割り当てられているユーザーのドメイン名

n 仮想マシンのインベントリ パス（該当する場合）

n マシンが作成された日付

n マシンのテンプレート パス（該当する場合）

n vCenter Server の URL（該当する場合）

オプション

次の表に、詳細を表示するマシンを指定するためのオプションを示します。

表 13-10. マシンに関する情報を表示するためのオプション

オプション 説明

-d desktop デスクトップ プールの名前を指定します。

-m machine 仮想マシンの名前を指定します。

-u domain\user ユーザーのログイン名およびドメインを指定します。
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例

CORP ドメインのユーザー Jo に割り当てられているプール dtpool2 内のリモート デスクトップの基盤となるマ

シンに関する情報を表示し、出力の形式を ASCII 文字を使用した XML に設定します。

vdmadmin -M -u CORP\Jo -d dtpool2 -xml -n

マシン machine3 に関する情報を表示し、出力の形式をカンマ区切り値に設定します。

vdmadmin -M -m machine3 -csv

-M オプションを使用した仮想マシン上のディスク容量の再利用

vdmadmin コマンドと -M オプションを使用すると、インスタント クローン仮想マシンをディスク容量再利用の対

象として指定することができます。VMware Horizon は、インスタント クローン OS ディスク上の未使用容量が 

Horizon Console で指定した最小しきい値に達するのを待たずに、ESXi ホストにその OS ディスク上のディスク

容量を再利用するように指示します。

構文

vdmadmin -M [-b authentication_arguments] -d desktop -m machine -markForSpaceReclamation

使用上の注意

このオプションを使用すると、デモまたはトラブルシューティングの目的で特定の仮想マシン上でディスク容量再利

用を開始することができます。

停電期間が有効なときは、このコマンドを実行しても、容量の再利用は行われません。

このオプションを使用する前に、Horizon での仮想デスクトップのセットアップの「インスタント クローンでのデ

ィスク容量の再利用」を参照してください。このオプションは、vSphere 6.7 より前の非 vSAN データストアにの

み適用されます。この場合、容量再利用は Horizon によって実行されます。

オプション

表 13-11. 仮想マシンのディスク容量を再利用するためのオプション

オプション 説明

-d desktop デスクトップ プールの名前を指定します。

-m machine 仮想マシンの名前を指定します。

-MarkForSpaceReclamation 仮想マシンをディスク容量再利用の対象として指定します。
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例

デスクトップ プール pool1 の仮想マシン machine3 を、ディスク容量再利用の対象として指定します。

vdmadmin -M -d pool1 -m machine3 -markForSpaceReclamation

-N オプションを使用したドメイン フィルタの構成

vdmadmin コマンドと -N オプションを使用して、VMware Horizon によって、エンド ユーザーからアクセス可

能にするドメインを制御できます。

構文

vdmadmin -N [-b authentication_arguments] -domains {-exclude | -include | -search} -domain domain 
-add [-s connsvr]

vdmadmin -N [-bauthentication_arguments] -domains -list [-w | -n] [-xml]

vdmadmin -N [-b authentication_arguments] -domains -list -active [-w | -n] [-xml]

vdmadmin -N [-b authentication_arguments] -domains {-exclude | -include | -search} -domain domain 
-remove [-s connsvr]

vdmadmin -N [-b authentication_arguments] -domains {-exclude | -include | -search} -removeall [-s 
connsvr]

使用上の注意

-exclude、-include、または -search オプションのいずれかを指定して、それぞれ除外リスト、包含リスト、ま

たは検索除外リストに操作を適用します。

ドメインを検索除外リストに追加すると、そのドメインは自動ドメイン検索から除外されます。

ドメインを包含リストに追加すると、そのドメインは検索結果に含まれます。

ドメインを除外リストに追加すると、そのドメインは検索結果から除外されます。

オプション

VMware Horizon 次の表に、ドメイン フィルタを構成するためのオプションを示します。
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表 13-12. ドメイン フィルタの構成のオプション

オプション 説明

-add ドメインをリストに追加します。

-domain domain フィルタ処理するドメインを指定します。

ドメインを指定する場合は、ドメインの DNS 名ではなく NetBIOS 名
を使用する必要があります。

-domains ドメイン フィルタ処理を指定します。

-exclude 除外リストへの操作を指定します。

-include 包含リストへの操作を指定します。

-list 各 Connection Server インスタンスと Connection Server グル

ープの検索除外リスト、除外リスト、および包含リストに構成されてい

るドメインを表示します。

-list -active コマンドを実行した Connection Server インスタンスに使用可能な

ドメインを表示します。

-remove ドメインをリストから削除します。

-removeall すべてのドメインをリストから削除します。

-s connsvr Connection Server インスタンスのドメイン フィルタに操作を適用

することを指定します。Connection Server インスタンスは名前ま

たは IP アドレスで指定できます。

このオプションを指定しないと、検索構成に対して行った変更が、グル

ープ内のすべて Connection Server インスタンスに適用されます。

-search 検索除外リストへの操作を指定します。

例

Connection Server インスタンス csvr1 の検索除外リストにドメイン FARDOM を追加します。

vdmadmin -N -domains -search -domain FARDOM -add -s csvr1

Connection Server グループの除外リストにドメイン NEARDOM を追加します。

vdmadmin -N -domains -exclude -domain NEARDOM -add

グループ内の Connection Server インスタンスとグループの両方のドメイン検索構成を表示します。

C:\ vdmadmin -N -domains -list

Domain Configuration
====================
Cluster Settings
   Include:
   Exclude:
   Search :
     FARDOM
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     DEPTX

Broker Settings: CONSVR-1
   Include:
(*)Exclude:
     YOURDOM
   Search :

Broker Settings: CONSVR-2
   Include:
   Exclude:
   Search :

によって、グループ内の各 Connection Server ホストでのドメイン検索が制限され、ドメイン FARDOM および 

DEPTX が除外されます。CONSVR-1 の除外リストの横にある文字 (*) は、CONSVR-1 でのドメイン検索の結果

から VMware Horizon によって YOURDOM ドメインが除外されることを示しています。

ASCII 文字を使用した XML で、ドメイン フィルタを表示します。

vdmadmin -N -domains -list -xml -n

ローカル Connection Server インスタンス上の VMware Horizon で使用できるドメインを表示します。

C:\ vdmadmin -N -domains -list -active

Domain Information (CONSVR)
===========================
Primary Domain: MYDOM

Domain: MYDOM DNS:mydom.mycorp.com
Domain: YOURDOM DNS:yourdom.mycorp.com
Domain: FARDOM DNS:fardom.mycorp.com
Domain: DEPTX DNS:deptx.mycorp.com
Domain: DEPTY DNS:depty.mycorp.com
Domain: DEPTZ DNS:deptz.mycorp.com

ASCII 文字を使用した XML で、使用可能なドメインを表示します。

vdmadmin -N -domains -list -active -xml -n

Connection Server グループの除外リストからドメイン NEARDOM を削除します。

vdmadmin -N -domains -exclude -domain NEARDOM -remove

Connection Server インスタンス csvr1 の包含リストからすべてのドメインを削除します。

vdmadmin -N -domains -include -removeall -s csvr1

ドメイン フィルタの構成

ドメイン フィルタを構成して、Connection Server インスタンスまたはセキュリティ サーバによって、エンド ユ
ーザーからアクセス可能にするドメインを制限することができます。
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VMware Horizon は、Connection Server インスタンスまたはセキュリティ サーバが存在するドメインから始

めて、信頼関係をたどってアクセスできるドメインを決定します。ドメインのセットが小さく、適切に接続されてい

る場合、VMware Horizon は短時間でドメインの完全なリストを決定できますが、ドメインの数が増えたり、ドメ

イン間の接続が不十分であったりすると、この処理に要する時間は長くなります。VMware Horizon では、リモー

ト デスクトップにログインしたユーザーに提供しない方がよいドメインも検索結果に含まれる場合があります。

ドメイン列挙の繰り返しを制御する Windows レジストリ キー

（HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\VMware, Inc.\VMware VDM\RecursiveDomainEnum）の値を

以前に false に設定した場合は、ドメイン検索の繰り返しが無効になっているため、Connection Server インスタ

ンスによってプライマリ ドメインのみが使用されます。ドメインのフィルタ処理機能を使用するには、そのレジスト

リ キーを削除するか、値を true に設定して、システムを再起動します。このキーを設定したすべての Connection 
Server インスタンスに対して、この操作を実行する必要があります。

次の表に、ドメインのフィルタ処理を構成するために指定できるドメイン リストのタイプを示します。

表 13-13. ドメイン リストのタイプ

ドメイン リストのタイプ 説明

検索除外リスト 自動検索中に VMware Horizon でたどることができるドメインを指定します。検索除外リストに含まれる

ドメインは検索で無視され、除外されたドメインに信頼されるドメインの特定は試行されません。プライマリ 

ドメインは検索から除外できません。

除外リスト VMware Horizon でのドメイン検索の結果から除外するドメインを指定します。プライマリ ドメインは除

外できません。

包含リスト VMware Horizon でのドメイン検索の結果から除外しないドメインを指定します。その他のドメインは、プ

ライマリ ドメイン以外すべて除外されます。

自動ドメイン検索では、検索除外リストで指定したドメインと、それらの除外ドメインに信頼されるドメイン以外の

ドメインのリストを取得します。VMware Horizon によって、空でない最初の除外リストまたは包含リストが次の

順序で選択されます。

1 Connection Server インスタンスに構成されている除外リスト

2 Connection Server グループに構成されている除外リスト

3 Connection Server インスタンスに構成されている包含リスト

4 Connection Server グループに構成されている包含リスト

VMware Horizon によって最初に選択されたリストのみが検索結果に適用されます。

結果に含めるようにドメインを指定しても、そのドメインのドメイン コントローラに現在アクセスできない場合、そ

のドメインは VMware Horizon によりアクティブ ドメインのリストに含められません。

Connection Server インスタンスまたはセキュリティ サーバが属するプライマリ ドメインは除外できません。

ドメインを含めるフィルタ処理の例

包含リストを使用して、VMware Horizon でのドメイン検索の結果から除外しないドメインを指定できます。その

他のドメインは、プライマリ ドメイン以外すべて除外されます。

ある Connection Server インスタンスがプライマリの MYDOM ドメインに属していて、YOURDOM ドメイン

との信頼関係があるとします。YOURDOM ドメインには、DEPTX ドメインとの信頼関係があるとします。
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この Connection Server インスタンスについて、現在アクティブなドメインを表示します。

C:\ vdmadmin -N -domains -list -active 

Domain Information (CONSVR)
===========================
Primary Domain: MYDOM 

Domain: MYDOM DNS:mydom.mycorp.com 
Domain: YOURDOM DNS:yourdom.mycorp.com 
Domain: FARDOM DNS: fardom.mycorp.com 
Domain: DEPTX DNS:deptx.mycorp.com 
Domain: DEPTY DNS:depty.mycorp.com 
Domain: DEPTZ DNS:deptz.mycorp.com

DEPTY および DEPTZ ドメインがこのリストに表示されるのは、DEPTX ドメインに信頼されるドメインであるた

めです。

この Connection Server インスタンスで、プライマリの MYDOM ドメイン以外に YOURDOM および DEPTX 
ドメインのみを使用可能にするように指定します。

vdmadmin -N -domains -include -domain YOURDOM -add
vdmadmin -N -domains -include -domain DEPTX -add

YOURDOM および DEPTX ドメインを含めた後、現在アクティブなドメインを表示します。

C:\ vdmadmin -N -domains -list -active

Domain Information (CONSVR) 
=========================== 
Primary Domain: MYDOM 
Domain: MYDOM DNS:mydom.mycorp.com 
Domain: YOURDOM DNS:yourdom.mycorp.com 
Domain: DEPTX DNS:deptx.mycorp.com

VMware Horizon によって包含リストがドメイン検索の結果に適用されます。ドメイン階層が非常に複雑で、ネッ

トワーク接続に問題のあるドメインがある場合は、ドメイン検索に時間がかかることがあります。そのような場合は、

代わりに検索除外を使用します。

ドメイン除外のフィルタ処理の例

除外リストを使用して、VMware Horizon でのドメイン検索の結果から除外するドメインを指定できます。

CONSVR-1 および CONSVR-2 という 2 つの Connection Server インスタンスのグループが、プライマリの 

MYDOM ドメインに属していて、YOURDOM ドメインとの信頼関係があるとします。YOURDOM ドメインに

は、DEPTX および FARDOM ドメインとの信頼関係があるとします。

FARDOM ドメインは地理的に離れた場所にあり、このドメインへのネットワーク接続は低速で高レイテンシーのリ

ンクを経由しています。FARDOM ドメインのユーザーが MYDOM ドメインの Connection Server グループに

アクセスできるようにする必要はありません。
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この Connection Server グループのメンバーについて、現在アクティブなドメインを表示します。

C:\ vdmadmin -N -domains -list -active 

Domain Information (CONSVR-1) 
============================= 
Primary Domain: MYDOM 

Domain: MYDOM DNS:mydom.mycorp.com 
Domain: YOURDOM DNS:yourdom.mycorp.com 
Domain: FARDOM DNS: fardom.mycorp.com 
Domain: DEPTX DNS:deptx.mycorp.com 
Domain: DEPTY DNS:depty.mycorp.com 
Domain: DEPTZ DNS:deptz.mycorp.com

DEPTY および DEPTZ ドメインは DEPTX ドメインに信頼されるドメインです。

Horizon Client の接続パフォーマンスを向上させるために、Connection Server グループによる検索から 

FARDOM ドメインを除外します。

vdmadmin -N -domains -search -domain FARDOM -add

検索から FARDOM ドメインを除外した後、次のコマンドを実行して現在アクティブなドメインを表示します。

C:\ vdmadmin -N -domains -list -active 

Domain Information (CONSVR-1) 
============================= 
Primary Domain: MYDOM 

Domain: MYDOM DNS:mydom.mycorp.com 
Domain: YOURDOM DNS:yourdom.mycorp.com 
Domain: DEPTX DNS:deptx.mycorp.com 
Domain: DEPTY DNS:depty.mycorp.com 
Domain: DEPTZ DNS:deptz.mycorp.com

検索除外リストを拡張して、グループ内のすべての Connection Server インスタンスでのドメイン検索から、

DEPTX ドメインとそのドメインに信頼されるすべてのドメインを除外します。さらに、YOURDOM ドメインも 

CONSVR-1 で使用可能なドメインから除外します。

vdmadmin -N -domains -search -domain DEPTX -add 
vdmadmin -N -domains -exclude -domain YOURDOM -add -s CONSVR-1

ドメイン検索の新しい構成を表示します。

C:\ vdmadmin -N -domains -list 

Domain Configuration 
==================== 
Cluster Settings
   Include:   
   Exclude:
   Search :
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     FARDOM
     DEPTX 

Broker Settings: CONSVR-1
   Include: 
(*)Exclude:
     YOURDOM
   Search : 

Broker Settings: CONSVR-2
   Include:
   Exclude:
   Search :

VMware Horizon によって、グループ内の各 Connection Server ホストでのドメイン検索が制限され、ドメイ

ン FARDOM および DEPTX が除外されます。CONSVR-1 の除外リストの横にある文字 (*) は、CONSVR-1 で
のドメイン検索の結果から VMware Horizon によって YOURDOM ドメインが除外されることを示しています。

CONSVR-1 で、現在アクティブなドメインを表示します。

C:\ vdmadmin -N -domains -list -active 

Domain Information (CONSVR-1)
============================= 
Primary Domain: MYDOM 

