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Horizon アーキテクチャの計画

『Horizon アーキテクチャの計画』では、VMware Horizon™ の概要について説明します。これには、主な機能お

よび展開オプションの説明と、本番環境で一般的なコンポーネントのセットアップ方法の概要が含まれます。

このガイドは次の疑問に答えます。

n この製品は解決の必要な問題を解決してくれるのか。

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。

また、インストールの保護を支援するために、セキュリティ機能についても説明します。

対象読者

本マニュアルの情報は、IT の意思決定者、アーキテクト、管理者、およびこの製品のコンポーネントおよび機能に精

通する必要があるその他の読者を対象としています。アーキテクトやプランナーはこの情報により、仮想デスクトッ

プおよびアプリケーションを効率的かつ安全にエンド ユーザーに提供するという企業のニーズを VMware 
Horizon が満たすかどうかを判別できます。
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VMware Horizon について 1
VMware Horizon を使用すると、IT 部門はデータセンター内でリモート デスクトップおよびアプリケーションを

実行し、これらのデスクトップやアプリケーションを従業員に提供することができます。エンド ユーザーは、社内の

あらゆる場所にある任意の数のデバイスから、または自宅からアクセスできる、パーソナライズされたなじみのある

環境を手にすることができます。管理者は、デスクトップ データをデータセンター内に保持できるため、制御の集中

化、効率性、およびセキュリティを確保できます。

この章には、次のトピックが含まれています。

n VMware Horizon を使用する利点

n コンポーネントをひとまとめにする方法

n VMware Horizon の統合

VMware Horizon を使用する利点

VMware Horizon は、シンプルさ、セキュリティ、スピード、拡張性の点で優れています。クラウドの経済性と柔

軟性を利用して、仮想デスクトップとアプリケーションを配布することができます。

VMware Horizon の柔軟な展開

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。展開環境によっては、異なるライセンスが必要に

なる場合があります。

次の環境に VMware Horizon を展開できます。

オンプレミス展開

VMware Horizon は、オンプレミスまたはプライベート クラウドのインフラストラクチャに展開できます。

オンプレミスの展開では無期限ライセンスを使用できます。オプションの Horizon サブスクリプション ライ

センスを購入すると、Horizon Control Plane とそれに関連するサービスにアクセスできます。

クラウドホスト型の展開

VMware Horizon は、VMware Cloud on AWS や Azure VMware Solutions などのパブリック クラウ

ドに展開できます。パブリック クラウドに展開するには、サブスクリプション ライセンスを使用する必要があ
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ります。サブスクリプション ライセンスを使用すると、Horizon Control Plane とそれに関連するサービスに

アクセスできます。

ハイブリッド展開

オンプレミスとクラウドホスト型の環境に VMware Horizon を展開できます。これらの展開をフェデレーシ

ョンでリンクできます。このハイブリッド展開では、次のように展開することができます。

n オンプレミス展開では無期限ライセンスを使用し、クラウドホスト型展開ではサブスクリプション ライセン

スを使用します。

n オンプレミス展開とクラウドホスト型展開の両方にサブスクリプション ライセンスを使用します。

Horizon Control Plane への Horizon 環境の接続

サブスクリプション ライセンスを使用して Horizon Control Plane にアクセスするには、Horizon Cloud 
Connector 仮想アプライアンスを使用して、Horizon 環境を Horizon Control Plane に接続する必要がありま

す。

サブスクリプション ライセンスで有効にする Horizon Control Plane を Horizon 環境に接続すると、次のような

メリットがあります。

n Horizon Universal Console で、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。

n ハイブリッドのマルチクラウド オーケストレーションにより、1 つのワークフローで VMware JMP テクノロ

ジーを利用できます。

n Horizon Universal Broker は、ハイブリッドな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。

n Horizon アーキテクチャの計画には、VMware Horizon の概要と展開要件が記載されています。Horizon 
Control Plane については、『VMware Horizon Cloud Service』を参照してください。

Just-in-Time Management Platform (JMP)

JMP は、ジャストインタイムで仮想デスクトップとアプリケーションを提供する VMware Horizon 機能です。必

要なリソースを柔軟かつ迅速に提供することができます。JMP には、次の VMware テクノロジーが使用されてい

ます。

インスタント クローン

Horizon アーキテクチャの計画
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インスタント クローンは vSphere ベースのクローン作成テクノロジーです。1 つのゴールド イメージから数

千台の非パーシステント仮想デスクトップをプロビジョニングできます。インスタント クローン デスクトップ

には、次のようなメリットがあります。

n 迅速なプロビジョニング速度。平均すると 1 ～2 秒で新しいデスクトップを作成します。

n ユーザーがログインするたびに、初期状態で高パフォーマンスのデスクトップを提供します。

n ユーザーがログアウトするたびにデスクトップを破棄することで、セキュリティを強化します。

n ユーザーごとに専用のデスクトップを用意する必要がありません。

n ダウンタイムなしでデスクトップのプールにパッチを適用できます。

n インスタント クローンを VMware App Volumes や VMware Dynamic Environment Manager 
と併用することで、完全にパーソナライズされたデスクトップを提供できます。

VMware App Volumes

VMware App Volumes は、VMware Horizon および他の仮想環境向けの統合アプリケーション提供およ

びユーザー管理のシステムです。VMware App Volumes には、次のようなメリットがあります。

n 大規模なアプリケーションを迅速にプロビジョニングできます。

n ユーザーがデスクトップにログインしているときでも、アプリケーションをユーザー、グループ、またはデ

バイスに動的に接続します。

n アプリケーションのプロビジョニング、配布、更新、回収をリアルタイムで実行できます。

n ユーザーが書き込み可能なボリュームを提供します。これにより、複数のデスクトップで実行されるアプリ

ケーションをインストールできます。

VMware Dynamic Environment Manager

VMware Dynamic Environment Manager は、仮想環境、物理環境、およびクラウドベースの環境にパー

ソナライゼーションと動的なポリシー構成を提供します。VMware Dynamic Environment Manager に
は、次のようなメリットがあります。

n デバイスや場所を問わず、Windows のワークスペースやアプリケーションに迅速にアクセスできます。カ

スタマイズされた環境を常に同じ方法で使用できます。

n 既存のインフラストラクチャを活用する、拡張性に優れた単一ソリューションを提供することで、エンドユ

ーザーのプロファイル管理を簡素化します。

n ログイン時にすべて適用するのではなく、非同期プロセスで構成と環境の設定を適用することで、ログイン 

プロセスを高速化します。

n ユーザーがアプリケーションを起動するときに、ドライブやプリンタのマッピングなど、動的な環境構成を

提供します。

これらの基盤となる 3 つの JMP テクノロジーに加えて、Horizon Control Plane の割り当てウィザードから、1 
つのワークフローでオーケストレーションを行うこともできます。

Horizon アーキテクチャの計画
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信頼性とセキュリティ

デスクトップおよびアプリケーションは、VMware vSphere® と統合し、サーバ、ストレージ、およびネットワー

ク リソースを仮想化することによって、一元管理できます。デスクトップのオペレーティング システムおよびアプ

リケーションをデータセンター内のサーバに配置することには、次の利点があります。

n データへのアクセスを容易に制限できます。機密データがリモートの従業員の自宅コンピュータにコピーされる

ことを防止できます。

n RADIUS がサポートされているため、2 要素認証ベンダーを柔軟に選択できます。サポート対象のベンダー製品

には、特に RSA SecureID、VASCO DIGIPASS、SMS Passcode、および SafeNet があります。

n VMware Workspace ONE Access との統合は、エンド ユーザーが SaaS、Web、および Windows ア
プリケーションにアクセスするために使用するのと同じ Web ベースのアプリケーション カタログを介してリ