Domain: MYDOM DNS:mydom.mycorp.com

CONSVR-2 で、現在アクティブなドメインを表示します。

C:\ vdmadmin -N -domains -list -active

Domain Information (CONSVR-2) 
============================= 
Primary Domain: MYDOM 

Domain: MYDOM DNS:mydom.mycorp.com 
Domain: YOURDOM DNS:yourdom.mycorp.com

-O および -P オプションを使用して資格を持たないユーザーのマシ

ンとポリシーを表示する

vdmadmin コマンドと -O および -P オプションを使用して、システムを使用する資格を失ったユーザーに割り当て

られている仮想マシンとポリシーを表示できます。
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構文

        vdmadmin
        -O [-b authentication_arguments] [-ld | -lu] [-w | -n] [-xml [-noxslt | -xsltpath path]]

        vdmadmin
        -P [-b authentication_arguments] [-ld | -lu] [-w | -n] [-xml [-noxslt | -xsltpath path]]

使用上の注意

通常の仮想マシンまたは物理システムに対するユーザーの資格を失効させても、関連付けられたリモート デスクトッ

プの割り当ては自動的に失効しません。ユーザーのアカウントを一時的にサスペンドする場合やユーザーが長期休暇

中の場合は、この状況でも問題がない可能性があります。資格を再度有効にすると、そのユーザーは以前と同じ仮想

マシンを引き続き使用することができます。ユーザーが組織を離れた場合は、他のユーザーはその仮想マシンにアク

セスできないため、その仮想マシンは実体なしとみなされます。資格のないユーザーに割り当てられているポリシー

を調べることも必要になります。

オプション

次の表に、資格のないユーザーの仮想マシンとポリシーの表示に指定できるオプションを示します。

表 13-14. 資格のないユーザーのマシンおよびポリシーを表示するためのオプション

オプション 説明

-ld 出力エントリの順序をマシン別に設定します。

-lu 出力エントリの順序をユーザー別に設定します。

-noxslt XML 出力にデフォルトのスタイルシートを適用しないことを指定します。

-xsltpath path XML 出力を変換するために使用するスタイルシートのパスを指定します。

表 13-15. XSL スタイルシート に、XML 出力を HTML に変換するために適用できるスタイルシートを示します。

これらのスタイルシートは、ディレクトリ C:\Program Files\VMware\VMware View\server\etc にあ

ります。

表 13-15. XSL スタイルシート

スタイルシート ファイル名 説明

unentitled-machines.xsl ユーザーまたはシステム別にグループ化された、現在ユーザーに割り当てられている資格のな

い仮想マシンのリストを含むレポートを変換します。これはデフォルトのスタイルシートで

す。

unentitled-policies.xsl 資格のないユーザーに適用されているユーザー レベルのポリシーのある仮想マシンのリスト

を含むレポートを変換します。
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例

資格のないユーザーに割り当てられている仮想マシンを仮想マシン別にグループ化して、テキスト形式で表示します。

vdmadmin -O -ld

資格のないユーザーに割り当てられている仮想マシンをユーザー別にグループ化して、ASCII 文字を使用した XML 
形式で表示します。

vdmadmin -O -lu -xml -n

独自のスタイルシート C:\tmp\unentitled-users.xsl を適用して、出力をファイル uu-output.html 
にリダイレクトします。

vdmadmin -O -lu -xml -xsltpath "C:\tmp\unentitled-users.xsl" > uu-output.html

資格のないユーザーの仮想マシンに関連付けられているユーザー ポリシーをデスクトップ別にグループ化して、

Unicode 文字を使用した XML 形式で表示します。

vdmadmin -P -ld -xml -w

独自のスタイルシート C:\tmp\unentitled-policies.xsl を適用して、出力をファイル up-
output.html にリダイレクトします。

vdmadmin -P -ld -xml -xsltpath "C:\tmp\unentitled-policies.xsl" > up-output.html

-Q オプションを使用したキオスク モードのクライアントの構成

vdmadmin コマンドと -Q オプションを使用すると、キオスク モードのクライアントのデフォルト値を設定してア

カウントを作成し、これらのクライアントの認証を可能にし、それらの構成に関する情報を表示することができます。

構文

vdmadmin -Q -clientauth -add [-b authentication_arguments] -domain domain_name-clientid client_id 
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[-password "password" | -genpassword] [-ou DN] [-expirepassword | -noexpirepassword] [-group 
group_name | -nogroup] [-description "description_text"]

vdmadmin -Q -disable [-b authentication_arguments] -s connection_server

vdmadmin -Q -enable [-b authentication_arguments] -s connection_server [-requirepassword]

vdmadmin -Q -clientauth -getdefaults [-bauthentication_arguments] [-xml]

vdmadmin -Q -clientauth -list [-bauthentication_arguments] [-xml]

vdmadmin -Q -clientauth -remove [-b authentication_arguments] -domain domain_name-clientid 
client_id

vdmadmin -Q -clientauth -removeall [-bauthentication_arguments] [-force]

vdmadmin -Q -clientauth -setdefaults [-b authentication_arguments] [-ou DN] [ -expirepassword | 
-noexpirepassword ] [-group group_name | -nogroup]

vdmadmin -Q -clientauth -update [-b authentication_arguments] -domain domain_name-clientid 
client_id [-password "password" | -genpassword] [-description "description_text"]

使用上の注意

vdmadmin コマンドは、クライアントがリモート デスクトップへの接続用に使用する Connection Server インス

タンスと同じグループに属するいずれかの Connection Server インスタンスで実行する必要があります。

パスワード有効期限および Active Directory グループ メンバーシップのデフォルト値を構成すると、これらの設定

は同じグループに属するすべての Connection Server インスタンス間で共有されます。

キオスク モードのクライアントを追加すると、VMware Horizon はそのクライアントのユーザー アカウントを 

Active Directory に作成します。クライアントの名前を指定する場合は、文字列「custom-」、または ADAM で
定義可能な別の文字列で始まる 20 文字以内の名前にする必要があります。指定した各名前は 1 台のクライアント 

デバイスでのみ使用します。

「custom-」の代わりに使用するプリフィックスは、Connection Server インスタンスの ADAM 内の 

cn=common,ou=global,ou=properties,dc=vdi,dc=vmware,dc=int で、pae-
ClientAuthPrefix 複数値属性で定義できます。これらプレフィックスを通常のユーザー アカウントと一緒に

使用しないようにしてください。
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クライアントの名前を指定しない場合、VMware Horizon はクライアント デバイス用に指定した MAC アドレス

から名前を生成します。たとえば、MAC アドレスが 00:10:db:ee:76:80 の場合、対応するアカウント名は 

cm-00_10_db_ee_76_80 になります。これらのアカウントは、クライアントの認証を有効にする 

Connection Server インスタンスでのみ使用できます。

一部のシン クライアントは、キオスク モードで使用されるアカウント名として、文字列「custom-」または

「cm-」で始まるもののみ許可しています。

自動生成されるパスワードは長さが 16 文字で、大文字、小文字、記号、および数字をそれぞれ 1 文字以上含み、同

じ文字を繰り返し含めることができます。より強力なパスワードが必要な場合は、-password オプションを使用し

てパスワードを指定する必要があります。

-group オプションを使用してグループを指定するか、以前にデフォルトのグループを設定している場合は、

VMware Horizon がこのグループにクライアントのアカウントを追加します。-nogroup オプションを指定して、

アカウントがグループに追加されないようにすることができます。

Connection Server インスタンスでキオスク モードのクライアントを認証できるようにする場合は、オプションで

クライアントがパスワードを入力する必要があることを指定できます。認証を無効にすると、クライアントはリモー

ト デスクトップに接続できません。

個別の Connection Server インスタンスに対して認証を有効または無効にできますが、グループ内のすべての 

Connection Server インスタンスがクライアント認証に関する他のすべての設定を共有します。グループ内のす

べての Connection Server インスタンスに対しクライアントを 1 回追加するだけで、クライアントからの要求を受

け付けることができるようになります。

認証を有効にする場合に -requirepassword オプションを指定すると、Connection Server インスタンスは自動

生成パスワードを使用するクライアントを認証できません。Connection Server インスタンスの構成を変更して

このオプションを指定すると、そのようなクライアントは認証されず、「不明なユーザー名または不正確なパスワード」と

いうエラー メッセージが表示されて認証に失敗します。

オプション

次の表に、キオスク モードのクライアントを構成するためのオプションを示します。

表 13-16. キオスク モードのクライアントの構成のオプション

オプション 説明

-add キオスク モードのクライアントのアカウントを追加します。

-clientauth キオスク モードのクライアントの認証を構成する操作を指定します。

-clientid client_id クライアントの名前または MAC アドレスを指定します。

-description "description_text" クライアント デバイスのアカウントの説明を Active Directory に作

成します。

-disable 指定した Connection Server インスタンスでのキオスク モードのク

ライアントの認証を無効にします。

-domain domain_name クライアント デバイスのアカウントのドメインを指定します。

-enable 指定した Connection Server インスタンスでのキオスク モードのク

ライアントの認証を有効にします。
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表 13-16. キオスク モードのクライアントの構成のオプション （続き）

オプション 説明

-expirepassword クライアント アカウントのパスワード有効期限に、Connection 
Server グループの有効期限と同じ値を指定します。グループでパスワ

ード有効期限が定義されていない場合、パスワードは無期限になります。

-force キオスク モードのクライアントのアカウントを削除する場合に、確認の

プロンプトを無効にします。

-genpassword クライアント アカウントのパスワードを生成します。これ

は、-password も -genpassword も指定しない場合のデフォルトの

動作です。

-getdefaults クライアント アカウントの追加に使用されるデフォルト値を取得しま

す。

-group group_name クライアント アカウントを追加するデフォルト グループの名前を指定

します。グループの名前は、Active Directory の Windows 2000 
以前のグループ名として指定する必要があります。

-list キオスク モードのクライアントと、キオスク モードのクライアントの

認証を有効にした Connection Server インスタンスに関する情報を

表示します。

-noexpirepassword アカウントのパスワードを無期限にすることを指定します。

-nogroup クライアントのアカウントを追加する場合は、クライアントのアカウン

トをデフォルト グループに追加しないことを指定します。

クライアントのデフォルト値を設定する場合は、デフォルト グループの

設定をクリアします。

-ou DN クライアント アカウントを追加する組織単位の識別名を指定します。

例： OU=kiosk-ou,DC=myorg,DC=com

注：   -setdefaults オプションを使用して組織単位の構成を変更す

ることはできません。

-password "password" クライアント アカウントの明示的パスワードを指定します。

-remove キオスク モードのクライアントのアカウントを削除します。

-removeall キオスク モードのすべてのクライアントのアカウントを削除します。

-requirepassword キオスク モードのクライアントはパスワードを入力する必要があるこ

とを指定します。VMware Horizon は新しい接続に対して生成され

たパスワードを受け付けません。

-s connection_server キオスク モードのクライアントの認証を有効または無効にする 

Connection Server インスタンスの NetBIOS 名を指定します。

-setdefaults クライアント アカウントの追加に使用されるデフォルト値を設定しま

す。

-update キオスク モードのクライアントのアカウントを更新します。
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例

クライアントの組織単位、パスワード有効期限、およびグループ メンバーシップのデフォルト値を設定します。

vdmadmin -Q -clientauth -setdefaults -ou "OU=kiosk-ou,DC=myorg,DC=com" -noexpirepassword 
-group kc-grp

クライアントの現在のデフォルト値をテキスト形式で取得します。

vdmadmin -Q -clientauth -getdefaults

クライアントの現在のデフォルト値を XML 形式で取得します。

vdmadmin -Q -clientauth -getdefaults -xml

MAC アドレスで指定されたクライアントのアカウントを MYORG ドメインに追加し、グループ kc-grp のデフォ

ルト設定を使用します。

vdmadmin -Q -clientauth -add -domain MYORG -clientid 00:10:db:ee:76:80 -group kc-grp

MAC アドレスで指定されたクライアントのアカウントを MYORG ドメインに追加し、自動生成されたパスワード

を使用します。

vdmadmin -Q -clientauth -add -domain MYORG -clientid 00:10:db:ee:76:80 -genpassword -ou 
"OU=kiosk-ou,DC=myorg,DC=com" -group kc-grp

クライアントの名前を指定してアカウントを追加し、そのクライアントで使用するパスワードを指定します。

vdmadmin -Q -clientauth -add -domain MYORG -clientid custom-Terminal21 -password "guest" -ou 
"OU=kiosk-ou,DC=myorg,DC=com" -description "Terminal 21"

新しいパスワードと説明のテキストを指定してクライアントのアカウントを更新します。

vdmadmin -Q -clientauth -update -domain MYORG -clientid custom-Terminal21 -password 
"Secret1!" -description "Foyer Entry Workstation"

MAC アドレスで指定されたキオスク クライアントのアカウントを MYORG ドメインから削除します。

vdmadmin -Q -clientauth -remove -domain MYORG -clientid 00:10:db:ee:54:12

削除の確認を求めずに、すべてのクライアントのアカウントを削除します。

vdmadmin -Q -clientauth -removeall -force

Connection Server インスタンス csvr-2 に対しクライアントの認証を有効にします。自動生成されたパスワード

を使用するクライアントの場合、パスワードを入力せず認証できます。

vdmadmin -Q -enable -s csvr-2
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Connection Server インスタンス csvr-3 に対しクライアントの認証を有効にして、パスワードを Horizon 
Client に指定するようクライアントに要求します。自動生成されたパスワードを使用するクライアントは認証され

ません。

vdmadmin -Q -enable -s csvr-3 -requirepassword

Connection Server インスタンス csvr-1 に対しクライアントの認証を無効にします。

vdmadmin -Q -disable -s csvr-1

クライアントについての情報をテキスト形式で表示します。クライアント cm-00_0c_29_0d_a3_e6 のパス

ワードは自動生成されており、エンド ユーザーまたはアプリケーション スクリプトにはこのパスワードを Horizon 
Client に指定する必要はありません。クライアント cm-00_22_19_12_6d_cf のパスワードは明示的に指定さ

れており、エンド ユーザーはこのパスワードを入力する必要があります。Connection Server インスタンス 

CONSVR2 は、自動生成されたパスワードを使用するクライアントからの認証要求を受け付けます。CONSVR1 
は、キオスク モードのクライアントからの認証要求を受け付けません。

C:\ vdmadmin -Q -clientauth -list
Client Authentication User List
===============================
GUID              : 94be6344-0c9b-4a92-8d54-1brc1c2dc282
ClientID          : cm-00_0c_29_0d_a3_e6
Domain            : myorg.com
Password Generated: true

GUID              : 471d9d35-68b2-40ee-b693-56a7d92b2e25
ClientID          : cm-00_22_19_12_6d_cf
Domain            : myorg.com
Password Generated: false

Client Authentication Connection Servers
========================================
Common Name                   : CONSVR1
Client Authentication Enabled : false
Password Required             : false

Common Name                   : CONSVR2
Client Authentication Enabled : true
Password Required             : false

Horizon の管理

VMware, Inc. 234



-R オプションを使用したマシンの最初のユーザーの表示

vdmadmin コマンドと -R オプションを使用して、管理対象仮想マシンの初期の割り当てを確認できます。たとえ

ば、LDAP データが失われた場合、仮想マシンを再度ユーザーに割り当てるためにこの情報が必要になることがあり

ます。

注：   vdmadmin コマンドでの -R オプションの使用は、View Agent 5.1 より前の仮想マシンでのみ動作します。

View Agent 5.1 以降および Horizon Agent 7.0 以降のバージョンが実行される仮想マシンでは、このオプション

は動作しません。仮想マシンの最初のユーザーを検索するには、イベント データベースを使用してマシンにログイン

したユーザーを指定します。

構文

        vdmadmin
        -R
        -i
        network_address
      

使用上の注意

特権ユーザーとして、-b オプションを使用してこのコマンドを実行することはできません。管理者ロールを持つユ

ーザーとしてログインします。

オプション

-i オプションで、仮想マシンの IP アドレスを指定します。

例

IP アドレス 10.20.34.120 の仮想マシンに最初にアクセスしたユーザーを表示します。

vdmadmin -R -i 10.20.34.120

-S オプションを使用した Connection Server インスタンスのエン

トリの削除

vdmadmin コマンドと -S オプションを使用して、Connection Server インスタンスのエントリを VMware 

Horizon の構成から削除できます。

構文

vdmadmin -S [-b authentication_arguments] -r -s server
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使用上の注意

高可用性を確保するため、VMware Horizon では Connection Server グループ内に 1 つ以上のレプリカの 

Connection Server インスタンスを構成できます。グループの Connection Server インスタンスを無効にして

も、そのサーバのエントリは VMware Horizon の構成内に存続します。

恒久的に削除するには、次のタスクを実行します。

1 Connection Server インストーラを実行して、Windows Server コンピュータから Connection Server イ
ンスタンスをアンインストールします。

2 プログラムの追加と削除 ツールを実行して、Windows Server コンピュータから Adam Instance 
VMwareVDMDS プログラムを削除します。

3 Connection Server が CPA フェデレーションに含まれている場合は、[プログラムの追加と削除] ツールを実

行して、Windows Server コンピュータから Adam Instance VMwareVDMDSG プログラムを削除しま

す。

4 別の Connection Server インスタンスで、vdmadmin コマンドを使用して、アンインストールした 

Connection Server インスタンスのエントリを構成から削除します。

元のグループの VMware Horizon 構成を複製しないで、削除したシステムに VMware Horizon を再インストー

ルする場合は、再インストールを実行する前に、元のグループのすべての Connection Server ホストを再起動しま

す。これにより、再インストールされた Connection Server インスタンスは元のグループから構成の更新を受け取

りません。

注：   前述のように、サーバ上で LDAP インスタンスのクリーン アンインストールを行わずに、vdmadmin -S コ

マンドを使用して Connection Server インスタンスを削除すると、誤ってスキーマ マスター ノードを削除してし

まうことがあります。このノードが削除されると、Connection Server の以降のアップグレードおよびインストー

ルがブロックされます。

オプション

-s オプションは削除する Connection Server インスタンスの NetBIOS 名を指定します。

例

Connection Server インスタンス connsvr3 のエントリを削除します。

vdmadmin -S -r -s connsvr3

-T オプションの使用による管理者の 2 番目の認証情報の提供

vdmadmin コマンドを使用するときに -T オプションを指定すると、Active Directory の 2 番目の認証情報を管理

者ユーザーに提供できます。
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構文

vdmadmin -T [-b authentication_arguments] -domainauth
 {-add | -update | -remove | -removeall | -list} -owner domain\user -user domain\user [-password 
password]

使用上の注意

Connection Server ドメインと一方向の信頼関係を持つドメイン内にユーザーとグループが存在する場合は、

Horizon Console で管理者ユーザーの 2 番目の認証情報を指定する必要があります。2 番目の認証情報がないと、

管理者は一方向で信頼されているドメインへのアクセス権を付与できません。一方向で信頼されているドメインは、

外部ドメインまたは推移的なフォレストの信頼のドメインになります。

2 番目の認証情報はセッションでのみ必要です。エンド ユーザーのデスクトップ セッションまたはアプリケーショ

ン セッションでは必要ありません。2 番目の認証情報が必要なのは管理者ユーザーだけです。

2 番目の認証情報をユーザーごとに構成するには、vdmadmin コマンドを使用します。グローバルに指定された 2 

番目の認証情報を構成することはできません。

フォレストの信頼の場合、通常はフォレストのルート ドメインのみに 2 番目の認証情報を構成します。こうするこ

とで、Connection Server はフォレストの信頼の子ドメインを列挙できるようになります。

一方向で信頼されているドメインのユーザーが最初にログオンした場合にのみ、Active Directory アカウントのロ

ック、無効化、およびログオン時間のチェックを実行できます。

ユーザーの PowerShell 管理およびスマート カード認証は、一方向で信頼されているドメインではサポートされま

せん。一方向で信頼されているドメインのユーザーの SAML 認証はサポートされません。

2 番目の認証情報のアカウントには次の権限が必要です。標準のユーザー アカウントには、デフォルトでこれらの権

限が付与されています。

n 内容の一覧表示

n すべてのプロパティの読み取り

n アクセス許可の読み取り

n tokenGroupsGlobalAndUniversal の読み取り（[すべてのプロパティの読み取り] により暗黙に含まれる）

制限

n 一方向で信頼されているドメインでのユーザーのスマート カード認証および PowerShell 管理はサポートされ

ません。

n 一方向で信頼されているドメインのユーザーの SAML 認証はサポートされません。
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オプション

表 13-17. 2 番目の認証情報を提供するためのオプション

オプション 説明

-add 所有者アカウントの 2 番目の認証情報を追加します。

Windows ログインが実行され、指定した認証情報が有効かどうかが検

証されます。View LDAP のユーザーに対して Foreign Security 
Principal (FSP) が作成されます。

-update 所有者アカウントの 2 番目の認証情報を更新します。

Windows ログインが実行され、更新済みの認証情報が有効かどうかが

検証されます。

-list 所有者アカウントのセキュリティ認証情報を表示します。パスワードは

表示されません。

-remove 所有者アカウントからセキュリティ認証情報を削除します。

-removeall 所有者アカウントからセキュリティ認証情報をすべて削除します。

例

指定した所有者アカウントの 2 番目の認証情報を追加します。Windows ログインが実行され、指定した認証情報が

有効かどうかが検証されます。

vdmadmin -T -domainauth -add -owner domain\user -user domain\user -password password

指定した所有者アカウントの 2 番目の認証情報を更新します。Windows ログインが実行され、更新済みの認証情報

が有効かどうかが検証されます。

vdmadmin -T -domainauth -update -owner domain\user -user domain\user -password password

指定した所有者アカウントの 2 番目の認証情報を削除します。

vdmadmin -T -domainauth -remove -owner domain\user -user domain\user

指定した所有者アカウントの 2 番目の認証情報をすべて削除します。

vdmadmin -T -domainauth -removeall -owner domain\user

指定した所有者アカウントの 2 番目の認証情報をすべて表示します。パスワードは表示されません。

vdmadmin -T -domainauth -list -owner domain\user

-U オプションを使用したユーザーに関する情報の表示

vdmadmin コマンドと -U オプションを使用して、ユーザーに関する詳細情報を表示できます。
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構文

vdmadmin -U [-b authentication_arguments] -u domain\user [-w | -n] [-xml]

使用上の注意

このコマンドは、Active Directory および VMware Horizon から取得したユーザーに関する情報を表示します。

n Active Directory から取得したユーザーのアカウントの詳細

n Active Directory グループのメンバーシップ

n マシンに対する資格（マシン ID、表示名、説明、フォルダ、およびマシンが無効になっているかどうかなど）

n 管理者のロール（ユーザーの管理者権限、その権限が付与されているフォルダなど）

オプション

-u オプションは、ユーザーの名前およびドメインを指定します。

例

ASCII 文字を使用した XML で、CORP ドメインのユーザー Jo に関する情報を表示します。

vdmadmin -U -u CORP\Jo -n -xml

-V オプションを使用した仮想マシンのロック解除またはロック

vdmadmin コマンドと -V オプションを使用して、データセンター内の仮想マシンをロック解除またはロックできま

す。

構文

        vdmadmin
        -V [-bauthentication_arguments] -e-ddesktop-mmachine [-m machine] ...

        vdmadmin
        -V [-bauthentication_arguments] -e-vcdnvCenter_dn-vmpath inventory_path

        vdmadmin
        -V [-b authentication_arguments] -p-d desktop -m machine [-mmachine] ...

        vdmadmin
        -V [-b authentication_arguments] -p-vcdnvCenter_dn-vmpath inventory_path
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使用上の注意

vdmadmin コマンドは、リモート デスクトップを不正な状態にする問題が発生した場合に、仮想マシンをロック解

除またはロックするためにのみ使用してください。正常に動作しているリモート デスクトップを管理する目的では

このコマンドを使用しないでください。

リモート デスクトップがロックされ、その仮想マシンのエントリが ADAM に存在しなくなった場合は、-vmpath 
および -vcdn オプションを使用して、仮想マシンおよび vCenter Server のインベントリ パスを指定します。

vCenter Server Client を使用して、Home/Inventory/VMs and Templates の下にリモート デスクトップ

の仮想マシンのインベントリ パスを見つけることができます。ADAM ADSI Edit を使用して、OU=Properties 
見出しの下に vCenter Server の識別名を見つけることができます。

オプション

次の表に、仮想マシンをロック解除またはロックするためのオプションを示します。

表 13-18. 仮想マシンをロック解除またはロックするためのオプション

オプション 説明

-d desktop デスクトップ プールを指定します。

-e 仮想マシンをロック解除します。

-m machine 仮想マシンの名前を指定します。

-p 仮想マシンをロックします。

-vcdn vCenter_dn vCenter Server の識別名を指定します。

-vmpath inventory_path 仮想マシンのインベントリ パスを指定します。

例

デスクトップ プール dtpool3 の仮想マシン machine1 および machine2 のロックを解除します。

vdmadmin -V -e -d dtpool3 -m machine1 -m machine2

デスクトップ プール dtpool3 の仮想マシン machine3 をロックします。

vdmadmin -V -p -d dtpool3 -m machine3

-X オプションを使用して LDAP エントリおよびスキーマの競合を検

出して解決する

vdmadmin コマンドの -X オプションを使用すると、グループ内の複製 Connection Server インスタンスで発生

している LDAP エントリ競合および LDAP スキーマ競合を検出して解決することができます。また、クラウド ポ
ッド アーキテクチャ 環境内の LDAP スキーマ競合の検出と解決を行うこともできます。
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構文

vdmadmin -X [-b authentication_arguments] -collisions [-resolve]
vdmadmin -X [-b authentication_arguments] -schemacollisions [-resolve] [-global]
vdmadmin -X [-b authentication_arguments] -seizeSchemaMaster
vdmadmin -X [-b authentication_arguments] -seizeSchemaMaster [-global]

使用上の注意

重複する LDAP エントリが複数の Connection Server インスタンス上に作成された場合、VMware Horizon 内
の LDAP データの整合性に問題が発生する可能性があります。この競合状態は、アップグレード中、LDAP レプリ

ケーションが機能していないときに発生する可能性があります。競合状態が発生しているかどうかは VMware 
Horizon によって定期的にチェックされますが、vdmadmin コマンドをグループ内のいずれかの Connection 

Server インスタンスで実行することで LDAP エントリの競合を手動で検出して解決することもできます。

また、LDAP スキーマの競合も同様に、アップグレード中、LDAP レプリケーションが機能していないときに発生

する可能性があります。VMware Horizon はスキーマの競合状態が発生しているかについてはチェックしないた

め、LDAP スキーマの競合は vdmadmin コマンドを実行して手動で検出と解決を行う必要があります。

オプション

次の表に、LDAP エントリ競合の検出と解決を指定できるオプションを示します。

表 13-19. LDAP エントリ コリジョンを検出して解決するためのオプション

オプション 説明

-collisions Connection Server グループ内の LDAP エントリ競合の検出を指

定します。

-resolve LDAP インスタンス内のすべての LDAP 競合を解決します。このオ

プションを指定しないと、問題を一覧表示するだけで、解決は行われま

せん。

次の表に、LDAP スキーマ競合の検出と解決に指定できるオプションを示します。

表 13-20. LDAP スキーマ競合の検出および解決を行うオプション

オプション 説明

-schemacollisions Connection Server グループまたは クラウド ポッド アーキテクチ

ャ 環境内の LDAP スキーマ競合の検出を指定します。

-resolve LDAP インスタンス内のすべての LDAP スキーマ競合を解決します。

このオプションを指定しないと、問題を一覧表示するだけで、解決は行

われません。

-global クラウド ポッド アーキテクチャ 環境下のグローバルの LDAP インス

タンスにチェックと修正を適用します。このオプションを指定しない

と、チェックはローカルの LDAP インスタンスに対して実行されます。

次の表に、LDAP スキーマ マスターの問題を解決するためのオプションを示します。
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表 13-21. LDAP スキーマ マスターの問題を解決するオプション

オプション 説明

-seizeSchemaMaster 現在のノードをクラスタのスキーマ マスター ノードにします。

-global スキーマ ロールは、クラウド ポッド アーキテクチャ 環境内のグローバ

ル Horizon LDAP インスタンスに強制されます。このオプションを

指定しない場合、ローカルの Horizon LDAP インスタンスにスキーマ 

ロールが強制されます。

例

Connection Server グループ内の LDAP エントリ競合を検出します。

vdmadmin -X -collisions

ローカルの LDAP インスタンスの LDAP エントリ競合を検出して解決します。

vdmadmin -X -collisions -resolve

グローバルの LDAP インスタンスの LDAP スキーマ競合を検出して解決します。

vdmadmin -X -schemacollisions -resolve -global

現在のノードを、ローカル LDAP インスタンスのクラスタのスキーマ マスター ノードにします。

vdmadmin -X -seizeSchemaMaster

現在のノードを クラウド ポッド アーキテクチャ 環境のグローバル LDAP インスタンスのクラスタのスキーマ マ
スター ノードにします。

vdmadmin -X -seizeSchemaMaster -global
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VMware Horizon とイベント データ
ベースの連携 14
イベントを Microsoft SQL Server、Oracle、または PostgreSQL データベースに記録するように VMware 
Horizon を設定できます。VMware Horizon は、エンドユーザーのアクション、管理者のアクション、システム

障害やエラーを報告するアラート、統計サンプリングなどのイベントを記録します。

エンドユーザーのアクションには、デスクトップ セッションやアプリケーション セッションのログ記録や起動が含

まれます。管理者のアクションには、資格の追加、およびデスクトップ プールやアプリケーション プールの作成が

含まれます。統計サンプリングの一例として、過去 24 時間の最大ユーザー数の記録が挙げられます。

Crystal Reports、IBM Cognos、MicroStrategy 9、および Oracle Enterprise Performance Management 
System などのビジネス インテリジェンスのレポート エンジンを使用して、イベント データベースにアクセスして

分析することもできます。

この章には、次のトピックが含まれています。

n イベント データベースのテーブルとスキーマ

n Horizon Connection Server のイベント

n Horizon Agent のイベント

n Horizon Console のイベント

n イベント メッセージの属性

n データベース クエリおよびビューのサンプル

イベント データベースのテーブルとスキーマ

VMware Horizon は、データベース テーブルを使用してイベント データベースを実装します。イベント データベ

ースの先頭には、これらのテーブルの名前が、データベース設定時に定義したプリフィックスを使用して付加されま

す。

イベント データベースのテーブル

次の表は、イベント データベースを実装する VMware Horizon のデータベース テーブルを示しています。
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表 14-1. イベント データベースのテーブル