モート デスクトップにオンデマンドでアクセスするという意味です。リモート デスクトップ内で、ユーザーは

このカスタム アプリケーション ストアを使用してアプリケーションにアクセスすることもできます。True 
SSO 機能を使用すると、スマート カードまたは 2 要素認証を使用して認証するユーザーは、Active Directory 
認証情報を入力せずにリモート 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。

n Unified Access Gateway は、企業のファイアウォールの外部からリモート デスクトップおよびアプリケー

ションにアクセスするユーザーのセキュア ゲートウェイとして機能します。Unified Access Gateway は、

非武装地帯 (DMZ) にインストールされるアプライアンスです。確実な方法で認証されたリモート ユーザーの

トラフィックだけを社内のデータセンターに送信するために、Unified Access Gateway を使用してくださ

い。

n 事前作成済みの Active Directory アカウントでリモート デスクトップをプロビジョニングする機能によっ

て、読み取り専用のアクセス ポリシーがあるロックダウンされた Active Directory 環境の要件が解決されま

す。

n エンド ユーザーのシステムがいつオフになるかを気にせずに、データのバックアップをスケジュールできます。

n データセンター内でホストされるリモート デスクトップおよびアプリケーションは、ダウンタイムがほとんどな

いか、まったくありません。仮想マシンは VMware サーバの高可用性クラスタ上に配置できます。

n 仮想デスクトップをバック エンドの物理システムおよび Microsoft リモート デスクトップ サービス (RDS) 
ホストに接続することもできます。

VMware エコシステムとの緊密な連携

VMware Horizon と VMware vSphere、vSAN、NSX を使用することで、仮想コンピューティング、仮想スト

レージ、仮想ネットワークとセキュリティで仮想化機能を拡張し、コストの削減、ユーザー エクスペリエンスとビジ

ネスの俊敏性の向上を実現できます。VMware Cloud on AWS や VMware Azure Solutions など、パブリッ

ク クラウドへの展開も可能です。

vRealize、Avi Networks、Carbon Black などの管理ソフトウェアを利用することもできます。

Horizon アーキテクチャの計画
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優れたユーザー エクスペリエンス

VMware Horizon は、エンド ユーザーが期待する、親しみやすくパーソナライズされたデスクトップ環境を提供

します。たとえば、

n さまざまな表示プロトコルを選択できます。

n ローカル コンピュータに接続された USB デバイスやその他のデバイスにアクセスできます。

n ローカル コンピュータに検出された任意のプリンタにドキュメントを送信できます。

n リアルタイム オーディオ/ビデオ機能。

n スマート カードによる認証。

n 複数のディスプレイを使用できます。

n 3D グラフィックスのサポート。

RESTful APIs

VMware HorizonRESTful APIs を使用すると、VMware Horizon インフラストラクチャ、ワークロード、サー

ドパーティ製品との統合について、展開、運用、管理、監視、レポート、分析を自動化できます。これらの API を使

用して、次の機能を実行できます。

n デスクトップ プール管理

n 仮想マシンとファームの管理

n アプリケーションの公開

n 公開アプリケーションの資格付与

n インフラストラクチャの検出

n 監視とトラブルシューティング

VMware Horizon REStful APIs の詳細については、https://code.vmware.com/apis/1122/view-rest-api
で RESTful APIs を参照してください。各リリースの Horizon RESTful API の一覧については、KB84155 を参

照してください。

コンポーネントをひとまとめにする方法

エンド ユーザーは、Horizon Client を起動して Horizon Connection Server にログインします。このサーバ

は、Windows Active Directory と統合され、VMware vSphere サーバ、物理 PC または Microsoft RDS ホ
ストにホストされているリモート デスクトップへのアクセスを提供します。Horizon Client は、Microsoft RDS 
ホストの公開アプリケーションへのアクセスも提供します。

VMware Horizon 環境の概要の例は、VMware Horizon 展開のを構成する主要コンポーネントの関係を示してい

ます。

Horizon アーキテクチャの計画
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図 1-1. VMware Horizon 環境の概要例
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ト デバイス、Mac、またはタブレットや電話機から、各自専用の仮想デスクトップまたはリモート アプリケーショ

ンにアクセスできます。

エンド ユーザーは、Horizon Client を開いて、リモート デスクトップおよびアプリケーションを表示します。クラ

イアント デバイスは、VMware Horizon シン クライアント ソフトウェアを使用するため、ユーザーがそのデバイ

ス上で直接起動できる唯一のアプリケーションが VMware Horizon Thin Client になるように構成できます。レ

ガシー PC の用途を変更してシン クライアント デスクトップにすると、ハードウェアの寿命を 3 ～ 5 年延長できま

す。たとえば、シン デスクトップ上で VMware Horizon を使用すると、古いデスクトップ ハードウェア上で 

Windows 10 などの新しいオペレーティング システムを使用できます。

HTML Access 機能を使用すると、エンド ユーザーは、クライアント システムやデバイスにクライアント アプリケ

ーションをインストールせずに、ブラウザ内でリモート デスクトップを開くことができます。

Horizon アーキテクチャの計画
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Horizon Connection Server

このソフトウェア サービスは、クライアント接続のブローカーとして機能します。Horizon Connection Server 
は、Windows Active Directory を介してユーザーを認証し、適切な仮想マシン、物理 PC、または Microsoft 
RDS ホストに要求を送ります。

Connection Server は、次の管理機能を備えています。

n ユーザーの認証

n ユーザーへの、特定のデスクトップおよびプールに対する資格の付与

n リモート デスクトップおよびアプリケーション セッションの管理

n ユーザーとリモート デスクトップおよびアプリケーションの安全な接続の確立

n シングル サインオンの有効化

n ポリシーの設定および適用

企業ファイアウォールの内側に、2 つ以上の Connection Server インスタンスのグループをインストールして構成

します。その構成データは組み込み LDAP ディレクトリに格納され、グループのメンバー間で複製されます。

企業ファイアウォールの外側にある DMZ に、Unified Access Gateway アプライアンスをインストールできま

す。DMZ 内の Unified Access Gateway アプライアンスは、企業ファイアウォールの内側の Connection 
Server と通信します。Unified Access Gateway アプライアンスにより、企業のデータセンターに入ることがで

きるリモート デスクトップおよびアプリケーションのトラフィックは、強力な認証を経たユーザーのトラフィックの

みにすることができます。ユーザーはアクセスが許可されているリソースにのみアクセスできます。

Unified Access Gateway アプライアンスの詳細については、https://docs.vmware.com/jp/Unified-
Access-Gateway/index.html にある『Unified Access Gateway』を参照してください。

重要：   Connection Server を使用しない VMware Horizon 設定を作成することは可能です。View Agent 
Direct Connect Plugin をリモート仮想マシン デスクトップにインストールすると、クライアントは仮想マシンに

直接接続できます。PCoIP、HTML Access、RDP、USB リダイレクト、セッション管理などのリモート デスク

トップ機能はすべて、ユーザーが Connection Server を介して接続した場合と同じように動作します。詳細につ

いては、View Agent Direct-Connection プラグイン管理を参照してください。

Horizon Client

リモート デスクトップとリモート アプリケーションにアクセスするためのクライアント ソフトウェアは、タブレッ

ト、電話、Windows、Linux、または Mac の PC またはラップトップ、シン クライアントなどで実行できます。

ユーザーはログインした後、使用を許可されているリモート デスクトップとリモート アプリケーションのリストか

ら選択します。認証には、Active Directory の認証情報、UPN、スマート カードの PIN、または RSA SecurID 
またはその他の 2 要素認証トークンの使用を義務付けることができます。

管理者は、エンド ユーザーが表示プロトコルを選択できるように Horizon Client を構成できます。リモート デス

クトップ用のプロトコルには、PCoIP、Blast Extreme、および Microsoft RDP が含まれます。PCoIP と Blast 
Extreme の速度と表示品質は物理 PC に匹敵します。

Horizon アーキテクチャの計画
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機能は、使用する Horizon Client によって異なります。このガイドは、Horizon Client for Windows について

説明しています。次のタイプのクライアントについては、このガイドでは詳しく説明しません。

n タブレット、Linux クライアント、および Mac クライアント用の Horizon Client についての詳細。https://
docs.vmware.com/jp/VMware-Horizon-Client/index.html にある Horizon Client のドキュメントを

参照してください。

n ブラウザ内でリモート デスクトップを開くことを許可する HTML Access Web client についての詳細。

Horizon Client アプリケーションは、クライアント システムとクライアント デバイスにインストールされませ

ん。https://docs.vmware.com/jp/VMware-Horizon-Client/index.html にある Horizon Client のド

キュメントを参照してください。

n 様々なサードパーティ シン クライアントおよびゼロ クライアント（認定されたパートナーからの購入に限定）。

VMware Horizon ユーザー Web ポータル

エンド ユーザーは、クライアント デバイス上の Web ブラウザからリモート デスクトップとリモート アプリケー

ションに接続できます。続いて、Horizon Client がインストールされている場合はこのツールを自動的に起動でき、

インストールされていなければ Horizon Client インストーラをダウンロードできます。

ブラウザを開いて Horizon Connection Server インスタンスの URL を入力すると、Horizon Client をダウンロ

ードするための VMware ダウンロード サイトへのリンクを含む Web ページが表示されます。ただし、Web ペ
ージ上のリンクは構成できます。たとえば、内部の Web サーバを指定するようにリンクを構成したり、独自の接続