テーブル名 説明

event 最近のイベントのメタデータと検索最適化データ。

event_data 最近のイベントのデータ値。

event_data_historical すべてのイベントのデータ値。

event_historical すべてのイベントのメタデータと検索最適化データ。

VMware Horizon は、すべてのデータベース テーブルにイベントに関する詳細情報を記録します。イベント レコ

ードの書き込み後、一定期間が経過すると、VMware Horizon は event テーブルと event_data テーブルからレ

コードを削除します。Horizon Console を使用すると、データベースが event テーブルと event_data テーブル

にレコードを記録する期間を設定できます。

重要：   VMware Horizon では、event_historical テーブルと event_data_historical テーブルのサイズの上

限がありません。そのため、これらのテーブルには、容量管理ポリシーを実装する必要があります。

一意のプライマリ キーである EventID は、VMware Horizon が event テーブルと event_historical テーブル

に記録する各イベントを識別します。VMware Horizon は、各イベントのデータ値を event_data テーブルと 

event_data_historical テーブルに記録します。あるイベントの全情報を取得するには、event テーブルと 

event_data テーブル、または event_historical テーブルと event_data_historical テーブルを、EventID 列
を基準にして結合します。

event テーブルと event_historical テーブルにある EventType 列、Severity 列、Time 列は、イベントのタイ

プ、重要度、発生時刻を示します。

イベント データベースの設定の詳細については、Horizon のインストールのドキュメントを参照してください。

注：   履歴テーブルからデータをパージする方法については、http://kb.vmware.com/kb/2150309 を参照して

ください。

イベント データベースのスキーマ

次の表は、event データベース テーブルと event_historical データベース テーブルのスキーマを示しています。

表 14-2. event テーブルと event_historical テーブルのスキーマ

列名 Oracle データ タイプ

SQL Server データ タ
イプ

PostgreSQL デー

タ タイプ 説明

Acknowledged SMALLINT tinyint integer VMware Horizon がイベントを確認

したかどうか。

n 0 = false

n 1 = true

Applicationid NVARCHAR2(512) nvarchar(512) character 
varying(512)

関連付けられたアプリケーションの 

ID。

DesktopId NVARCHAR2(512) nvarchar(512) character 
varying(512)

関連プールのデスクトップ ID。
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表 14-2. event テーブルと event_historical テーブルのスキーマ （続き）

列名 Oracle データ タイプ

SQL Server データ タ
イプ

PostgreSQL デー

タ タイプ 説明

EndpointId NVARCHAR2(512) nvarchar(512) character 
varying(512)

関連付けられたエンドポイントの ID。

EventID INTEGER int integer イベントの一意のプライマリ キー。

EventType NVARCHAR2(512) nvarchar(512) character 
varying(512)

メッセージ カタログの項目と対応する

イベント名。

BROKER_USERLOGGEDIN な
ど。

FolderPath NVARCHAR2(512) nvarchar(512) character 
varying(512)

関連オブジェクトを格納するフォルダ

のフル パス。

GroupId NVARCHAR2(512) nvarchar(512) character 
varying(512)

Active Directory 内の関連グループ

の SID。

LUNId NVARCHAR2(512) nvarchar(512) character 
varying(512)

関連オブジェクトを格納する LUN の 

ID。

MachineId NVARCHAR2(512) nvarchar(512) character 
varying(512)

関連する物理マシンまたは仮想マシン

の ID。

Module NVARCHAR2(512) nvarchar(512) character 
varying(512)

イベントの発生原因となった 

VMware Horizon コンポーネント。

Admin、Broker、Tunnel、
Framework、Client、Agent など。

ModuleAndEvent
Text

NVARCHAR2(512) nvarchar(512) character 
varying(512)

属性パラメータが代入された値を伴う

イベント メッセージ。

Node NVARCHAR2(512) nvarchar(512) character 
varying(512)

仮想デバイス ノードの名前。

SessionId NVARCHAR2(512) nvarchar(512) character 
varying(512)

関連付けられたセッションの ID。

重要度 NVARCHAR2(512) nvarchar(512) character 
varying(512)

重要度レベル。INFO、WARNING、

ERROR、AUDIT_SUCCESS、

AUDIT_FAIL など。

ソース NVARCHAR2(512) nvarchar(512) character 
varying(512)

イベント ソースの ID。

ThinappId NVARCHAR2(512) nvarchar(512) character 
varying(512)

関連する ThinApp オブジェクトの 

ID。

Time TIMESTAMP datetime タイムゾーンなしの

タイムスタンプ

エポック時間（1970 年 1 月 1 日）から

数えたイベント発生時刻。

UserDiskPathId NVARCHAR2(512) nvarchar(512) character 
varying(512)

ユーザー ディスクの ID。

UserSID NVARCHAR2(512) nvarchar(512) character 
varying(512)

Active Directory 内の関連ユーザー

の SID。

次の表は、event_data データベース テーブルと event_data_historical データベース テーブルのスキーマを示

しています。
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表 14-3. event_data テーブルと event_data_historical テーブルのスキーマ

列名 Oracle データ タイプ

SQL Server データ タ
イプ

PostgreSQL データ 

タイプ 説明

BooleanValue SMALLINT tinyint integer Boolean 属性の値。

n 0 = false

n 1 = true

EventID INTEGER int integer イベントの一意のプライマリ キー。

IntValue INTEGER int integer 整数属性の値。

Name NVARCHAR2(512) nvarchar(512) character 
varying(512)

属性名（例：UserDisplayName）。

StrBlobValue NCLOB nvarchar(max) テキスト 500 文字を超える文字列属性の値。

StrValue NVARCHAR2(512) nvarchar(512) character 
varying(512)

文字列属性の値。他の種類の属性につ

いては、この列で文字列データ型とし

て表します。

TimeValue TIMESTAMP datetime タイムゾーンなしのタ

イムスタンプ

日時属性の値。

Type SMALLINT tinyint integer 属性のデータ型。

n 0 = StrValue

n 1 = IntValue

n 2 = TimeValue

n 3 = BooleanValue

n 4 = StrBlobValue

次の表に、timing_profiler データベース テーブルのスキーマを示します。

表 14-4. timing_profiler テーブルのスキーマ

列名 Oracle データ タイプ

SQL Server データ タ
イプ

PostgreSQL データ 

タイプ 説明

EventId NUMBER int integer イベントの一意のプライマリ キー。

EventType NVARCHAR2(512) nvarchar(512) character varying タイミング プロファイラ イベントの

タイプ。例：

TIMING_PROFILER_DESKTOP
_RECONNECT。

プロパティ NCLOB nvarchar(max) テキスト このタイミング プロファイラ イベン

トに関連付けられたさまざまな属性を

含む JSON。

SessionId NVARCHAR2(512) nvarchar(512) character varying このイベントに関連付けられたセッシ

ョン。

Time TIMESTAMP datetime タイムゾーンなしのタ

イムスタンプ

エポック時間（1970 年 1 月 1 日）か

ら数えたイベント発生時刻。

TimingProfilerTre
e

NCLOB nvarchar(max) テキスト ログイン タイミング プロファイラ ツ
リー。

UserSid NVARCHAR2(512) nvarchar(512) character varying このイベントに参加するユーザー。
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Horizon Connection Server のイベント

Horizon Connection Server のイベントは、デスクトップおよびアプリケーションのセッション、ユーザー認証

エラー、プロビジョニング エラーなど、Connection Server に関連する情報を報告します。

BROKER_DAILY_MAX_DESKTOP_SESSIONS イベントは、過去 24 時間に同時実行したデスクトップ セ
ッションの最大数を報告します。ユーザーが複数のデスクトップ セッションを同時に実行している場合、各デスクト

ップ セッションは個別にカウントされます。

BROKER_DAILY_MAX_APP_USERS イベントは、過去 24 時間に同時実行したアプリケーション ユーザー

の最大数を報告します。ユーザーが複数のアプリケーションを同時に実行している場合、そのユーザーは一度だけカ

ウントされます。サンプリングは 5 分ごとに実行されるため、存続期間の短いセッションはカウントに含まれない場

合があります。

BROKER_VC_DISABLED イベントと BROKER_VC_ENABLED イベントは、VMware Horizon が 

vCenter Server インスタンスの追跡に使用する vCenter Server ドライバの状態を報告します。

BROKER_VC_STATUS_* イベントは、vCenter Server インスタンスの状態を報告します。

次の表は、Connection Server のすべてのイベント タイプです。

表 14-5. Connection Server イベント

イベントのタイプ 重要度 ModuleAndEventText

BROKER_AGENT_OFFLINE WARNING マシン ${MachineName} で実行されているエージェント

がクエリに応答しておらず、オフラインとして認識されてい

ます

BROKER_AGENT_ONLINE WARNING マシン ${MachineName} で実行されているエージェント

が再度応答していますが、起動メッセージを送信しませんで

した

BROKER_APPLICATION_LAUNCH_FAILU
RE

ERROR ユーザー ${UserDisplayName} のプール ${PoolId} か
ら開始できません：要求を処理しているときにブローカーで

エラーが発生しました。サポートにお問い合わせください。

BROKER_APPLICATION_MISSING WARNING ${ApplicationExecutable} を含め少なくとも $
{ApplicationMissingCount} 個のアプリケーションが、プ

ール ${PoolId} の ${MachineName} にインストールさ

れていません

BROKER_APPLICATION_NOT_ENTITLED AUDIT_FAIL ユーザー ${UserDisplayName} のプール ${PoolId} か
ら開始できません：ユーザーはこのプールに対する資格があ

りません

BROKER_APPLICATION_PROTOCOL_NO
T_SUPPORTED

AUDIT_FAIL ユーザー ${UserDisplayName} のプール ${PoolId} か
ら開始できません：要求されたプロトコル ${ProtocolId} は
サポートされていません

BROKER_APPLICATION_REQUEST INFO ユーザー ${UserDisplayName} がアプリケーション $
{Application Id} を要求しました

BROKER_APPLICATION_SESSION_REQU
EST

INFO ユーザー ${UserDisplayName} がプール ${PoolId} か
らアプリケーション セッションを要求しました

BROKER_DAILY_MAX_DESKTOP_SESSI
ONS

INFO ${Time}：過去 24 時間に、デスクトップ セッションを同時

実行した最大ユーザー数は ${UserCount} でした
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表 14-5. Connection Server イベント （続き）

イベントのタイプ 重要度 ModuleAndEventText

BROKER_DAILY_MAX_APP_USERS INFO ${Time}：過去 24 時間に、アプリケーション セッションを

同時実行した最大ユーザー数は ${UserCount} でした

BROKER_DESKTOP_LAUNCH_FAILURE ERROR ユーザー ${UserDisplayName} のプール ${DesktopId} 
から開始できません：要求を処理しているときにブローカー

でエラーが発生しました。サポートにお問い合わせくださ

い。

BROKER_DESKTOP_NOT_ENTITLED AUDIT_FAIL ユーザー ${UserDisplayName} のプール ${DesktopId} 
から開始できません：ユーザーはこのプールに対する資格が

ありません

BROKER_DESKTOP_PROTOCOL_NOT_S
UPPORTED

AUDIT_FAIL ユーザー ${UserDisplayName} のプール ${DesktopId} 
から開始できません：要求されたプロトコル ${ProtocolId} 
はサポートされていません

BROKER_DESKTOP_REQUEST INFO ユーザー ${UserDisplayName} がプール ${DesktopId} 
を要求しました

BROKER_EVENT_HANDLING_STARTED INFO ブローカー ${BrokerName} がイベントの処理を開始しま

した

BROKER_EVENT_HANDLING_STOPPED INFO ${BrokerName} がイベントの処理を停止しました

BROKER_MACHINE_ALLOCATED INFO ユーザー ${UserDisplayName} はプール ${DesktopId} 
を要求し、マシン ${MachineName} を割り当てました

BROKER_MACHINE_ASSIGNED_UNAVAI
LABLE

AUDIT_FAIL ユーザー ${UserDisplayName} のプール ${DesktopId} 
から開始できません：割り当てられたマシン $
{MachineName} が利用できません

BROKER_MACHINE_CANNOT_CONNECT AUDIT_FAIL ユーザー ${UserDisplayName} のプール ${DesktopId} 
から開始できません：${ProtocolId} を使用してマシン $
{MachineName} に接続できませんでした

BROKER_MACHINE_CONFIGURED_VIDE
O_SETTINGS

INFO プール ${DesktopId} の仮想マシン ${MachineName} 
にビデオ設定が正常に構成されました

BROKER_MACHINE_NOT_READY WARNING ユーザー ${UserDisplayName} のプール ${DesktopId} 
から開始できません：マシン ${MachineName} は接続を

受け入れる準備ができていません

BROKER_MACHINE_OPERATION_DELET
ED

INFO マシン ${MachineName} が削除されています

BROKER_MACHINE_PROTOCOL_NOT_S
UPPORTED

AUDIT_FAIL ユーザー ${UserDisplayName} のプール ${DesktopId} 
から開始できません：マシン ${MachineName} はプロト

コル ${ProtocolId} をサポートしていません

BROKER_MACHINE_PROTOCOL_UNAVA
ILABLE

AUDIT_FAIL ユーザー ${UserDisplayName} のプール ${DesktopId} 
から開始できません：マシン ${MachineName} はプロト

コル ${ProtocolId} を準備完了として報告しませんでした

BROKER_MACHINE_REJECTED_SESSIO
N

WARNING ユーザー ${UserDisplayName} のプール ${DesktopId} 
から開始できません：マシン ${MachineName} は開始セ

ッション要求を拒否しました

BROKER_MACHINE_SESSION_TIMEDOU
T

WARNING ユーザー ${UserDisplayName} のセッションがタイムア

ウトしました
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表 14-5. Connection Server イベント （続き）

イベントのタイプ 重要度 ModuleAndEventText

BROKER_MULTIPLE_DESKTOPS_FOR_KI
OSK_USER

WARNING ユーザー ${UserDisplayName} は複数のデスクトップ プ
ールに対する資格があります

BROKER_POOL_CANNOT_ASSIGN AUDIT_FAIL ユーザー ${UserDisplayName} のプール ${DesktopId} 
から開始できません：ユーザーを割り当てる利用可能なマシ

ンがありません

BROKER_POOL_COMANAGER_REQUIRE
D

AUDIT_FAIL ユーザー ${UserDisplayName} のプール ${DesktopId} 
から開始できません：プロトコル ${ProtocolId} で共同管理

を利用できません

BROKER_POOL_EMPTY AUDIT_FAIL ユーザー ${UserDisplayName} のプール ${DesktopId} 
から開始できません：デスクトップ プールが空です

BROKER_POOL_NO_MACHINE_ASSIGN
ED

AUDIT_FAIL ユーザー ${UserDisplayName} のプール ${DesktopId} 
から開始できません：このユーザーに割り当てられているマ

シンがありません

BROKER_POOL_NO_RESPONSES AUDIT_FAIL ユーザー ${UserDisplayName} のプール ${DesktopId} 
から開始できません：デスクトップ プール内に応答可能なマ

シンがありません

BROKER_POOL_OVERLOADED AUDIT_FAIL ユーザー ${UserDisplayName} のプール ${DesktopId} 
から開始できません：応答のあったマシンはすべて現在使用

中です

BROKER_POOL_POLICY_VIOLATION AUDIT_FAIL ユーザー ${UserDisplayName} のプール ${DesktopId} 
から開始できません：このデスクトップ プールではオンライ

ン セッションが許可されていません

BROKER_POOL_PROTOCOL_NOT_SUPP
ORTED

AUDIT_FAIL ユーザー ${UserDisplayName} のプール ${DesktopId} 
から開始できません：プロトコル ${ProtocolId} をサポート

する利用可能なマシンがありませんでした

BROKER_POOL_PROTOCOL_UNAVAILA
BLE

AUDIT_FAIL ユーザー ${UserDisplayName} のプール ${DesktopId} 
から開始できません：プロトコル ${ProtocolId} を準備完了

として報告した利用可能なマシンがありませんでした

BROKER_POOL_TUNNEL_NOT_SUPPOR
TED

AUDIT_FAIL ユーザー ${UserDisplayName} のプール ${DesktopId} 
から開始できません：プロトコル ${ProtocolId} でトンネリ