サーバで利用可能なクライアントのバージョンを制限したりできます。

HTML Access 機能を使用すると、サポートされるブラウザ内のリモート デスクトップおよびアプリケーションに

アクセスするためのリンクも Web ページに表示されます。この機能を使用した場合、クライアント システムまた

はデバイスに Horizon Client アプリケーションがインストールされることはありません。詳細については、

https://docs.vmware.com/jp/VMware-Horizon-Client/index.html にある Horizon Client のマニュアル

を参照してください。

Horizon Agent

Horizon Agent サービスを、リモート デスクトップとアプリケーションのソースとして使用するすべての仮想マシ

ン、物理システム、および Microsoft RDS ホストにインストールします。仮想マシン上で、このエージェントは 

Horizon Client と通信して、接続の監視、統合印刷、ローカルに接続された USB デバイスへのアクセスなどの機

能を提供します。

デスクトップ ソースが仮想マシンの場合は、最初に Horizon Agent サービスをその仮想マシンにインストールし

た後、その仮想マシンをインスタント クローンのテンプレートまたはゴールド イメージとして使用します。この仮

想マシンからプールを作成すると、エージェントがすべてのリモート デスクトップに自動的にインストールされま

す。

このエージェントは、シングル サインオンのオプションを有効にしてインストールできます。シングル サインオン

を有効にすると、ユーザーは Horizon Connection Server に接続したときだけログインを要求され、リモート デ
スクトップまたはリモート アプリケーションに接続したときには 2 回目のログインを要求されません。

Horizon アーキテクチャの計画
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Horizon Console

この Web ベースのアプリケーションでは、Horizon Connection Server の構成、リモート デスクトップとアプ

リケーションの展開と管理、ユーザー認証の制御、およびエンド ユーザーの問題のトラブルシューティングを管理者

が実行できます。

Connection Server インスタンスをインストールすると、Horizon Console Web インターフェイスの URL も
表示されます。この Web インターフェイスを使用すると、管理者は自分のローカル コンピュータにアプリケーシ

ョンをインストールすることなく、任意の場所から Connection Server インスタンスを管理できます。

vCenter Server

vSphere に Horizon を展開する場合、vCenter Server は、ネットワークに接続されている VMware ESXi サ
ーバの集中管理者として機能します。vCenter Server によって、データセンターにおける仮想マシンの構成、プロ

ビジョニング、および管理を一元的に行うための場が用意されます。

それらの仮想マシンを仮想マシン デスクトップ プールのソースとして使用するだけでなく、仮想マシンを使用して、

Horizon Connection Server インスタンス、Active Directory サーバ、Microsoft RDS ホスト、vCenter 
Server、インスタンスなどの VMware Horizon のサーバ コンポーネントをホストすることもできます。

VMware Horizon の統合

組織内での VMware Horizon の効率を高めるために、さまざまなインターフェイスを使用して、VMware 
Horizon を外部アプリケーションと統合したり、コマンド ラインやバッチ モードで実行できる管理スクリプトを作

成したりできます。

VMware Horizon とビジネス インテリジェンス ソフトウェアの統合

Microsoft SQL Server、Oracle、または PostgreSQL データベースにイベントを記録するように、Horizon 
Connection Server を構成できます。

n ログインやデスクトップ セッションの開始などのエンド ユーザー アクション。

n 資格の追加やデスクトップ プールの作成などの管理者アクション。

n システムの障害やエラーを報告するアラート。

n 24 時間のユーザー最大数を報告するなどの統計サンプリング。

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。

詳細については、Horizon の管理を参照してください。

その代わりに、分析ソフトウェアがイベント データにアクセスできるようにするために、Syslog 形式で VMware 
Horizon イベントを生成することができます。イベントのファイル ベースのログ記録を有効にすると、イベントは

ローカル ログ ファイルに蓄積されます。ファイル共有を指定すると、ログ ファイルはその共有に移動されます。詳

細については、Horizon のインストールを参照してください。
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Horizon PowerCLI コマンドレットによる管理スクリプトの作成

Horizon PowerCLI コマンドレットを VMware PowerCLI と一緒に使用できます。Horizon PowerCLI コマ

ンドレットを使用して、Horizon コンポーネントに対する各種管理タスクを実行できます。

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、VMware Developer Center の Horizon 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、

GitHub の Horizon PowerCLI コミュニティを参照してください。

Horizon PowerCLI cmdlet を使用して、VMware Horizon コンポーネントでさまざまな管理タスクを実行する

ことができます。

n デスクトップ プールの作成と更新。

n プールの仮想マシンに指定された IP アドレスの数を大幅に拡大するために複数のネットワーク ラベルを構成。

n フル仮想マシンにデータセンター リソースを追加します。

n 一定時間における特定のデスクトップまたはデスクトップ プールの使用状況のサンプリング。

n イベント データベースのクエリ。

n サービスの状態のクエリ。

VMware Horizon での LDAP 構成データの変更

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。Horizon Connection Server は、LDAP 互換のリポジトリに構成情報を格納します。たとえば、

デスクトップ プールが追加されると、Connection Server 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。

VMware および Microsoft のコマンド ライン ツールを使用して、VMware Horizon との間で LDAP 構成デー

タを LDAP データ交換形式 (LDIF) ファイルでエクスポートおよびインポートできます。これらのコマンドは、構

成データの更新に Horizon Console や Horizon PowerCLI ではなくスクリプトを使用する上級管理者向けのコ

マンドです。

LDIF ファイルを使用して、いくつかのタスクを実行できます。

n Connection Server インスタンス間での構成データの転送。

n デスクトップ プールなどの VMware Horizon オブジェクトを多数定義した後に、それらを Horizon 
Console や Horizon PowerCLI を使用せずに Connection Server インスタンスに追加。

n Connection Server インスタンスの復旧に使用する構成のバックアップ。

詳細については、Horizon の管理を参照してください。
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vdmadmin コマンドの使用

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。Horizon Console ユーザー インターフェイス内からは行えない管理タスクやスクリ

プトで自動的に実行する必要のある管理タスクを vdmadmin を使って行えます。

詳細については、Horizon の管理を参照してください。
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豊かなユーザー体験の計画 2
VMware Horizon は、エンド ユーザーが期待する、親しみやすくパーソナライズされたデスクトップ環境を提供し

ます。たとえば、一部のクライアント システムでエンド ユーザーは、各自のローカル コンピュータに接続された 

USB デバイスやその他のデバイスにアクセスしたり、ローカル コンピュータで検出できる任意のプリンタにドキュ

メントを送信したり、スマート カードで認証したり、複数のディスプレイ モニターを使用したりできます。

VMware Horizon は、エンド ユーザーに提供されることが望ましい機能を多数備えています。使用する機能を決定

する前に、各機能の制限および制約を理解しておく必要があります。

この章には、次のトピックが含まれています。

n Horizon Agent 機能サポート一覧

n 表示プロトコルの選択

n 公開アプリケーションの使用

n リモート デスクトップおよびアプリケーションでの USB デバイスの使用

n Web カメラおよびマイクロフォンの使用

n 3D グラフィックス アプリケーションの使用

n リモート デスクトップへのマルチメディアのストリーミング

n リモート デスクトップからの印刷

n シングル サインオンによるログイン

n モニターおよび画面解像度

Horizon Agent 機能サポート一覧

エンド ユーザーにどの表示プロトコルと機能を使用できるようにするかを計画する場合、以下の情報を使用して、ど

のエージェント（リモート デスクトップおよびアプリケーション） OS がこの機能をサポートするかを判別します。

サポートされるゲスト OS のタイプとエディションは、Windows バージョンによって異なります。

Windows 10 ゲスト OS のリストについては、VMware のナレッジベース (KB) の記事、https://
kb.vmware.com/s/article/78714 を参照してください。
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Windows 10 以外の Windows オペレーティング システムの場合には、VMware のナレッジベース (KB) の記

事、https://kb.vmware.com/s/article/78715 を参照してください。

注：   それぞれのクライアント デバイスのタイプでどの機能がサポートされているかについては、Horizon Client
のドキュメント(https://docs.vmware.com/jp/VMware-Horizon-Client/index.html)を参照してください。

また、VMware のパートナー数社が、VMware Horizon のデプロイ用のシンおよびゼロ クライアント デバイス

を提供しています。各シンまたはゼロ クライアント デバイスで使用可能な機能は、ベンダーおよびモデルと、企業

が採用する構成によって決定されます。シンおよびゼロ クライアント デバイスのベンダーおよびモデルの詳細につ

いては、VMware Web サイトから入手可能な VMware 互換性ガイド（英語版）を参照してください。

表示プロトコルの選択

表示プロトコルは、データセンターに存在するリモート デスクトップまたはアプリケーションへのグラフィカル イ
ンターフェイスをエンド ユーザーに提供します。どのタイプのクライアント デバイスを使用するかによって、