ングがサポートされていません

BROKER_PROVISIONING_ERROR_CONFI
G_CLEARED

INFO 以前に報告された構成の問題はプール ${DesktopId} に存

在しなくなりました

BROKER_PROVISIONING_ERROR_CONFI
G_SET

ERROR 構成の問題のため、プール ${DesktopId} でプロビジョニン

グ エラーが発生しました

BROKER_PROVISIONING_ERROR_DISK_
CLEARED

INFO 以前に報告されたディスクの問題はプール ${DesktopId} 
に存在しなくなりました

BROKER_PROVISIONING_ERROR_DISK_
SET

WARNING ディスクの問題のため、プール ${DesktopId} でプロビジョ

ニング エラーが発生しました

BROKER_PROVISIONING_ERROR_LICEN
CE_CLEARED

INFO 以前に報告されたライセンスの問題はプール ${DesktopId} 
に存在しなくなりました

BROKER_PROVISIONING_ERROR_LICEN
CE_SET

ERROR ライセンスの問題のため、プール ${DesktopId} でプロビジ

ョニング エラーが発生しました
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表 14-5. Connection Server イベント （続き）

イベントのタイプ 重要度 ModuleAndEventText

BROKER_PROVISIONING_ERROR_NETW
ORKING_CLEARED

INFO 以前に報告された Horizon Agent のネットワークの問題

はプール ${DesktopId} に存在しなくなりました

BROKER_PROVISIONING_ERROR_NETW
ORKING_SET

ERROR Horizon Agent のネットワークの問題のため、プール $
{DesktopId} でプロビジョニング エラーが発生しました

BROKER_PROVISIONING_ERROR_RESO
URCE_CLEARED

INFO 以前に報告されたリソースの問題はプール ${DesktopId} 
に存在しなくなりました

BROKER_PROVISIONING_ERROR_RESO
URCE_SET

ERROR リソースの問題のため、プール ${DesktopId} でプロビジョ

ニング エラーが発生しました

BROKER_PROVISIONING_ERROR_TIMEO
UT_CUSTOMIZATION_CLEARED

INFO 以前に報告されたカスタマイズ中のタイムアウトはプール $
{DesktopId} に存在しなくなりました

BROKER_PROVISIONING_ERROR_TIMEO
UT_CUSTOMIZATION_SET

ERROR カスタマイズ中のタイムアウトのため、プール $
{DesktopId} でプロビジョニング エラーが発生しました

BROKER_PROVISIONING_ERROR_VM_C
LONING

ERROR マシン ${MachineName} のプロビジョニング エラーが発

生しました：マシンのクローン作成に失敗しました

BROKER_PROVISIONING_ERROR_VM_C
USTOMIZATION_ERROR

ERROR マシン ${MachineName} のプロビジョニング エラーが発

生しました：マシンのカスタマイズに失敗しました

BROKER_PROVISIONING_ERROR_VM_C
USTOMIZATION_NETWORKING

ERROR マシン ${MachineName} のプロビジョニング エラーが発

生しました：Horizon Agent と Connection Server との

ネットワーク通信がないことによるカスタマイズ エラー

BROKER_PROVISIONING_ERROR_VM_C
USTOMIZATION_TIMEOUT

ERROR マシン ${MachineName} のプロビジョニング エラーが発

生しました：カスタマイズ処理がタイムアウトしました

BROKER_PROVISIONING_SVI_ERROR_R
ECONFIG_FAILED

ERROR マシン ${MachineName} のプロビジョニング エラーが発

生しました：再構成の処理に失敗しました

BROKER_PROVISIONING_SVI_ERROR_R
EFIT_ FAILED

ERROR マシン ${MachineName} のプロビジョニング エラーが発

生しました：再適合の処理 ${SVIOperation} が失敗しまし

た

BROKER_PROVISIONING_SVI_ERROR_ 
REMOVING_VM

ERROR マシン ${MachineName} のプロビジョニング エラーが発

生しました：マシンをインベントリから削除できません

BROKER_PROVISIONING_VERIFICATION
_ FAILED_USER_ASSIGNED

WARNING マシン ${MachineName} のプロビジョニング検証に失敗

しました：ユーザーはすでにプール ${DesktopId} のマシン

に割り当てられています

BROKER_PROVISIONING_VERIFICATION
_ 
FAILED_USER_CANNOT_BE_ASSIGNED

WARNING マシン ${MachineName} のプロビジョニング検証に失敗

しました：プール ${DesktopId} がパーシステントでないた

め、ユーザーを割り当てることができません

BROKER_PROVISIONING_VERIFICATION
_ FAILED_VMNAME_IN_USE

WARNING マシン ${MachineName} のプロビジョニング検証に失敗

しました：マシンはすでに ${MachineName} という名前

でプール ${DesktopId} に存在します

BROKER_SVI_ARCHIVE_UDD_FAILED AUDIT_FAIL ユーザー データ ディスク ${UserDiskName} を場所 $
{SVIPath} にアーカイブできませんでした

BROKER_SVI_ARCHIVE_UDD_SUCCEED
ED

AUDIT_SUCCESS ユーザー データ ディスク ${UserDiskName} を場所 $
{SVIPath} にアーカイブしました
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表 14-5. Connection Server イベント （続き）

イベントのタイプ 重要度 ModuleAndEventText

BROKER_SVI_ATTACH_UDD_FAILED AUDIT_FAIL ユーザー データ ディスク ${UserDiskName} を仮想マシ

ン ${SVIVMID} に接続できませんでした

BROKER_SVI_ATTACH_UDD_SUCCEEDE
D

AUDIT_SUCCESS ユーザー データ ディスク ${UserDiskName} を仮想マシ

ン ${SVIVMID} に接続しました

BROKER_SVI_DETACH_UDD_FAILED AUDIT_FAIL ユーザー データ ディスク ${UserDiskName} を仮想マシ

ン ${SVIVMID} から切り離せませんでした

BROKER_SVI_DETACH_UDD_SUCCEEDE
D

AUDIT_SUCCESS ユーザー データ ディスク ${UserDiskName} を仮想マシ

ン ${SVIVMID} から切り離しました

BROKER_USER_AUTHFAILED_ACCOUNT
_ DISABLED

AUDIT_FAIL アカウントが無効になっているため、ユーザー $
{UserDisplayName} は認証に失敗しました

BROKER_USER_AUTHFAILED_ACCOUNT
_ EXPIRED

AUDIT_FAIL アカウントの有効期限が切れているため、ユーザー $
{UserDisplayName} は認証に失敗しました

BROKER_USER_AUTHFAILED_ACCOUNT
_ LOCKED_OUT

AUDIT_FAIL アカウントがロックアウトされているため、ユーザー $
{UserDisplayName} は認証に失敗しました

BROKER_USER_AUTHFAILED_ACCOUNT
_ RESTRICTION

AUDIT_FAIL アカウント制限のため、ユーザー ${UserDisplayName} は
認証に失敗しました

BROKER_USER_AUTHFAILED_BAD_USE
R_ PASSWORD

AUDIT_FAIL 不正なユーザー名またはパスワードのため、ユーザー $
{UserDisplayName} は認証に失敗しました

BROKER_USER_AUTHFAILED_GENERAL AUDIT_FAIL ユーザー ${UserDisplayName} が認証に失敗しました

BROKER_USER_AUTHFAILED_NO_LOG
ON_ SERVERS

AUDIT_FAIL ログオン サーバがないため、ユーザー $
{UserDisplayName} は認証に失敗しました

BROKER_USER_AUTHFAILED_PASSWO
RD_ EXPIRED

AUDIT_FAIL パスワードの有効期限が切れているため、ユーザー $
{UserDisplayName} は認証に失敗しました

BROKER_USER_AUTHFAILED_PASSWO
RD_ MUST_CHANGE

AUDIT_FAIL パスワードを変更する必要があるため、ユーザー $
{UserDisplayName} は認証に失敗しました

BROKER_USER_AUTHFAILED_SECUREID
_ ACCESS_DENIED

AUDIT_FAIL ユーザー ${UserDisplayName} の SecurID アクセスが

拒否されました

BROKER_USER_AUTHFAILED_SECUREID
_ NEWPIN_REJECTED

AUDIT_FAIL 新しいピンが拒否されたため、ユーザー $
{UserDisplayName} の SecurID アクセスが拒否されま

した

BROKER_USER_AUTHFAILED_SECUREID
_ WRONG_NEXTTOKEN

AUDIT_FAIL 入力された次のトークンが誤っているため、ユーザー $
{UserDisplayName} の SecurID アクセスが拒否されま

した

BROKER_USER_AUTHFAILED_SECUREID
_ WRONG_STATE

AUDIT_FAIL 状態が正しくないため、ユーザー ${UserDisplayName} の 

SecurID アクセスが拒否されました

BROKER_USER_AUTHFAILED_TIME_ 
RESTRICTION

AUDIT_FAIL 時間制限のため、ユーザー ${UserDisplayName} は認証に

失敗しました

BROKER_USER_NOT_AUTHORIZED AUDIT_FAIL ユーザー ${UserDisplayName} は認証されましたが、操作

を実行する権限がありません

BROKER_USER_NOT_ENTITLED AUDIT_FAIL ユーザー ${UserDisplayName} は認証されましたが、プー

ルに対する資格がありません
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表 14-5. Connection Server イベント （続き）

イベントのタイプ 重要度 ModuleAndEventText

BROKER_USERCHANGEDPASSWORD AUDIT_SUCCESS ${UserDisplayName} のパスワードがユーザーによって

変更されました

BROKER_USERLOGGEDIN AUDIT_SUCCESS ユーザー ${UserDisplayName} がログインしました

BROKER_USERLOGGEDOUT AUDIT_SUCCESS ユーザー ${UserDisplayName} がログアウトしました

BROKER_VC_DISABLED INFO アドレス ${VCAddress} の vCenter は一時的に無効にな

っています

BROKER_VC_ENABLED INFO アドレス ${VCAddress} の vCenter が有効になっていま

す

BROKER_VC_STATUS_CHANGED_CANN
OT_ LOGIN

WARNING アドレス ${VCAddress} の vCenter にログインできませ

ん

BROKER_VC_STATUS_CHANGED_DOW
N

INFO アドレス ${VCAddress} の vCenter がダウンしています

BROKER_VC_STATUS_CHANGED_INVA
LID_ CREDENTIALS

WARNING アドレス ${VCAddress} の vCenter に無効な認証情報が

あります

BROKER_VC_STATUS_CHANGED_NOT_
YET_ CONNECTED

INFO アドレス ${VCAddress} の vCenter にまだ接続していま

せん

BROKER_VC_STATUS_CHANGED_ 
RECONNECTING

INFO アドレス ${VCAddress} の vCenter に再接続しています

BROKER_VC_STATUS_CHANGED_UNKN
OWN

WARNING アドレス ${VCAddress} の vCenter のステータスが不明

です

BROKER_VC_STATUS_CHANGED_UP INFO アドレス ${VCAddress} の vCenter が起動しています

BROKER_USER_LOCK_SSO タイムアウトまたは画面ロックにより、Connection 
Server の SSO 認証情報が破棄されています。イベント テ
キスト：ユーザー<domain name\user name> の SSO 
認証情報がロックされています。

BROKER_LMV_REMOTE_POD_DESKTOP
_LAUNCH

CPA 環境でデスクトップ セッションを起動するため、ユー

ザーのセッションがリモート ポッドにリダイレクトされてい

ます。イベント テキスト：リモート ポッド <Pod name> 
が、グローバル資格 <Global Entitlement Name> のユー

ザー <User Name> にデスクトップを開始しました。

Horizon Agent のイベント

Horizon Agent のイベントは、Horizon Agent に関連する情報を報告します。たとえば、特定のマシンに対して

ログインまたは接続切断を行ったユーザー、Horizon Agent が特定のマシンでシャットダウンしたかどうか、

Horizon Agent が特定のマシンから Horizon Connection Server に起動メッセージを送信したかどうかなどで

す。
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表 14-6. Horizon Agent のイベント

イベントのタイプ 重要度 ModuleAndEventText

AGENT_CONNECTED INFO ユーザー ${UserDisplayName} がマシン ${MachineName} の新

しいセッションにログインしました

AGENT_DISCONNECTED INFO ユーザー ${UserDisplayName} がマシン ${MachineName} から

切断しました

AGENT_ENDED INFO ユーザー ${UserDisplayName} がマシン ${MachineName} をロ

グオフしました

AGENT_PENDING INFO マシン ${MachineName} で実行中のエージェントがユーザー $
{UserDisplayName} に割り当てられたセッションを受け付けました。

AGENT_PENDING_ EXPIRED WARNING マシン ${MachineName} のユーザー ${UserDisplayName} の保

留中セッションが失効しました

AGENT_RECONFIGURED INFO マシン ${MachineName} が正常に再構成されました

AGENT_RECONNECTED INFO ユーザー ${UserDisplayName} がマシン ${MachineName} に再

接続しました

AGENT_RESUME INFO マシン ${MachineName} のエージェントからレジューム メッセージ

が送信されました

AGENT_SHUTDOWN INFO マシン ${MachineName} で実行中のエージェントがシャットダウン

したため、このマシンは利用できなくなります

AGENT_STARTUP INFO マシン ${MachineName} で実行中のエージェントが接続サーバに接

続し、スタートアップ メッセージを送信しました。

AGENT_SUSPEND INFO マシン ${MachineName} のエージェントからサスペンド メッセージ

が送信されました

Horizon Console のイベント

Horizon Console のイベントは、Horizon Console でユーザーが開始したアクションの情報を報告します。

表 14-7. Horizon Console のイベント

EventType 重要度 ModuleAndEventText

ADMIN_ADD_DESKTOP_ENTITLEMENT AUDIT_SUCCESS ${EntitlementDisplay} は $
{UserDisplayName} によってプール $
{DesktopId} に対する資格が割り当てられま

した

ADMIN_ADD_LICENSE AUDIT_SUCCESS ${UserDisplayName} がライセンスを追加

しました

ADMIN_ADD_LICENSE_FAILED AUDIT_FAIL ${UserDisplayName} がライセンスを追加

できませんでした

ADMIN_ADD_PM AUDIT_SUCCESS ${UserDisplayName} が物理マシン $
{MachineName} をプール ${DesktopId} 
に追加しました
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EventType 重要度 ModuleAndEventText

ADMIN_ADD_PM_FAILED AUDIT_FAIL ${UserDisplayName} が物理マシン $
{MachineName} をプール ${DesktopId} 
に追加できませんでした

ADMIN_ADMINSTRATOR_REMOVE_FAILED AUDIT_FAIL ${UserDisplayName} が管理者 $
{AdminPermissionEntity} のすべての権限

を削除できませんでした

ADMIN_ADMINSTRATOR_REMOVED AUDIT_SUCCESS ${UserDisplayName} が管理者 $
{AdminPermissionEntity} のすべての権限

を削除しました

ADMIN_CONNECTION_BROKER_UPDATE_FAILED AUDIT_FAIL ${UserDisplayName} がコネクション ブ
ローカー ${BrokerId} を更新できませんで

した

ADMIN_CONNECTION_BROKER_UPDATED AUDIT_SUCCESS ${UserDisplayName} がコネクション ブ
ローカー ${BrokerId} を更新しました：（$
{AttrChangeType}： ${AttrName} = $
{AttrValue}）

ADMIN_CONNECTION_SERVER_BACKUP_FAILED AUDIT_FAIL ${UserDisplayName} がコネクション ブ
ローカー ${BrokerId} のバックアップを開

始できませんでした

ADMIN_CONNECTION_SERVER_BACKUP_INITIATED AUDIT_SUCCESS ${UserDisplayName} がコネクション ブ
ローカー ${BrokerId} のバックアップを開