VMware が提供する Blast Extreme と PCoIP (PC-over-IP) または Microsoft RDP (Remote Desktop 
Protocol) から選択できます。

使用するプロトコルを制御するポリシー、またはエンド ユーザーがデスクトップにログインしたときにプロトコルを

選択できるようにするポリシーを設定できます。

注：   一部のクライアントのタイプでは、PCoIP および RDP のいずれのリモート表示プロトコルも使用されませ

ん。たとえば、HTML Access 機能で使用可能な HTML Access クライアントを使用する場合、PCoIP または 

RDP ではなく Blast Extreme プロトコルが使用されます。同様に、リモートの Linux デスクトップを使用してい

る場合は、Blast Extreme が使用されます。

VMware Blast Extreme

VMware Blast Extreme はモバイル クラウド用に最適化されています。H.264、HEVC、JPEG、PNG、専用の 

Blast コーデックに対応している様々なクライアント デバイスをサポートします。表示プロトコルの中で、

VMware Blast Extreme の CPU 消費は最小であり、これによりモバイル デバイスのバッテリー寿命が長くなり

ます。VMware Blast Extreme は遅延の増加またはバンド幅の減少を補い、TCP および UDP のネットワーク転

送を活用することができます。

VMware Blast Extreme 表示プロトコルは、公開アプリケーション、および仮想マシンまたは RDS ホストの共有

セッション デスクトップを使うリモート デスクトップに使用できます。RDS ホストには物理マシンまたは仮想マ

シンを使用できます。Windows 10 RS4 以降の Enterprise Edition を除き、VMware Blast 表示プロトコルは

単一ユーザーの物理コンピュータで動作しません。

注：   Windows 10 RS4 を実行している物理コンピュータで、動画およびテレビのアプリケーションはサポートさ

れません。
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VMware Blast Extreme の機能

VMware Blast Extreme の主要な機能は次のとおりです。

n 会社のファイアウォールの外のユーザーは、会社の仮想プライベート ネットワーク (VPN) でこのプロトコルを

使用できます。また、ユーザーは会社の DMZ の Unified Access Gateway アプライアンスに対して、暗号

化された安全な接続を行うことができます。

注：   Blast 接続はすでに暗号化されているため、VPN の使用はおすすめしません。ユーザー エクスペリエン

スを向上させる場合は、代わりに Unified Access Gateway アプライアンスを使用します。

n Advanced Encryption Standard (AES) 128 ビット暗号化がサポートされており、デフォルトで有効になっ

ています。ただし、キーの暗号化方式は AES-256 に変更できます。

n あらゆる種類のクライアント デバイスからの接続。

n LAN および WAN でのバンド幅使用を削減する最適化制御。

n Windows エージェントの PerfMon で表示されるパフォーマンス カウンタには、次のようなシステムの現状

を正確に表示します。この情報は一定の間隔で更新されます。

n Blast セッション

n イメージング

n オーディオ

n CDR

n USB：USB トラフィックが VMware 仮想チャネル (VVC) を使用するように設定されている場合、

Windows エージェントの PerfMon に表示される USB カウンタは正確な値になります。

n Skype for Business：カウンタは、制御トラフィックにのみ使用されます。

n クリップボード

n RTAV

n シリアル ポートとスキャナ リダイレクト機能

n 仮想印刷

n HTML5 MMR

n Windows Media MMR：この機能が VMware 仮想チャネル (VVC) を使用するように設定されている場

合にのみ、パフォーマンス カウンタが表示されます。

n Windows クライアントで一時的にネットワークが切断された場合のネットワークの継続性。

n 仮想ディスプレイには 32 ビット カラーがサポートされます。

n ClearType フォントはサポートされています。

n 動的オーディオ品質調整を使用する LAN と WAN に対するオーディオのリダイレクト。

n 一部のタイプのクライアントで Webcam とマイクを使用するためのリアルタイム オーディオ ビデオ。
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n 一部のクライアント上でのテキストのコピーおよび貼り付け、およびクライアントのオペレーティング システム

とリモート デスクトップまたは公開アプリケーションの間でのイメージのコピーと貼り付け。その他のクライ

アント タイプでは、プレーン テキストのコピーおよび貼り付けのみがサポートされています。フォルダやファ

イルなどのシステム オブジェクトは、システム間でコピーおよび貼り付けすることができません。

n 複数のモニターは、一部のクライアント タイプでサポートされます。一部のクライアントでは、Windows デ
スクトップに、1 つのディスプレイにつき最高 2560 x 1600 の解像度のモニターを最大 4 台、または 4K 
(3840 x 2160) の解像度のモニターを最大 3 台使用できます。ピボット表示および自動調整もサポートされて

います。

3D 機能を有効にすると、最高 1920 x 1200 の解像度のモニターが最大 2 台、または 4K (3840 x 2160) の
解像度のモニター 1 台がサポートされます。

n USB のリダイレクトは、一部のクライアント タイプでサポートされます。

n MMR リダイレクトは、一部の Windows クライアント オペレーティング システムと一部のリモート デスク

トップ オペレーティング システム（Horizon Agent がインストール済み）でサポートされます。

n モニターが接続されていない物理マシンへの接続は NVIDIA グラフィックス カードによりサポートされます。

最高のパフォーマンスを得るために、H.264 エンコーディングをサポートするグラフィックス カードを使用し

てください。

アドインの GPU と組み込みの GPU がある場合、オペレーティング システムが組み込みの GPU をデフォルト

に設定する可能性があります。この問題を修正するには、デバイス マネージャでデバイスを無効にするか、削除

します。問題が解決しない場合には、組み込みの GPU 用の WDDM グラフィックス ドライバをインストール

するか、システムの BIOS で組み込みの GPU を無効にします。組み込みの GPU を無効にする方法について

は、システムのドキュメントを参照してください。

注意：   組み込みの GPU を無効にすると、BIOS の設定や NT ブートローダーへのコンソール アクセスなどの

アクセス機能が使用できなくなる可能性があります。

n Blast コーデックにより、より鮮明な画像とフォントが表示され、デスクトップ使用時のアダプティブ H.264 
エンコーダーの機能が強化されます。このコーデックは、モーション検出、モーション ベクトル、内部予測マク

ロブロックを含むビデオ コーデックのように動作します。これは、次の環境でサポートされ、デフォルトでは無

効になっています。

n Windows および Linux エージェント。コーデックを有効にするには：

n Windows エージェントの場合は、次のレジストリ キーを設定します。HKLM\SOFTWARE\VMware, 
Inc.\VMware Blast\Config\EncoderBlastCodecEnabled = 1

n Linux エージェントの場合は、\etc\vmware\config に 

RemoteDisplay.allowBlastCodec=TRUE を設定します。

n Windows、Linux、MacOS のクライアントの設定で、H.264 と HEVC を無効にします。モバイル クラ

イアントと Web クライアントでは、この機能はサポートされません。
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n 動的なエンコーダー スイッチを使用すると、ビデオ用に最適化されたエンコーダー（H.264 4:2:0 または 

H.264 4:4:4）とテキスト用に最適化されたエンコーダー（Blast コーデックとアダプティブ）を切り替えるこ

とができます。このスイッチは、バンド幅の使用量を減らし、鮮明なテキストと画像を維持するのに役立ちます。

この機能を使用するには、エンコーダー スイッチを有効にします。

n Windows エージェントの場合は、レジストリ キー HKLM\SOFTWARE\VMware, Inc.\VMware 
Blast\Config\EncoderSwitchEnabled = 1 を設定します。

n Linux エージェントの場合は、\etc\vmware\config に 

RemoteDisplay.allowSwitchEncoder=TRUE を設定します。

n Blast コーデックを有効にします（デフォルトでは無効になっています）。Blast コーデックが有効になって

いない場合、スイッチ エンコーダーはアダプティブを使用して、テキスト用に最適化されたエンコードを行

います。

n Windows、Linux、および MacOS のクライアントの設定で、H.264 を有効にします。モバイル クライ

アントと Web クライアントでは、この機能はサポートされません。

注：   エンコーダーのスイッチは、ソフトウェア H.264 のみを使用し、ハードウェア アクセラレータによるグ

ラフィック処理はサポートされません。

n Blast Extreme は High Dynamic Range (HDR) エンコードを実装しています。これにより、デジタル イメ

ージの明るさの範囲が広がり、より現実的なシーンを表示できます。エージェントでは、デフォルトで HDR が
有効になっています。Windows エージェントに、次のオプションのレジストリ キー REG_SZ (文字列値) を
追加できます。

n PixelProviderHDRReferenceWhite：0 より大きい整数。白レベルの相対的な明るさを制御します。デ

フォルト値は 80 です。

n HDR を有効にするには、TopologyHDREnabled = 1 を設定します。デフォルト値は 1 です。

n HDR を無効にするには、TopologyHDREnabled = 0 を設定します。

HDR トポロジ要求の場合は、クライアントでオプションのレジストリ キー REG_SZ（文字列値）

HKLM\SOFTWARE\VMware, Inc.\VMware VDM\Client\AllowClientHDR を True または False に設定

します。デフォルト値は True です。

クライアントの VMware Blast の設定で、[HEVC (High Efficiency Video Decoding) を許可] と [HDR 
(High Dynamic Range) デコードを許可] を有効にします。

どのクライアント デバイスが固有の VMware Blast Extreme 機能をサポートするかについての詳細は、https://
docs.vmware.com/jp/VMware-Horizon-Client/index.html を参照してください。

Wake-on-LAN

Wake-on-LAN は、Windows 10 RS4 以降の Enterprise Edition が実行されている物理マシンでサポートされ

ます。この機能を使用すると、Horizon Connection Server に接続したときに物理マシンンを起動できます。

Wake-on-LAN 機能には次の前提条件があります。

n Wake-on-LAN (WoL) は IPv4 環境でのみサポートされます。
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n BIOS の設定とネットワーク カードの設定で Wake-on-LAN が有効になっている場合に Wake-on-LAN パ
ケットの受信でマシンを起動するように、物理マシンが構成されている必要があります。

n Connection Server からの WoL パケットには接続先ポート 9 が使用されます。

n WoL パケットは、Horizon Connection Server から Horizon Agent に転送される IP 転送ブロードキャス

ト パケットです。Wake-on-LAN は次のシナリオで機能します。

n Connection Server と物理マシンの Horizon Agent が LAN 環境の同じサブネットにある。

n 起動する物理マシンの宛先サブネットへの IP 転送ブロードキャスト パケットを許可するように、

Connection Server と Horizon Agent の間のすべてのルーターが構成されている。

注：   Wake-on-LAN 機能は、物理 Windows 10 エージェントのフローティング割り当てプールをサポートして

いません。WoL パケットは、特定のユーザーに資格のある専用の割り当てプールにのみ送信されます。

推奨されるゲスト OS の設定

1GB 以上の RAM、および高解像度、全画面表示モード、または 720p 以上の形式のビデオの再生ではデュアル CPU 
が推奨される。CAD アプリケーションなどのグラフィックスを多用するアプリケーションで Virtual Dedicated 
Graphics Acceleration を使用するには、4GB の RAM が必要。

ビデオ品質の要件

480p 形式のビデオ

リモート デスクトップが単一の仮想 CPU を備えている場合、480p 以下のビデオをネイティブ解像度で再生で

きます。ビデオを HD Flash または全画面表示モードで再生する場合は、デスクトップにデュアル仮想 CPU が
必要です。デュアル仮想 CPU デスクトップが搭載されていても、全画面表示モードで 360p を下回る形式のビ

デオを再生する場合、特に Windows クライアントで音声が遅れる場合があります。

720p 形式のビデオ

リモート デスクトップがデュアル仮想 CPU を備えている場合、720p のビデオをネイティブ解像度で再生でき

ます。HD または全画面表示モードで 720p のビデオを再生した場合、パフォーマンスが低下する可能性があり

ます。

1080p 形式のビデオ

リモート デスクトップがデュアル仮想 CPU を備えている場合、メディア プレーヤーを小さいウィンドウ サイ

ズに調整する必要がある場合がありますが、1080p 形式のビデオを再生できます。

3D レンダリング

ソフトウェア アクセラレータによるグラフィック機能またはハードウェア アクセラレータによるグラフィック

機能を使用するようにリモート デスクトップを構成できます。ソフトウェア アクセラレータによるグラフィッ

ク機能を使用すると、物理的なグラフィック処理ユニット (GPU) を必要とすることなく、DirectX 9 と 

OpenGL 2.1 アプリケーションを実行できます。ハードウェア アクセラレータによるグラフィック機能では、

仮想マシンが vSphere ホストの物理的な GPU （グラフィック処理ユニット）を共有するか、物理的な GPU 
を単一の仮想デスクトップの専用にすることができます。

3D アプリケーションについては、2 台までのモニターがサポートされ、最大画面解像度は 1920 x 1200 です。
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3D 機能の詳細については、「3D グラフィックス アプリケーションの使用」を参照してください。

クライアント システムのハードウェア要件

特定のタイプのデスクトップまたはモバイル クライアント デバイスのプロセッサ要件とメモリ要件については、

https://docs.vmware.com/jp/VMware-Horizon-Client/index.html を参照してください。

PCoIP

PCoIP (PC over IP) は、LAN 上または WAN 経由の広範なユーザーにアプリケーション、イメージ、オーディ

オ、ビデオ コンテンツなどの公開アプリケーションや総合的なデスクトップ環境を配信するための最適化されたデス

クトップ体験を提供します。PCoIP は、レイテンシーの増加またはバンド幅の減少を補って、ネットワークの状態に

関わらずユーザーの生産性を維持できるようにします。

PCoIP 表示プロトコルは、公開アプリケーションおよび、仮想マシン、Teradici ホスト カードを含む物理マシンま

たは RDS ホストの共有セッション デスクトップを使用するリモート デスクトップに使用できます。

PCoIP の機能

PCoIP の主要な機能は次のとおりです。

n 会社のファイアウォールの外のユーザーは、会社の仮想プライベート ネットワーク (VPN) でこのプロトコルを

使用できます。また、ユーザーは会社の DMZ の Unified Access Gateway アプライアンスに対して、暗号

化された安全な接続を行うことができます。

n Advanced Encryption Standard (AES) 128 ビット暗号化がサポートされており、デフォルトで有効になっ

ています。ただし、キーの暗号化方式は AES-256 に変更できます。

n あらゆる種類のクライアント デバイスからの接続。

n LAN および WAN でのバンド幅使用を削減する最適化制御。

n 仮想ディスプレイには 32 ビット カラーがサポートされます。

n ClearType フォントはサポートされています。

n 動的オーディオ品質調整を使用する LAN と WAN に対するオーディオのリダイレクト。

n 一部のタイプのクライアントで Webcam とマイクを使用するためのリアルタイム オーディオ ビデオ。

n 一部のクライアント上でのテキストのコピーおよび貼り付け、およびクライアントのオペレーティング システム

とリモート デスクトップまたは公開アプリケーションの間でのイメージのコピーと貼り付け。その他のクライ

アント タイプでは、プレーン テキストのコピーおよび貼り付けのみがサポートされています。フォルダやファ

イルなどのシステム オブジェクトは、システム間でコピーおよび貼り付けすることができません。

n 複数のモニターは、一部のクライアント タイプでサポートされます。一部のクライアントでは、1 つのディスプ

レイにつき最高 2560 x 1600 の解像度のモニターを最大 4 台、または 4K (3840 x 2160) の解像度のモニタ

ーを最大 3 台使用できます。ピボット表示および自動調整もサポートされています。

3D 機能を有効にすると、最高 1920 x 1200 の解像度のモニターが最大 2 台、または 4K (3840 x 2160) の
解像度のモニター 1 台がサポートされます。

n USB のリダイレクトは、一部のクライアント タイプでサポートされます。
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n MMR リダイレクトは、一部の Windows クライアント オペレーティング システムと一部のリモート デスク

トップ オペレーティング システム（Horizon Agent がインストール済み）でサポートされます。

特定の PCoIP 機能をサポートするデスクトップ オペレーティング システムについては、「Horizon Agent 機能サ

ポート一覧」を参照してください。

どのクライアント デバイスが固有の PCoIP 機能をサポートするかについての詳細は、https://
docs.vmware.com/jp/VMware-Horizon-Client/index.html を参照してください。

推奨されるゲスト OS の設定

1GB 以上の RAM、および高解像度、全画面表示モード、または 720p 以上の形式のビデオの再生ではデュアル CPU 
が推奨される。CAD アプリケーションなどのグラフィックスを多用するアプリケーションで Virtual Dedicated 
Graphics Acceleration を使用するには、4GB の RAM が必要。