始しました

ADMIN_CONNECTION_SERVER_DISABLE_FAILED AUDIT_FAIL ${UserDisplayName} がコネクション ブ
ローカー ${BrokerId} を無効にできません

でした

ADMIN_CONNECTION_SERVER_DISABLED AUDIT_SUCCESS ${UserDisplayName} がコネクション ブ
ローカー ${BrokerId} を無効にしています

ADMIN_CONNECTION_SERVER_ENABLE_FAILED AUDIT_FAIL ${UserDisplayName} がコネクション ブ
ローカー ${BrokerId} を有効にできません

でした

ADMIN_CONNECTION_SERVER_ENABLED AUDIT_SUCCESS ${UserDisplayName} がコネクション ブ
ローカー ${BrokerId} を有効にしています

ADMIN_DATABASE_CONFIGURATION_ADD_FAILED AUDIT_FAIL ${UserDisplayName} がデータベース構成

を追加できませんでした

ADMIN_DATABASE_CONFIGURATION_ ADDED AUDIT_SUCCESS ${UserDisplayName} がデータベース構成

を追加しました

ADMIN_DATABASE_CONFIGURATION_DELETE_FAI
LED

AUDIT_FAIL ${UserDisplayName} がデータベース構成

を削除できませんでした

ADMIN_DATABASE_CONFIGURATION_DELETE_FAI
LED

AUDIT_SUCCESS ${UserDisplayName} がデータベース構成

を削除しました

ADMIN_DATABASE_CONFIGURATION_UPDATE_FAI
LED

AUDIT_FAIL ${UserDisplayName} がデータベース構成

を更新できませんでした
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表 14-7. Horizon Console のイベント （続き）

EventType 重要度 ModuleAndEventText

ADMIN_DATABASE_CONFIGURATION_UPDATED AUDIT_SUCCESS ${UserDisplayName} がデータベース構成

を更新しました

ADMIN_DEFAULT_DESKTOPPOOL_ASSIGN AUDIT_SUCCESS ${UserDisplayName} がデフォルト デス

クトップのプール ${DesktopId} を $
{UserName} に割り当てました

ADMIN_DEFAULT_DESKTOPPOOL_ASSIGN_FAILED AUDIT_FAIL ${UserDisplayName} がデフォルト デス

クトップのプール ${DesktopId} を $
{UserName} に割り当てることができませ

んでした

ADMIN_DEFAULT_DESKTOPPOOL_UNASSIGN AUDIT_SUCCESS ${UserDisplayName} が ${UserName} 
へのデフォルト デスクトップのプールの割り

当てを削除しました

ADMIN_DEFAULT_DESKTOPPOOL_UNASSIGN_FAIL
ED

AUDIT_FAIL ${UserDisplayName} が ${UserName} 
へのデフォルト デスクトップのプールの割り

当てを削除できませんでした

ADMIN_DESKTOP_ADDED AUDIT_SUCCESS ${UserDisplayName} がプール $
{DesktopId} を追加しました

ADMIN_DESKTOP_ASSIGN AUDIT_SUCCESS ${UserDisplayName} がデスクトップ $
{MachineName} を ${UserName} に割

り当てました

ADMIN_DESKTOP_ASSIGN_FAILED AUDIT_FAIL ${UserDisplayName} がデスクトップ $
{MachineName} を ${UserName} に割

り当てることができませんでした

ADMIN_DESKTOP_EDITED AUDIT_SUCCESS ${UserDisplayName} がプール $
{DesktopId} を編集しました（$
{AttrChangeType}： ${AttrName} = $
{AttrValue}）

ADMIN_DESKTOP_MAINTENANCE_MODE_UPDATE
_FAILED

AUDIT_FAIL ${UserDisplayName} がデスクトップ $
{MachineName} の $
{MaintenanceMode} メンテナンス モード

に更新できませんでした

ADMIN_DESKTOP_MAINTENANCE_MODE_UPDATE
D

AUDIT_SUCCESS ${UserDisplayName} がデスクトップ $
{MachineName} を $
{MaintenanceMode} メンテナンス モード

に更新しました

ADMIN_DESKTOP_UNASSIGN AUDIT_SUCCESS ${UserDisplayName} がデスクトップ $
{MachineName} の割り当てを削除しまし

た

ADMIN_DESKTOP_UNASSIGN_FAILED AUDIT_FAIL ${UserDisplayName} がデスクトップ $
{MachineName} の割り当てを削除できま

せんでした

ADMIN_ENABLE_DESKTOP_FAILED AUDIT_FAIL ${UserDisplayName} がプール $
{DesktopId} を ${EnableStatus} に設定

できませんでした
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表 14-7. Horizon Console のイベント （続き）

EventType 重要度 ModuleAndEventText

ADMIN_ENABLE_DESKTOP_SUCCEEDED AUDIT_SUCCESS ${UserDisplayName} がプール $
{DesktopId} を ${EnableStatus} に設定

しました

ADMIN_ENABLED_DESKTOP_PROVISION_FAILED AUDIT_FAIL ${UserDisplayName} がプール $
{DesktopId} のプロビジョニングを $
{EnableStatus} に設定できませんでした

ADMIN_ENABLED_DESKTOP_PROVISION_SUCCEED
ED

AUDIT_SUCCESS ${UserDisplayName} がプール $
{DesktopId} のプロビジョニングを $
{EnableStatus} に設定しました

ADMIN_EVENT_CONFIGURATION_UPDATE_FAILED AUDIT_FAIL ${UserDisplayName} がイベント構成を更

新できませんでした

ADMIN_EVENT_CONFIGURATION_UPDATED AUDIT_SUCCESS ${UserDisplayName} がグローバル構成を

更新しました

ADMIN_FOLDER_ADD_FAILED AUDIT_FAIL ${UserDisplayName} がフォルダ $
{AdminFolderName} を追加できませんで

した

ADMIN_FOLDER_ADDED AUDIT_SUCCESS ${UserDisplayName} がフォルダ $
{AdminFolderName} を追加しました

ADMIN_FOLDER_CHANGE_FAILED AUDIT_FAIL ${UserDisplayName} がオブジェクト $
{ObjectID}（type=${ObjectType}）をフ

ォルダ ${AdminFolderName} に変更でき

ませんでした

ADMIN_FOLDER_CHANGED AUDIT_SUCCESS ${UserDisplayName} がオブジェクト $
{ObjectID}（type=${ObjectType}）をフ

ォルダ ${AdminFolderName} に変更しま

した

ADMIN_FOLDER_DELETE_FAILED AUDIT_FAIL ${UserDisplayName} がフォルダ $
{AdminFolderName} を削除できませんで

した

ADMIN_FOLDER_DELETED AUDIT_SUCCESS ${UserDisplayName} がフォルダ $
{AdminFolderName} を削除しました

ADMIN_GLOBAL_CONFIGURATION_UPDATE_FAILE
D

AUDIT_FAIL ${UserDisplayName} がグローバル構成を

更新できませんでした

ADMIN_GLOBAL_CONFIGURATION_UPDATED AUDIT_SUCCESS ${UserDisplayName} がグローバル構成を

更新しました（${AttrChangeType}： $
{AttrName} = ${AttrValue}）

ADMIN_GLOBAL_POLICY_UPDATE_FAILED AUDIT_FAIL ${UserDisplayName} がグローバル ポリ

シーを更新できませんでした

ADMIN_GLOBAL_POLICY_UPDATED AUDIT_SUCCESS ${UserDisplayName} がグローバル ポリ

シーを更新しました（${AttrChangeType}： 

${AttrName} = ${AttrValue}）

ADMIN_PERFMON_CONFIGURATION_UPDATE_FAIL
ED

AUDIT_FAIL ${UserDisplayName} がパフォーマンス監

視構成を更新できませんでした
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EventType 重要度 ModuleAndEventText

ADMIN_PERFMON_CONFIGURATION_UPDATED AUDIT_SUCCESS ${UserDisplayName} がパフォーマンス監

視構成を更新しました

ADMIN_PERMISSION_ADD_FAILED AUDIT_FAIL ${UserDisplayName} がフォルダ $
{AdminFolderName} のロール $
{AdminRoleName} で $
{AdminPermissionEntity} に権限を追加で

きませんでした

ADMIN_PERMISSION_ADDED AUDIT_SUCCESS ${UserDisplayName} がフォルダ $
{AdminFolderName} のロール $
{AdminRoleName} で $
{AdminPermissionEntity} に権限を追加し

ました

ADMIN_PERMISSION_REMOVE_FAILED AUDIT_FAIL ${UserDisplayName} がフォルダ $
{AdminFolderName} のロール $
{AdminRoleName} で $
{AdminPermissionEntity} への権限を削除

できませんでした

ADMIN_PERMISSION_REMOVED AUDIT_SUCCESS ${UserDisplayName} がフォルダ $
{AdminFolderName} のロール $
{AdminRoleName} で $
{AdminPermissionEntity} への権限を削除

しました

ADMIN_POOL_POLICY_UPDATE_FAILED AUDIT_FAIL ${UserDisplayName} がプール $
{DesktopId} のポリシーを更新できませんで

した

ADMIN_POOL_POLICY_UPDATED AUDIT_SUCCESS ${UserDisplayName} がプール $
{DesktopId} のポリシーを更新しました（$
{AttrChangeType}：${AttrName} = $
{AttrValue}）

ADMIN_REMOVE_DESKTOP_ENTITLEMENT AUDIT_SUCCESS ${EntitlementDisplay} は $
{UserDisplayName} によってプール $
{DesktopId} に対する資格が取り消されまし

た。

ADMIN_REMOVE_DESKTOP_FAILED AUDIT_FAIL ${UserDisplayName} がプール $
{DesktopId} を削除できませんでした

ADMIN_REMOVE_DESKTOP_SUCCEEDED AUDIT_SUCCESS ${UserDisplayName} がプール $
{DesktopId} を削除しました

ADMIN_ROLE_ADD_FAILED AUDIT_FAIL ${UserDisplayName} が権限 $
{AdminPrivilegeName} のあるロール $
{AdminRoleName} を追加できませんでし

た

ADMIN_ROLE_ADDED AUDIT_SUCCESS ${UserDisplayName} が権限 $
{AdminPrivilegeName} のあるロール $
{AdminRoleName} を追加しました
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表 14-7. Horizon Console のイベント （続き）

EventType 重要度 ModuleAndEventText

ADMIN_ROLE_PRIV_UPDATE_FAILED AUDIT_FAIL ${UserDisplayName} がロール $
{AdminRoleName} を権限 $
{AdminPrivilegeName} に更新できません

でした

ADMIN_ROLE_PRIV_UPDATED AUDIT_SUCCESS ${UserDisplayName} がロール $
{AdminRoleName} を権限 $
{AdminPrivilegeName} に更新しました

ADMIN_ROLE_REMOVE_FAILED AUDIT_FAIL ${UserDisplayName} がロール $
{AdminRoleName} を削除できませんでし

た

ADMIN_ROLE_REMOVED AUDIT_SUCCESS ${UserDisplayName} がロール $
{AdminRoleName} を削除しました

ADMIN_ROLE_RENAME_FAILED AUDIT_FAIL ${UserDisplayName} がロール $
{AdminRoleName} の名前を $
{AdminRoleNewName} に変更できませ

んでした

ADMIN_ROLE_RENAMED AUDIT_SUCCESS ${UserDisplayName} がロール $
{AdminRoleName} の名前を $
{AdminRoleNewName} に変更しました

ADMIN_SECURITY_SERVER_ADD_FAILED AUDIT_FAIL ${UserDisplayName} がセキュリティ サ
ーバ ${SecurityServerId} を追加できませ

んでした

ADMIN_SECURITY_SERVER_ADDED AUDIT_SUCCESS ${UserDisplayName} がセキュリティ サ
ーバ ${SecurityServerId} を追加しました

ADMIN_SECURITY_SERVER_EDIT_FAILED AUDIT_FAIL ${UserDisplayName} がセキュリティ サ
ーバ ${SecurityServerId} を編集できませ

んでした

ADMIN_SECURITY_SERVER_EDITED AUDIT_SUCCESS ${UserDisplayName} がセキュリティ サ
ーバ ${SecurityServerId} を編集しました

（${AttrChangeType}： ${AttrName} = 
${AttrValue}）

ADMIN_SECURITY_SERVER_REMOVE_FAILED AUDIT_FAIL ${UserDisplayName} がセキュリティ サ
ーバ ${SecurityServerId} を削除できませ

んでした

ADMIN_SECURITY_SERVER_REMOVED AUDIT_SUCCESS ${UserDisplayName} がセキュリティ サ
ーバ ${SecurityServerId} を削除しました

ADMIN_SESSION_SENDMSG AUDIT_SUCCESS ${UserDisplayName} がメッセージ（$
{SessionMessage}）をセッション（ユーザ

ー ${UserName}、デスクトップ $
{MachineName}）に送信しました

ADMIN_SESSION_SENDMSG_FAILED AUDIT_FAIL ${UserDisplayName} がメッセージ（$
{SessionMessage}）をセッション $
{ObjectId} に送信できませんでした

Horizon の管理

VMware, Inc. 258



表 14-7. Horizon Console のイベント （続き）

EventType 重要度 ModuleAndEventText

ADMIN_SVI_ADD_DEPLOYMENT_GROUP_FAILED AUDIT_FAIL ${SVIParentVM} の導入グループを追加で

きませんでした：${SVISnapshot}

ADMIN_SVI_ADD_DEPLOYMENT_GROUP_SUCCEED
ED

AUDIT_SUCCESS ${SVIParentVM} の導入グループ $
{SVIDeploymentGroupID} が追加されま

した：${SVISnapshot}

ADMIN_SVI_ADD_UDD_FAILED AUDIT_FAIL ユーザー データ ディスク $
{UserDiskName} を追加できませんでした

ADMIN_SVI_ADD_UDD_SUCCEEDED AUDIT_SUCCESS ユーザー データ ディスク $
{UserDiskName} を追加しました

ADMIN_SVI_ADMIN_ADDED AUDIT_SUCCESS ${UserDisplayName} が SVI 
QuickPrep ドメイン ${SVIAdminFqdn}

（${SVIAdminName}）を追加しました

ADMIN_SVI_ADMIN_REMOVED AUDIT_SUCCESS ${UserDisplayName} が SVI 
QuickPrep ドメイン (id=$
{SVIAdminID}) を削除しました

ADMIN_SVI_ADMIN_UPDATED AUDIT_SUCCESS ${UserDisplayName} が SVI 
QuickPrep ドメイン ${SVIAdminFqdn}

（${SVIAdminName}）を更新しました

ADMIN_SVI_ATTACH_UDD_FAILED AUDIT_FAIL 仮想マシン ${SVIVMID} へのユーザー デー

タ ディスク ${UserDiskName} の接続を要

求できませんでした

ADMIN_SVI_ATTACH_UDD_SUCCEEDED AUDIT_SUCCESS 仮想マシン ${SVIVMID} へのユーザー デー

タ ディスク ${UserDiskName} の接続を要

求しました

ADMIN_SVI_DELETE_UDD_FAILED AUDIT_FAIL ユーザー データ ディスク $
{UserDiskName} を削除できませんでした

ADMIN_SVI_DELETE_UDD_SUCCEEDED AUDIT_SUCCESS ユーザー データ ディスク $
{UserDiskName} を削除しました

ADMIN_SVI_DETACH_UDD_FAILED AUDIT_FAIL 仮想マシン ${SVIVMID} からのユーザー デ
ータ ディスク ${UserDiskName} の切り離

しを要求できませんでした

ADMIN_SVI_DETACH_UDD_SUCCEEDED AUDIT_SUCCESS 仮想マシン ${SVIVMID} からのユーザー デ
ータ ディスク ${UserDiskName} の切り離