ビデオ品質の要件

480p 形式のビデオ

リモート デスクトップが単一の仮想 CPU を備えている場合、480p 以下のビデオをネイティブ解像度で再生で

きます。ビデオを HD Flash または全画面表示モードで再生する場合は、デスクトップにデュアル仮想 CPU が
必要です。デュアル仮想 CPU デスクトップが搭載されていても、全画面表示モードで 360p を下回る形式のビ

デオを再生する場合、特に Windows クライアントで音声が遅れる場合があります。

720p 形式のビデオ

リモート デスクトップがデュアル仮想 CPU を備えている場合、720p のビデオをネイティブ解像度で再生でき

ます。HD または全画面表示モードで 720p のビデオを再生した場合、パフォーマンスが低下する可能性があり

ます。

1080p 形式のビデオ

リモート デスクトップがデュアル仮想 CPU を備えている場合、メディア プレーヤーを小さいウィンドウ サイ

ズに調整する必要がある場合がありますが、1080p 形式のビデオを再生できます。

3D レンダリング

ソフトウェア アクセラレータによるグラフィック機能またはハードウェア アクセラレータによるグラフィック

機能を使用するようにリモート デスクトップを構成できます。ソフトウェア アクセラレータによるグラフィッ

ク機能を使用すると、物理的なグラフィック処理ユニット (GPU) を必要とすることなく、DirectX 9 と 

OpenGL 2.1 アプリケーションを実行できます。ハードウェア アクセラレータによるグラフィック機能では、

仮想マシンが vSphere ホストの物理的な GPU （グラフィック処理ユニット）を共有するか、物理的な GPU 
を単一の仮想マシン デスクトップの専用にすることができます。

3D 機能の詳細については、「3D グラフィックス アプリケーションの使用」を参照してください。

クライアント システムのハードウェア要件

プロセッサおよびメモリ要件の詳細については、デスクトップまたはモバイル クライアント デバイスの特定のタイ

プの『VMware Horizon Client の使用』を参照してください。https://docs.vmware.com/jp/VMware-
Horizon-Client/index.html をご覧ください。
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公開アプリケーションの使用

Horizon Client を使用すると、リモート デスクトップだけでなく、Windows ベースの公開アプリケーションにも

安全にアクセスできます。

この機能を使用した場合、Horizon Client を起動して Horizon Connection Server にログインすると、リモー

ト デスクトップに加えてユーザーが使用する資格があるすべての公開アプリケーションが表示されます。アプリケ

ーションを選択すると、ローカル クライアント デバイス上でそのアプリケーションのウィンドウが開きます。アプ

リケーションは、まるでローカルにインストールされているかのように動作します。

たとえば、Windows クライアント コンピュータでアプリケーション ウィンドウを最小化した場合、そのアプリケ

ーションの項目はタスクバーに残り、ローカルの Windows コンピュータにインストールされている場合とまった

く同じように動作します。また、ローカルにインストールされたアプリケーションのショートカットと同様に、クラ

イアント デスクトップに表示されるアプリケーションのショートカットを作成することもできます。

次の状況では、この方法で公開アプリケーションを展開する方が完全なリモート デスクトップを展開することよりも

望ましい場合があります。

n アプリケーションが複数階層化アーキテクチャで設定されていて、コンポーネントが地理的に近接しているほう

が動作が向上する場合は、公開アプリケーションがよい解決方法です。

たとえば、ユーザーがデータベースにリモート アクセスする必要があるときに大量のデータを WAN 経由で送

信する必要がある場合、通常はパフォーマンスに影響が出ます。公開アプリケーションを使用すると、アプリケ

ーションのすべての部分をデータベースと同じデータセンターに配置することができるため、トラフィックが分

離され、画面の更新のみが WAN 経由で送信されます。

n モバイル デバイスから個別のアプリケーションにアクセスすることは、リモート Windows デスクトップを開

いてアプリケーションに移動するよりも簡単です。

この機能を使用するには、アプリケーションを Microsoft RDS ホストにインストールします。この点においては、

VMware Horizon の公開アプリケーションは、他のアプリケーション リモート処理ソリューションと同様に動作

します。VMware Horizon の公開アプリケーションは、最適化されたユーザー エクスペリエンスのために、Blast 
Extreme 表示プロトコルまたは PCoIP 表示プロトコルのいずれかを使用して提供されます。

リモート デスクトップおよびアプリケーションでの USB デバイスの
使用

管理者は、サム フラッシュ ドライブ、カメラ、VoIP (Voice over IP) デバイス、プリンタなどの USB デバイス

を仮想デスクトップから使用できるように構成できます。この機能は USB リダイレクトと呼ばれます。仮想デスク

トップでは、最大 255 個の USB デバイスに対応できます。

公開デスクトップおよびアプリケーションで使用するために、ローカルに接続された特定の USB デバイスをリダイ

レクトすることもできます。サポートされるデバイスのタイプについては、Horizon でのリモート デスクトップ機

能の構成ドキュメントを参照してください。
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単一ユーザー マシンに展開されているデスクトップ プールでこの機能を使用すると、ローカル クライアント システ

ムに接続されているほとんどの USB デバイスをリモート デスクトップで使用できるようになります。リモート デ
スクトップから iPad に接続して管理することもできます。たとえば、リモート デスクトップにインストールした 

iTunes と iPad を同期できます。Windows や Mac コンピュータなどの一部のクライアント デバイスでは、USB 
デバイスが Horizon Client のメニューに一覧表示されます。デバイスの接続や接続解除にもこのメニューを使用

します。

ほとんどの場合、クライアント システムとリモート デスクトップの USB デバイスを同時に使用することはできま

せん。ごく一部のタイプの USB デバイスのみ、リモート デスクトップとローカル コンピュータ間で共有できます。

そのようなデバイスには、スマート カード リーダーと、キーボードやポインティング デバイスなどのヒューマン イ
ンターフェイス デバイスがあります。

管理者はエンド ユーザーに接続を許可する USB デバイスのタイプを指定できます。一部のクライアント システム

上のビデオ入力デバイスとストレージ デバイスなど複数タイプのデバイスが含まれる複合デバイスについては、管理

者はデバイスを分離し、あるデバイス (たとえば、ビデオ入力デバイス) は許可し、その他のデバイス (たとえば、ス

トレージ デバイス) は許可しないようにできます。

USB リダイレクト機能は、特定のクライアントのタイプだけで使用できます。この機能が特定のクライアントでサ

ポートされているかどうかを確認するには、そのクライアントの Horizon Client インストールとセットアップに関

するドキュメントで機能サポート一覧を参照してください。

Web カメラおよびマイクロフォンの使用

リアルタイム オーディオビデオ機能を使用すれば、リモート デスクトップまたは公開アプリケーションでローカル 

クライアント システムの Web カメラまたはマイクを使用できます。リアルタイム オーディオビデオは、標準の会

議アプリケーションやブラウザ ベースのビデオ アプリケーションと互換性があります。標準の Web カメラ、オー

ディオ USB デバイス、アナログ オーディオ入力をサポートします。

エンド ユーザーは、Skype、Webex、Google Hangouts などのオンライン会議アプリケーションをリモート デ
スクトップで実行できます。この機能は、USB リダイレクトを使用して達成できるよりも低いバンド幅でビデオお

よびオーディオ データをエージェント マシンにリダイレクトします。リアルタイム オーディオ ビデオを使用する

と、webcam イメージとオーディオ入力はクライアント上でエンコードされてからエージェント マシンに送信され

ます。エージェント マシンで、仮想 Web カメラと仮想マイクがストリームをデコードして再生します。これによ

り、サードパーティのアプリケーションで使用可能になります。

特別な構成は必要ありませんが、管理者は必要に応じてエージェント側のグループ ポリシーとレジストリ キーを使

用して、フレーム レートや画像解像度を設定したり、機能をオフにすることができます。デフォルトでは、毎秒 15 
フレームの場合、解像度は 320 x 240 ピクセルです。管理者は、必要に応じて、クライアント側の設定を使用して

推奨する webcam またはオーディオ デバイスを設定することもできます。

注：   この機能を使用できるのは、一部のクライアント タイプ上だけです。この機能が特定タイプのクライアントで

サポートされているかどうかを確認するには、デスクトップまたはモバイル クライアント デバイスのタイプに応じ

て、インストールとセットアップに関するドキュメントに記載されている機能対応基準を参照してください。
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3D グラフィックス アプリケーションの使用