しを要求しました

ADMIN_SVI_REBALANCE_VM_FAILED AUDIT_FAIL 仮想マシン ${SVIVMID} を再調整できませ

んでした

ADMIN_SVI_REBALANCE_VM_SUCCEEDED AUDIT_SUCCESS 仮想マシン ${SVIVMID} を再調整しました

ADMIN_SVI_REFRESH_VM_FAILED AUDIT_FAIL 仮想マシン ${SVIVMID} を更新できません

でした

ADMIN_SVI_REFRESH_VM_SUCCEEDED AUDIT_SUCCESS 仮想マシン ${SVIVMID} を更新しました
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EventType 重要度 ModuleAndEventText

ADMIN_SVI_RESYNC_VM_FAILED AUDIT_FAIL 導入グループ $
{SVIDeploymentGroupID} に対して仮想

マシン ${SVIVMID} を再同期できませんで

した

ADMIN_SVI_RESYNC_VM_SUCCEEDED AUDIT_SUCCESS 導入グループ $
{SVIDeploymentGroupID} に対して仮想

マシン ${SVIVMID} を再同期しました

ADMIN_SVI_UPDATE_POOL_DEPLOYMENT_GROUP
_FAILED

AUDIT_FAIL 導入グループ $
{SVIDeploymentGroupID} に対してプー

ル ${DesktopId} を更新できませんでした

ADMIN_SVI_UPDATE_POOL_DEPLOYMENT_GROUP
_SUCCEEDED

AUDIT_SUCCESS 導入グループ $
{SVIDeploymentGroupID} に対してプー

ル ${DesktopId} を更新しました

ADMIN_SVI_UPDATE_UDD_FAILED AUDIT_FAIL ユーザー データ ディスク $
{UserDiskName} を更新できませんでした

ADMIN_SVI_UPDATE_UDD_SUCCEEDED AUDIT_SUCCESS ユーザー データ ディスク $
{UserDiskName} プールを ${DesktopId} 
に、ユーザーを ${UserName} に設定しまし

た

ADMIN_UNREGISTER_PM AUDIT_SUCCESS ${UserDisplayName} が物理マシン $
{MachineName} の登録を解除しました

ADMIN_UNREGISTER_PM_FAILED AUDIT_FAIL ${UserDisplayName} が物理マシン $
{MachineName} の登録を解除できません

でした

ADMIN_USER_INFO_UPDATE_FAILED AUDIT_FAIL ${UserDisplayName} が AD サーバで $
{UserName} のユーザー情報を更新できま

せんでした

ADMIN_USER_INFO_UPDATED AUDIT_SUCCESS ${UserDisplayName} が AD サーバで $
{UserName} のユーザー情報を更新しまし

た

ADMIN_USER_POLICY_DELETE_FAILED AUDIT_FAIL ${UserDisplayName} がユーザー $
{UserName} のプール ${DesktopId} 上書

きポリシーを削除できませんでした

ADMIN_USER_POLICY_DELETED AUDIT_SUCCESS ${UserDisplayName} がユーザー $
{UserName} のプール ${DesktopId} 上書

きポリシーを削除しました（$
{AttrChangeType}： ${AttrName} = $
{AttrValue}）

ADMIN_USER_POLICY_UPDATE_FAILED AUDIT_FAIL ${UserDisplayName} がユーザー $
{UserName} のプール ${DesktopId} のポ

リシーを更新できませんでした
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EventType 重要度 ModuleAndEventText

ADMIN_USER_POLICY_UPDATED AUDIT_SUCCESS ${UserDisplayName} がユーザー $
{UserName} のプール ${DesktopId} のポ

リシーを更新しました（$
{AttrChangeType}： ${AttrName} = $
{AttrValue}）

ADMIN_USERLOGGEDIN AUDIT_SUCCESS ユーザー ${UserDisplayName} が 

Horizon Console にログインしました

ADMIN_USERLOGGEDOUT AUDIT_SUCCESS ユーザー ${UserDisplayName} が 

Horizon Console からログアウトしました

ADMIN_VC_ADD_FAILED AUDIT_FAIL ${UserDisplayName} が VC サーバ $
{VCAddress} を追加できませんでした

ADMIN_VC_ADDED AUDIT_SUCCESS ${UserDisplayName} が VC サーバ $
{VCAddress} を追加しました

ADMIN_VC_EDITED AUDIT_SUCCESS ${UserDisplayName} が VC サーバ $
{VCAddress}を編集しました（$
{AttrChangeType}： ${AttrName} = $
{AttrValue}）

ADMIN_VC_LICINV_ALARM_DISABLED AUDIT_SUCCESS すべてのホストにデスクトップ ライセンスが

あるため、VC サーバ ${VCAddress} のライ

センス インベントリ監視のアラームが無効に

なりました

ADMIN_VC_REMOVE_FAILED AUDIT_FAIL ${UserDisplayName} が VC サーバ $
{VCAddress} を削除できませんでした

ADMIN_VC_REMOVED AUDIT_SUCCESS ${UserDisplayName} が VC サーバ $
{VCAddress} を削除しました

イベント メッセージの属性

ModuleAndEventText メッセージは特定の属性を使用します。属性のデータ タイプを確認するには、

event_data テーブルまたは event_data_historical テーブルのタイプ列の値を調べます。

表 14-8. ModuleAndEventText メッセージで使用される属性

属性名 説明

AdminFolderName 権限付きのアクセスを必要とするフォルダの名前。

AdminPermissionEntity 権限付きのアクセスを必要とするオブジェクトの名前。

AdminPrivilegeName 管理権限の名前。

AdminRoleName 管理ロールの名前。

AdminRoleNewName 管理ロールの新しい名前。

AttrChangeType 汎用属性に適用された変更の種類。
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表 14-8. ModuleAndEventText メッセージで使用される属性 （続き）

属性名 説明

AttrName 汎用属性の名前。

AttrValue 汎用属性の値。

BrokerId Connection Server インスタンスの ID。

BrokerName Connection Server インスタンスの名前。

DesktopDisplayName デスクトップ プールの表示名。

DesktopId デスクトップ プールの ID。

EntitlementDisplay デスクトップに対する資格の表示名。

MachineId 物理マシンまたは仮想マシンの名前。

MachineName 物理マシンまたは仮想マシンの名前。

MaintenanceMode メンテナンス モードの状態。

ObjectID インベントリ オブジェクトの ID。

ObjectType インベントリ オブジェクトのタイプ。

PolicyDisplayName ポリシーの表示名。

PolicyObject ポリシー オブジェクトの ID。

PolicyValue ポリシー オブジェクトの値。

ProtocolId 表示プロトコルの ID。

SecurityServerId セキュリティ サーバの ID。

SVIAdminFqdn QuickPrep ドメインの完全修飾ドメイン名 (FQDN)。

SVIAdminID QuickPrep ドメインの ID。

SVIAdminName QuickPrep ドメインの名前。

Time 日時の値。

UserCount 過去 24 時間のデスクトップ ユーザーの最大数。

UserDiskName ユーザー データ ディスクの名前。

UserDisplayName DOMAIN\username 形式で表すユーザー名。

UserName Active Directory のユーザー名。

VCAddress vCenter Server の URL。
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データベース クエリおよびビューのサンプル

クエリを使用して event_historical データベースに問い合わせ、エラー イベント、警告イベント、および特定の最

近のイベントを表示できます。

注：   自分のイベント データベース用に、次の例の dbo.VE_ prefix を該当するプリフィックスに置き換えます。

エラー イベントの一覧表示

次のクエリでは、event_historical テーブルからのすべてのエラー イベントが表示されます。

CREATE VIEW error_events AS
    (
    SELECT ev.EventID, ev.Time, ev.Module, ev.EventType, ev.ModuleAndEventText
        FROM dbo.VE_event_historical AS ev
        WHERE ev.Severity = ‘ERROR’
    );

警告イベントの一覧表示

次のクエリでは、event_historical テーブルからのすべての警告イベントが表示されます。

CREATE VIEW warning_events AS
    (
    SELECT ev.EventID, ev.Time, ev.Module, ev.EventType, ev.ModuleAndEventText
        FROM dbo.VE_event_historical AS ev
        WHERE ev.Severity = ‘WARNING’
    );

最近のイベントの一覧表示

次のクエリでは、MYDOM ドメイン内のユーザー fred に関連付けられたすべての最近のイベントが一覧表示され

ます。

CREATE VIEW user_fred_events AS
    (
    SELECT ev.EventID, ev.Time, ev.Module, ev.EventType, ev.Severity, ev.Acknowledged
        FROM dbo.VE_event_historical AS ev,
            dbo.VE_event_data_historical AS ed
        WHERE ev.EventID = ed.EventID AND ed.Name = 'UserDisplayName' AND ed.StrValue =
            ‘MYDOM\fred’
    );

次のクエリでは、マシン上のエージェントがシャットダウンされるすべての最近のイベントが一覧表示されます。

CREATE VIEW agent_shutdown_events AS
    (
    SELECT ev.EventID, ev.Time, ed.StrValue
        FROM dbo.VE_event_historical AS ev,
            dbo.VE_event_data_historical AS ed
        WHERE ev.EventID = ed.EventID AND ev.EventType = ‘AGENT_SHUTDOWN’ AND
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            ed.Name = ‘MachineName’
    );

次のクエリでは、デスクトップ プールが空であったために、デスクトップの開始に失敗したすべての最近のイベント

が一覧表示されます。

CREATE VIEW desktop_launch_failure_events AS
    (
    SELECT ev.EventID, ev.Time, ed1.StrValue, ed2.StrValue
        FROM dbo.VE_event_historical AS ev,
            dbo.VE_event_data_historical AS ed1,
            dbo.VE_event_data_historical AS ed2
        WHERE ev.EventID = ed1.EventID AND ev.EventID = ed2.EventID AND
            ev.EventType = ‘BROKER_POOL_EMPTY’ AND
            ed1.Name = ‘UserDisplayName’ AND ed2.Name = ‘DesktopId’
    );

次のクエリでは、管理者がデスクトップ プールを削除したすべての最近のイベントが一覧表示されます。

CREATE VIEW desktop_pool_removed_events AS
    (
    SELECT ev.EventID, ev.Time, ed1.StrValue, ed2.StrValue
        FROM dbo.VE_event_historical AS ev,
            dbo.VE_event_data_historical AS ed1,
            dbo.VE_event_data_historical AS ed2
        WHERE ev.EventID = ed1.EventID AND ev.EventID = ed2.EventID AND
            ev.EventType = ‘ADMIN_DESKTOP_REMOVED’ AND
            ed1.Name = ‘UserDisplayName’ AND ed2.Name = ‘DesktopId’
);
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LDAP データのカスタマイズ 15
VMware と Microsoft のコマンドライン ツールを使用すると、VMware Horizon に対して LDAP 構成データを

インポートおよびエクスポートできます。これらのコマンドライン ツールは、LDAP Data Interchange Format 
(LDIF) 構成ファイル内の LDAP 構成データをインポートおよびエクスポートします。

この機能は、自動一括構成処理を実行する上級管理者向けです。VMware Horizon 構成を更新するスクリプトを作

成するには、Horizon PowerCLI モジュールを使用してください。

この章には、次のトピックが含まれています。

n LDAP 構成データの概要

n LDAP 構成データの変更

LDAP 構成データの概要

VMware Horizon 構成データはすべて LDAP ディレクトリに格納されます。Horizon Connection Server の
スタンダード インスタンスまたはレプリカ インスタンスにはそれぞれ、ローカル LDAP 構成リポジトリ、および 

Connection Server インスタンス間のレプリケーション関係が含まれます。この構成により、あるリポジトリに加

えられた変更が他のすべてのリポジトリに自動的に複製されます。

Horizon Console を使用して VMware Horizon の構成を変更すると、リポジトリ内の対応する LDAP データが

更新されます。たとえば、デスクトップ プールが追加されると、VMware Horizon はユーザー、ユーザー グルー

プ、および資格に関する情報を LDAP に格納します。Connection Server インスタンスは、他の LDAP 構成デー

タを自動的に管理し、リポジトリ内の情報を使用して VMware Horizon の操作を制御します。

LDIF 構成ファイルを使用すると、さまざまなタスクを実行できます。たとえば、Connection Server インスタン

ス間で構成データを転送したり、VMware Horizon 構成のバックアップを作成して Connection Server インス

タンスの状態をリストアできます。

LDIF 構成ファイルを使用して、大量の VMware Horizon オブジェクト（デスクトップ プールなど）を定義した

り、それらのオブジェクトを、Horizon Console を使用してタスクを手動で実行することなく、Connection 
Server インスタンスに追加することもできます。

VMware Horizon は、LDAP リポジトリの定期的なバックアップを実行します。

LDAP 構成データは、ASCII 形式のプレーン テキストとして転送され、Internet Engineering Task Force 
(IETF) RFC 2849 標準に準拠しています。
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LDAP 構成データの変更

Horizon Connection Server インスタンス上の LDAP 構成データを LDIF 構成ファイルにエクスポートして編

集し、変更した LDIF 構成ファイルを他の接続サーバ インスタンスにインポートすることで、自動一括構成処理を実

行できます。

エクスポートした LDIF 構成ファイルの内容を調べると、Horizon 内の LDAP 構成データの任意の項目に関する 

LDIF 構文の例を理解できます。たとえば、デスクトップ プールのデータを抽出し、多数のデスクトップ プールを作

成するためにテンプレートとしてそのデータを使用できます。

LDAP 構成データのエクスポート

vdmexport コマンドライン ユーティリティを使用すると、スタンダードまたはレプリカの Connection Server 

インスタンスから LDIF 構成ファイルに構成データをエクスポートできます。

手順

1 管理者または管理者（読み取り専用）ロールのユーザーとして標準またはレプリカ Connection Server インス

タンスにログインします。

Horizon 構成リポジトリから構成データをエクスポートするには、管理者または管理者（読み取り専用）ロール

のユーザーとしてログインする必要があります。

2 コマンド プロンプトで、vdmexport コマンドを入力します。

デフォルトでは、vdmexport コマンドライン ユーティリティは C:\Program Files\VMware\VMware 
View\Server\tools\bin ディレクトリにインストールされます。

vdmexport コマンドには次のオプションがあります。

オプション 説明

-f LDAP バックアップの出力ファイル名。

-v 出力ファイルは逐語的になります（暗号化されません）。

-c -v オプションに似ていますが、機密性の高い属性値は出力ファイルに含まれません。

-k キオスク クライアント エントリとそれに関連する FSP のみを出力します。

-g ローカル LDAP ではなく、クラウド ポッド アーキテクチャ グローバル LDAP のバックアッ

プを作成します。

 
たとえば、次のコマンドはローカルの LDIF 構成ファイルをエクスポートします。

vdmexport -f mylocalexport.LDF

次のコマンドは、クラウド ポッド アーキテクチャ グローバル LDAP のバックアップを取得します。

vdmexport -f myglobalexport.LDF -g

結果

vdmexport コマンドは、指定されたファイルに Connection Server インスタンスの構成を書き込みます。この

コマンドは、構成リポジトリのデータ表示に必要な権限がロールにない場合、エラーを表示します。
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LDIF 構成ファイルでのデスクトップ プールの定義

LDIF 構成ファイルでデスクトップ プールを定義し、カスタマイズした LDIF 構成ファイルをインポートして、大量

のデスクトップ プールを作成できます。

注：   LDAP リポジトリで定義されたオブジェクト（たとえば、グローバル設定、特定の Horizon Connection 
Server インスタンスまたはセキュリティ サーバ向けの設定、特定のユーザー向けの設定など）用に、カスタマイズ

した LDIF 構成ファイルを作成することもできます。

LDIF 構成ファイルでデスクトップ プールを定義するには、次のエントリをファイルに追加する必要があります。

n デスクトップ プールに含まれる各仮想デスクトップの Virtual Desktop VM エントリ

n 各デスクトップ プールの VM Pool エントリ

n デスクトップ プールの資格を定義する Desktop Application エントリ

各 VM Pool エントリは 1 つの Desktop Application エントリに 1 対 1 で関連付けます。Desktop 
Application エントリを複数の VM Pool エントリ間で共有することはできません。また、VM Pool エントリは、

1 つの Desktop Application エントリとのみ関連付けることができます。

次の表は、LDIF 構成ファイルでデスクトップ プール定義を変更するときに指定する必要のある属性を示します。

表 15-1. デスクトップ プールの定義で重要な属性

エントリ 属性 説明

Virtual Desktop VM

VM Pool

Desktop Application

cn エントリの共通名。名前を自動的に生成する必要がある場合は、グローバル一意識別

子 (GUID) 文字列を指定します。.NET が提供するメカニズム（たとえば、Visual 
Basic で System.Guid.NewGuid().ToString() を呼び出す）など、信頼性のある 

GUID ジェネレータであればどれを使用してもかまいません。

Desktop Application member デスクトップ プールにアクセスする資格を持つ、Active Directory (AD) のユーザ

ーおよびグループのリスト。この属性は、Windows Security Identifier (SID) リ
ファレンスの形式で指定されます。メンバー値の <SID=S-1-2-3-4> は、SID 値が 

S-1-2-3-4 の Active Directory ユーザーまたはグループを表します。

LDIF 形式では、左山括弧 (<) 文字は予約されているため、属性名の後にコロンを 2 
つ (::) 追加し、SID 値をベース 64 形式（例：PFNJRD1TLTEtMi0zLTQ+IA==）

で指定する必要があります。この属性は複数値なので、複数行にわたって使用し、各

エントリを SID のリストで表すことができます。

LDIF 構成ファイルのデスクトップ プール エントリのサンプル

次の例は、LDIF 構成ファイルから抜粋されたものです。このエントリ例は Pool1 というデスクトップ プールのた

めのものであり、このプールには VM1 および VM2 の 2 つの仮想デスクトップが格納されています。デスクトップ 

プール エントリは、デスクトップ アプリケーション エントリと対になっており、このアプリケーションの名前も 

Pool1 です。

#
# Virtual Desktop VM entry VM1
#
DN: CN=vm1,OU=Servers,DC=vdi,DC=vmware,DC=int
changetype: add
objectClass: top
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objectClass: pae-Server
objectClass: pae-WinServer
objectClass: pae-ThinWinServer
objectClass: pae-VM
cn: vm1
description: sample virtual desktop entry
pae-VmSuspended:: IA==
pae-OptIgnoreProcessList: 0
pae-MOID: vm-1
pae-VmState: READY
pae-ServerManaged: 1
pae-SSOEnabled: 1
pae-DisplayName: virtual desktop 1
pae-TunneledConnection: 1
pae-pwdEncryption: KERB5
ipHostNumber: vm1
pae-ClientProtVersion: 1
pae-WinDomain: NULL
pae-thinProto: XP_RDP
pae-Services: SESSION |, HEARTBEAT |, EVENTS |, USED |
pae-VmPath: /New Datacenter/vm/vm-1
pae-OptSuspendTimeout: 0
pae-OptDisconnectLimitTimeout: 0
pae-OptMaximumSessions: 0
pae-Disabled: 0

#
# Virtual Desktop VM entry VM2
#
DN: CN=vm2,OU=Servers,DC=vdi,DC=vmware,DC=int
changetype: add
objectClass: top
objectClass: pae-Server
objectClass: pae-WinServer
objectClass: pae-ThinWinServer
objectClass: pae-VM
cn: vm2
description: sample virtual desktop entry
pae-VmSuspended:: IA==
pae-OptIgnoreProcessList: 0
pae-MOID: vm-2
pae-VmState: READY
pae-ServerManaged: 1
pae-SSOEnabled: 1
pae-DisplayName: virtual desktop 2
pae-TunneledConnection: 1
pae-pwdEncryption: KERB5
ipHostNumber: vm2
pae-ClientProtVersion: 1
pae-WinDomain: NULL
pae-thinProto: XP_RDP
pae-Services: SESSION |, HEARTBEAT |, EVENTS |, USED |
pae-VmPath: /New Datacenter/vm/vm-2
pae-OptSuspendTimeout: 0
pae-OptDisconnectLimitTimeout: 0
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pae-OptMaximumSessions: 0
pae-Disabled: 0
#
# Further Virtual Desktop VM entries as required
#
#
# VM Pool entry Pool1
#
DN: CN=Pool1,OU=Server Groups,DC=vdi,DC=vmware,DC=int
changetype: add
objectClass: top
objectClass: pae-ServerPool
cn: Pool1
pae-VCDN: CN=b180b93b-2dd3-4b58-8a81-b8534a4b7565,OU=VirtualCenter,OU=Properties,DC=vdi,
DC=vmware,DC=int
pae-MemberDN: CN=vm1,OU=Servers,DC=vdi,DC=vmware,DC=int
pae-MemberDN: CN=vm2,OU=Servers,DC=vdi,DC=vmware,DC=int
pae-VmPowerPolicy: remainon
pae-VmProvEnabled: 1
pae-VmProvSuspendOnError: 1
pae-VmStartClone: 1
pae-VmPoolCalculatedValues: 1
pae-ServerPoolType: 0
pae-VmMinimumCount: 0
pae-VmHeadroomCount: 0
pae-VmMaximumCount: 0
pae-Disabled: 0

#
# Desktop Application entry Pool1 -- one entry is required for each VM Pool
#
DN: CN=Pool1,OU=Applications,DC=vdi,DC=vmware,DC=int
changetype: add
objectClass: top
objectClass: pae-Entity
objectClass: pae-App
objectClass: pae-WinApp
objectClass: pae-ThinWinApp
objectClass: pae-DesktopApplication
cn: Pool1
member:: PFNJRD1TLTEtMi0zLTQ+IA==
pae-Icon: /thinapp/icons/desktop.gif
pae-URL: \
pae-Servers: CN=Pool1,OU=Server Groups,DC=vdi,DC=vmware,DC=int
pae-ServerProtocolLevel: OSX_NETOP
pae-ServerProtocolLevel: OS2_NETOP
pae-ServerProtocolLevel: NT4_NETOP
pae-ServerProtocolLevel: WIN2K_NETOP
pae-ServerProtocolLevel: NT4_RDP
pae-ServerProtocolLevel: WIN2K_RDP
pae-ServerProtocolLevel: XP_RDP
pae-Disabled: 0
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LDAP 構成データのインポート

vdmimport コマンドを使用して、構成データを LDIF 構成ファイルからスタンダードまたはレプリカの 

Connection Server インスタンスにインポートできます。

前提条件

n LDAP 構成データを LDIF 構成ファイルにエクスポートします。詳細については、LDAP 構成データのエクス

ポートを参照してください。

n クラウド ポッド アーキテクチャ グローバル LDIF 構成ファイルをインポートする場合は、Connection 
Server インスタンスで クラウド ポッド アーキテクチャ 機能が初期化されていることを確認します。

手順

1 管理者ロールのユーザーとして Connection Server インスタンスにログインします。

Horizon 構成リポジトリに構成データをインポートするには、管理者ロール内のユーザーとしてログインする必

要があります。

2 コマンド プロンプトで、vdmimport コマンドを入力します。

デフォルトでは、vdmimport コマンドライン ユーティリティは C:\Program Files\VMware\VMware 
View\Server\tools\bin ディレクトリにインストールされます。

vdmimport コマンドには次のオプションがあります。

オプション 説明

-f 入力ファイル名。

-i 指定した LDIF 構成ファイルのファイル情報を表示します。

-d 指定した LDIF 構成ファイルを復号します。

-p 暗号化された LDIF 構成ファイルを復号するためのリカバリ パスワードを指定します。プロ

ンプトでパスワードを入力するには、"" と入力します。

-g クラウド ポッド アーキテクチャ 環境用のリストアであることを指定します。

 
たとえば、次のコマンドを実行すると、ローカルの LDIF 構成ファイルが復号され、インポートされます。

vdmimport -d -p mypassword -f MyEncryptedxport.LDF > MyDecryptedexport.LDF

vdmimport -f MyDecryptedexport.LDF

次のコマンドは、クラウド ポッド アーキテクチャ グローバル LDIF 構成ファイルを復号してインポートしま

す。

vdmimport -d -p mypassword -f MyEncryptedCPAexport.LDF > MyDecryptedCPAexport.LDF

vdmimport -g -f MyDecryptedCPAexport.LDF
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結果

vdmimport コマンドの実行後、このファイルからのデータで Connection Server インスタンスの構成が更新さ

れ、正常に更新されたレコード数が表示されます。ロールに十分な権限がないためにレコードを更新できなかった場

合、エラーが表示されます。
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VMware Horizon 環境と Horizon 
Control Plane の接続 16
VMware Horizon は、仮想デスクトップとアプリケーションをオンプレミス、クラウドホスト環境、その両方を組

み合わせたハイブリッド環境に展開できる柔軟性を備えています。

仮想デスクトップとアプリケーションが実行されている場所に関係なく、必要に応じて VMware Horizon インスタ

ンスを Horizon Control Plane に接続し、次のサービスや機能にアクセスできます。

n Horizon Cloud 管理者コンソールでは、オンプレミス環境とマルチクラウド環境を一元管理し、テナントでク

ラウドに接続された一連のポッドを操作できます。

注：   複数の場所のポッドの場合、Horizon は Connection Server 展開タイプをポッド タイプとして割り当

て、Connection Server の場所をポッドの場所として割り当てます。

n Horizon Universal Broker は、マルチクラウド割り当てからの仮想リソースを管理し、エンド ユーザーに割

り当てるために使用されるクラウドベースの仲介テクノロジーです。

n Cloud Monitoring Service (CMS) は、Horizon Control Plane で提供される中心的なサービスの 1 つで

す。CMS を使用すると、個々のポッドが存在する環境に関係なく、クラウド接続されたポッドの個別および全

体のキャパシティ、使用状況、健全性を監視できます。

n Horizon Image Management Service 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。

Horizon Control Plane は、サブスクリプション ライセンスで有効になっています。また、Horizon Cloud 
Connector 仮想アプライアンスを使用して、VMware Horizon 環境と Horizon Control Plane を接続する必要

があります。サブスクリプション ライセンスの詳細については、Horizon のインストールの「サブスクリプション 

ライセンスでの VMware Horizon の有効化と Horizon Control Plane サービス」を参照してください。

Horizon アーキテクチャの計画には、VMware Horizon を展開するための概要と要件について記載されています。

Horizon Control Plane の詳細については、VMware Horizon Cloud Service ドキュメントの Horizon Cloud 
についてを参照してください。
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Horizon PowerCLI モジュールの使用 17
Horizon PowerCLI モジュールには、Horizon のコンポーネントでさまざまな管理タスクを実行できる Horizon 
PowerCLI コマンドレットが含まれています。API の仕様と一緒に Horizon PowerCLI を使用すると、コミュニ

ティ ベースのオープンソース スクリプトを作成できます。

VMware PowerCLI をインストールするときに、Horizon PowerCLI モジュールをインストールできます。

Horizon PowerCLI コマンドレットの詳細については、https://code.vmware.com/docs/6978/cmdlet-
reference にある『VMware PowerCLI Cmdlets Reference』を参照してください。

高度な関数およびスクリプトを作成して Horizon PowerCLI と一緒に使用するための API 仕様の詳細について

は、https://code.vmware.com/apis/405/view にある View API リファレンスを参照してください。

独自の Horizon PowerCLI スクリプトを作成するために使用できるサンプル スクリプトの詳細については、

https://github.com/vmware/PowerCLI-Example-Scripts にある PowerCLI コミュニティを参照してくだ

さい。

この章には、次のトピックが含まれています。

n Horizon PowerCLI モジュールの設定 

n Horizon PowerCLI サンプル スクリプトの実行

Horizon PowerCLI モジュールの設定

VMware PowerCLI で Horizon PowerCLI モジュールを設定し、Horizon PowerCLI コマンドレットで接続サ

ーバとの接続を制御できます。接続サーバに接続した後は、Horizon API を呼び出す PowerShell スクリプトを作

成できます。

手順

1 VMware PowerCLI をインストールします。

PowerShell ギャラリーから VMware PowerCLI をインストールします。VMware PowerCLI をインスト

ールするには、Windows PowerShell プロンプトで次のコマンドを実行します。

Install-Module -Name Vmware.PowerCLI 
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このコマンドを実行すると、すべての VMware PowerCLI モジュールが Windows PowerShell にインスト

ールされます。VMware.VimAutomation.HorizonView モジュールは、Horizon PowerCLI モジュールで

す。

VMware PowerCLI は、https://code.vmware.com/web/dp/tool/vmware-powercli からダウンロー

ドしてインストールすることもできます。

VMware PowerCLI のインストール方法については、https://code.vmware.com/web/dp/tool/
vmware-powercli にある『VMware PowerCLI ユーザー ガイド』を参照してください。

2 Windows PowerShell セッションで VMware.VimAutomation.HorizonView という名前の Horizon 

PowerCLI モジュールをインポートします。

次のコマンドを使用して、Windows PowerShell セッションに VMware.VimAutomation.HorizonView を

インポートします。

Import-Module -Name VMware.VimAutomation.HorizonView 
          

VMware.VimAutomation.HorizonView に含まれている Connect-HVServer と Disconnect-HVServer 
コマンドレットを使用すると、接続サーバに接続したり、接続サーバから切断できます。

3 GitHub のリポジトリからのサンプル スクリプトを取得します。

Connect-HVServer コマンドレットを使用して接続サーバの Horizon API サービスに接続した後、Horizon 

API を呼び出す PowerShell スクリプトを実行できます。Horizon API の詳細については、https://
code.vmware.com/apis/405/view にある『View API リファレンス』を参照してください。

Horizon PowerCLI モジュールのサンプル スクリプトは、https://github.com/vmware/PowerCLI-
Example-Scripts の [モジュール] セクションで VMware.Hv.Helper モジュールとして提供されています。

次のステップ

サンプル スクリプトをそのまま使用するか、自動化の要件に合わせて変更します。サンプル スクリプトとは別に、

必要に応じて Horizon API を呼び出す新しいスクリプトを開発することもできます。Horizon PowerCLI サンプ

ル スクリプトの実行を参照してください。

Horizon PowerCLI サンプル スクリプトの実行

サンプル スクリプトから Horizon API を呼び出し、管理者タスクを実行します。これらのスクリプトを変更して、

管理タスクを実行することもできます。

前提条件

n VMware PowerCLI のインストール手順と Horizon PowerCLI モジュールの設定手順を完了します。 

Horizon PowerCLI モジュールの設定 を参照してください。

手順

1 https://github.com/vmware/PowerCLI-Example-Scripts の [モジュール] セクションから 

VMware.Hv.Helper モジュールをダウンロードします。
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2 $env:PSModulePath コマンドを使用して、Windows PowerShell セッションでモジュールのパスを確認

し、その場所に VMware.Hv.Helper モジュールをコピーします。

3 次のコマンドを実行して、Windows PowerShell セッションに VMware.Hv.Helper モジュールをロードし、

スクリプトの使用を開始します。

 Get-Module -ListAvailable 'Vmware.Hv.Helper' | Import-Module; Get-Command -Module 
'VMware.Hv.Helper'
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