Blast Extreme または PCoIP 表示プロトコルで利用できるソフトウェアおよびハードウェア アクセラレータによ

るグラフィックス機能を使用すれば、リモート デスクトップ ユーザーは、Google Earth から CAD などのグラフ

ィックスを多用するアプリケーションに至るまでの 3D アプリケーションを実行することができます。

NVIDIA GRID vGPU（共有 GPU ハードウェア アクセラレーション）

vSphere で利用可能なこの機能では、ESXi ホストの物理 GPU（グラフィック処理ユニット）が仮想マシン間

で共有できます。この機能は、ハイエンドのハードウェア高速ワークステーション グラフィックスが必要な場合

に使用します。

AMD MxGPU

vSphere で提供されるこの機能により、GPU が複数の PCI パススルー デバイスのように見えるようになり、

複数の仮想マシンで AMD GPU を共有できます。この機能により、軽量な 3D タスクを処理するユーザーか

ら、ハイエンド ワークステーションでグラフィックスを処理するパワー ユーザーまで、ハードウェアで高速化

された柔軟性のある 3D プロファイルを使用できるようになります。

Virtual Dedicated Graphics Acceleration (vDGA)

vSphere で提供されるこの機能は ESXi ホスト上の単一の物理 GPU を単一の仮想マシン専用にします。この

機能は、ハイエンドのハードウェア高速ワークステーション グラフィックスが必要な場合に使用します。

注：   http://www.vmware.com/resources/compatibility/search.php にある VMware ハードウェア

互換性一覧を参照してください。Intel vDGA の場合、他のベンダーと同様に個別の GPU ではなく、Intel 統
合 GPU が使用されます。

Virtual Shared Graphics Acceleration (vSGA)

vSphere で提供されるこの機能により、ESXi ホスト上の物理的な GPU を複数の仮想マシンで共有できます。

デザイン、モデリング、マルチメディアなどの処理に 3D アプリケーションを使用できます。

ソフト 3D

vSphere で提供されるソフトウェア アクセラレータによるグラフィックスでは、物理 GPU を使用することな

く、DirectX 9 と OpenGL 2.1 のアプリケーションを実行できます。この機能は、Windows Aero テーマ、

Microsoft Office 2010、Google Earth など、リソース要求が少ない 3D アプリケーションで使用します。

重要：   vSphere のグラフィック アクセラレーションについては、VMware のホワイト ペーパーを参照してくだ

さい。レンダリング オプションは環境（vSphere、非 vSphere、物理 PC）とユースケース（仮想デスクトップか

公開デスクトップか）によって異なります。環境およびユースケースで使用可能な 3D オプションについては、

Horizon での仮想デスクトップのセットアップと 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。3D レンダリングに関する選択肢の詳細については、NVIDIA GRID vGPU 
Deployment Guide for VMware Horizon 6.1 と NVIDIA GRID Virtual GPU User Guide を参照してくだ

さい。
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リモート デスクトップへのマルチメディアのストリーミング

デスクトップとクライアントでは、Windows Media MMR （マルチメディア リダイレクト）機能により、リモー

ト デスクトップにマルチメディア ファイルがストリーミングされるとき、クライアント コンピュータで完全に忠実

な再生を実行できます。

MMR を使用すると、クライアント システムでマルチメディア ストリームが処理（デコード）されます。クライア

ント システムはメディア コンテンツを再生し、それによって ESXi ホストの要求を開放します。Windows Media 
Player でサポートされるメディア フォーマットがサポートされます。たとえば、M4V、MOV、MP4、WMP、

MPEG-4 Part 2、WMV 7、8 および 9、WMA、AVI、ACE、MP3、WAV などです。

注：   MMR ポートをファイアウォール ソフトウェアに例外として追加する必要があります。PCoIP 接続の MMR 
のデフォルト ポートは 9427 です。

リモート デスクトップからの印刷

仮想印刷機能を使用すると、リモート デスクトップのオペレーティング システムに追加のプリンタ ドライバをイン

ストールする必要なく、クライアント システムのエンド ユーザーがリモート デスクトップからローカル プリンタま

たはネットワーク プリンタを使用できます。ロケーション ベースの印刷機能により、リモート デスクトップを、エ

ンドポイントのクライアント デバイスに最も近いプリンタにマッピングすることができます。

仮想印刷を使用すると、ローカル クライアント コンピュータにプリンタを追加した後で、そのプリンタが自動的に、

リモート デスクトップで使用可能なプリンタのリストに自動的に追加されます。何も構成する必要はありません。

この機能で使用可能なプリンタごとに、データ圧縮、印刷品質、両面印刷、カラーなどの環境設定ができます。その

場合でも、管理者権限のあるユーザーは、仮想印刷コンポーネントと競合することなくリモート デスクトップにプリ

ンタ ドライバをインストールできます。

ローカル プリンタのリダイレクトは、次のようなユースケースで使用されます。

n USB またはクライアント デバイスのシリアル ポートに直接接続するプリンタ。

n クライアントに接続し、バーコード印刷やラベル印刷などを行う特別なプリンタ。

n 仮想セッションから接続できないリモート ネットワーク上のネットワーク プリンタ。

印刷ジョブを USB プリンタに送信するには、USB リダイレクト機能を使用するか、仮想印刷機能を使用できます。

ロケーション ベースの印刷により、IT 組織は、エンドポイントのクライアント デバイスに最も近いプリンタにリモ

ート デスクトップをマッピングすることができます。たとえば、病院の医師が次々と部屋を移動している場合、その

医師がドキュメントを印刷する度に、印刷ジョブはその医師が現在いる部屋に最も近いプリンタに送信されます。こ

の機能を使用するには、適切なプリンタ ドライバがリモート デスクトップにインストールされている必要がありま

す。

注：   これらの印刷機能を使用できるのは、一部のタイプのクライアントのみです。印刷機能が特定のタイプのクラ

イアントでサポートされているかどうかを確認するには、デスクトップまたはモバイル クライアント デバイスのタ

イプに応じて、インストールとセットアップに関するガイドに記載されている機能対応基準を参照してください。

https://docs.vmware.com/jp/VMware-Horizon-Client/index.html に移動します。
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シングル サインオンによるログイン

シングル サインオン (SSO) 機能によって、エンド ユーザーは 1 回だけ Active Directory ログイン認証情報を入

力できます。

シングル サインオン機能を使用しない場合、エンド ユーザーは 2 回ログインする必要があります。最初に Horizon 
Connection Server へのログインするための Active Directory 認証情報を要求され、次にリモート デスクトッ

プへのログインを要求されます。スマート カードも使用する場合、エンド ユーザーはスマート カード リーダに PIN 
を要求されたときにもログインが必要なため、3 回ログインする必要があります。

リモート デスクトップの場合、この機能には認証情報プロバイダ ダイナミックリンク ライブラリを含みます。

True SSO

True SSO 機能を使用すると、ユーザーは Active Directory 認証情報を指定する必要がなくなります。ユーザー

は、Active Directory 以外の方法（RSA SecurID または RADIUS 認証など）を使用して VMware Identity 
Manager にログインすると、リモート 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 Active Directory 
認証情報の入力をさらに求められることがありません。

ユーザーがスマート カードまたは 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、このようなときも True SSO が使用されるように構成できます。これにより、ユーザーが指定する 

Active Directory 認証情報が無視され、True SSO が使用されます。

True SSO は、Windows ログオン プロセスで一時的な一意の証明書を生成することにより動作します。一時的な

証明書をユーザーに代わって生成するには、認証局（すでに使用していない場合）と証明書登録サーバをセットアッ

プする必要があります。登録サーバをインストールするには、Connection Server インストーラを実行して、登録

サーバのオプションを選択します。

True SSO は、アクセス（Windows デスクトップまたはアプリケーションへのアクセスなど）から認証（ユーザ

ーの ID を検証）を分離します。ユーザーの認証情報は、電子証明書により安全性が確保されます。データセンター

内では、パスワードがボールトされたり転送されたりすることはありません。詳細については、Horizon の管理を参

照してください。

モニターおよび画面解像度

リモート デスクトップを複数のモニターに展開して表示できます。高解像度モニターを使用している場合は、リモー

ト デスクトップまたはアプリケーションを高解像度で表示できます。

[すべてのモニター] 表示モードを選択して、リモート デスクトップを複数のモニターで表示できます。[すべてのモ

ニター] モードを使用しているときに、[最小化] ボタンをクリックしてからウィンドウを最大化すると、ウィンドウ

は [すべてのモニター] モードに戻ります。同様に、[全画面表示] モードを使用しているときに、ウィンドウを最小

化してから最大化すると、ウィンドウは 1 台のモニターで [全画面表示] モードに戻ります。

複数のモニターがある環境における [すべてのモニター] の使用

表示プロトコルにかかわらず、リモート デスクトップで複数のモニターを使用できます。Horizon Client がすべて

のモニターを使用している際にアプリケーション ウィンドウを最大化すると、アプリケーションが表示されているモ

ニターだけでウィンドウが全画面表示に拡大します。
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Horizon Client は以下のモニター設定をサポートします。

n 2 台のモニターを使用する場合、同じモードにする必要はありません。たとえば、外部モニター接続されている

ノートパソコンを使用している場合、外部モニターはポートレート モードまたはランドスケープ モードにでき

ます。

n 2 台のモニターを使用している場合に限り、モニターは、並べるか 2 つずつ重ねることができます。合計の高さ

が 4096 ピクセル未満の場合に限り、縦に重ねることができます。

n 3D レンダリング機能を使用するには、VMware Blast 表示プロトコルまたは PCoIP 表示プロトコルを使用す

る必要があります。最大 1920 x 1200 の解像度で最大 2 台のモニターを使用できます。4K (3840 x 2160) 
の解像度の場合、1 台のモニターのみがサポートされます。

n n Windows Server 2019 仮想デスクトップでは、Horizon Agent 7.7 以降が必要です。

n Windows 7 および Windows 8.x の仮想デスクトップは、Horizon Agent 2006 以降でサポートされ

ていません。

n VMware Blast 表示プロトコルでは、リモート デスクトップの 8K (7680 x 4320) の画面解像度がサポート

されます。2 台の 8K ディスプレイがサポートされています。デスクトップ仮想マシンのハードウェア バージ

ョンは、14（ESXi 6.7 以降）にする必要があります。仮想マシンには、8K ディスプレイをサポートするのに十

分なシステム リソースを割り当てる必要があります。GRID ベースのデスクトップでサポートされているモニ

ター構成と NVIDIA vGPU プロファイルの詳細ついては、NVIDIA の Web サイトで『仮想 GPU ソフトウェ

ア ユーザーガイド』を参照してください。この機能は、Windows クライアントでのみサポートされます。

n VMware Blast 表示プロトコルまたは PCoIP 表示プロトコルでは、リモート デスクトップの 4K (3840 x 
2160) の画面解像度がサポートされます。サポートされる 4K ディスプレイの数は、デスクトップ仮想マシンの

ハードウェア バージョンと Windows 10 のバージョンによって異なります。

ハードウェア バージョン サポートされる 4K ディスプレイの数

10（ESXi 5.5.x 互換） 1

11（ESXi 6.0 互換） 3

11 1

13、14 以降 1（3D レンダリング機能が有効の場合）

4（3D レンダリング機能が無効の場合）

最高のパフォーマンスを得るために、2 GB の RAM と 2 個の vCPU がある仮想マシンを推奨します。この機

能では、ネットワーク遅延が小さく、パッケージ損失率が低く、1000 Mbps のバンド幅が確保されるような良

好なネットワーク環境が求められる場合があります。

注：   リモート デスクトップの画面解像度が 3840 x 2160 (4K) に設定されると、画面上の項目が小さく表示

される場合があり、リモート デスクトップの [画面の解像度] ダイアログ ボックスを使用してテキストやその他

の項目を大きくできない場合があります。Windows クライアントの場合、クライアント マシンの DPI を適切

に設定し、DPI 同期機能を有効にして、クライアント マシンの DPI 設定をリモート デスクトップにリダイレク

トできます。

n Microsoft RDP 7 を使用する場合、リモート デスクトップの表示に使用できるモニターは最大 16 台です。
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n Microsoft RDP 表示プロトコルを使用する場合は、Microsoft リモート デスクトップ接続 (RDC) 6.0 以降が

リモート デスクトップにインストールされている必要があります。

複数のモニターがある環境におけるモニター 1 台の使用

複数台のモニターがある環境で Horizon Client にその中の 1 台のモニターのみを使用させる場合、[すべてのモニ

ター] 以外のモードでリモート デスクトップ ウィンドウを開くように選択できます。デフォルトでは、ウィンドウは

プライマリ モニターで開きます。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。

高解像モードの使用

一部のクライアントのタイプで VMware Blast 表示プロトコルまたは PCoIP 表示プロトコルを使用する場合、

Horizon Client では、高解像度ディスプレイが搭載されたクライアント システムの高解像度もサポートされます。

高解像度モードを有効にするオプションは、クライアント システムが高解像度ディスプレイをサポートしている場合

のみ表示されます。

仮想マシンで vGPU を構成すると、ハードウェア エンコードがデフォルトで有効になります。使用するビデオ メモ

リが 1 GB 未満で、NVENC メモリの制限でソフトウェア デコーダを使用する vGPU プロファイルを除き、サポー

トされるすべてのマルチモニタ設定でハードウェア エンコードが有効になります。https://docs.nvidia.com/
grid/4.3/grid-vgpu-release-notes-vmware-vsphere/index.html で「NVENC では 1 GB 以上のフレーム 

バッファが必要」を参照してください。
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中央からのデスクトップ プールとアプ
リケーション プールの管理 3
デスクトップ プールを作成する場合、含まれるリモート デスクトップは 1 つでも数千でもかまいません。デスクト

ップ ソースとしては、仮想マシン、物理マシン、および Windows Remote Desktop Services (RDS) ホストを

使用できます。基本イメージとして 1 つの仮想マシンを作成すれば、VMware Horizon はそのイメージからリモー

ト デスクトップのプールを生成できます。また、ユーザーにアプリケーションへのリモート アクセスを提供するア

プリケーションのプールも作成できます。

この章には、次のトピックが含まれています。

n デスクトップ プール

n アプリケーション プール

n アプリケーション プロビジョニング

n Active Directory GPO によるユーザーおよびデスクトップの管理

デスクトップ プール

VMware Horizon は、その集中管理の基盤として、デスクトップのプールを作成し、プロビジョニングする機能を

備えています。

デスクトップ プールは、次のいずれかのソースから作成できます。

n ESXi ホスト上でホストされ vCenter Server によって管理されている仮想マシン

n RDS ホストのセッション ベースのデスクトップ。RDS ホストからデスクトップ プールを作成する方法につい

ては、Horizon ドキュメントの「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。

n 物理デスクトップ PC などの非 vSphere マシン

n Horizon Agent をサポートする vCenter Server 以外の仮想化プラットフォームで稼動する仮想マシン。

vSphere 仮想マシンをデスクトップ ソースとして使用する場合は、同一の仮想デスクトップを必要な数だけ作成す

るプロセスを自動化できます。プールに作成される仮想デスクトップの最小数と最大数を設定できます。これらのパ

ラメータを設定すると、すぐに使用できるリモート デスクトップの数を常に十分確保できますが、使用可能なリソー

スを過剰に使用するほどの数ではありません。
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プールを使用してデスクトップを管理すると、プール内のすべてのリモート デスクトップに設定を適用したり、アプ

リケーションを展開したりすることができます。仮想マシンまたは管理対象外のマシンのデスクトップ プールの詳

細については、Horizon での仮想デスクトップのセットアップを参照してください。RDS ホストのセッションに基

づくデスクトップ プールの詳細については、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

ップドキュメントを参照してください。

アプリケーション プール

RDS ホストのファームで実行されるアプリケーション プールを使用すると、ユーザーは個人のコンピュータやデバ

イスではなく、データセンター内のサーバで実行される公開アプリケーションにアクセスできます。

アプリケーション プールには複数の大きな利点があります。

n アクセシビリティ

ユーザーはネットワークの上のどこからでもアプリケーションにアクセスできます。セキュア ネットワーク ア
クセスも構成できます。

n デバイスの独立性

アプリケーション プールでは、スマート フォン、タブレット、ラップトップ、シン クライアント、個人のコン

ピュータなどのさまざまなクライアント デバイスをサポートできます。これらのクライアント デバイスは、

Windows、iOS、Mac OS、Android などのさまざまなオペレーティング システムを実行できます。

n アクセス制御

1 人のユーザーまたはユーザーのグループに対して、アプリケーションのアクセス権を簡単かつ迅速に付与また

は削除することができます。

n 展開の加速化

アプリケーション プールでは、データセンター内のサーバにのみアプリケーションを展開し、各サーバで複数の

ユーザーをサポートできるため、アプリケーションの展開を短期化することができます。

n 管理性

クライアント コンピュータやデバイスに展開されているソフトウェアを管理するには、かなり多くのリソースが

必要です。管理作業には、展開、構成、メンテナンス、サポート、アップグレードなどがあります。アプリケー

ション プールでは、ソフトウェアはデータセンター内のサーバで実行され、インストール コピーの数が少なく

て済むため、企業のソフトウェア管理を簡素化できます。

n セキュリティと規制コンプライアンス

アプリケーション プールでは、アプリケーションとその関連データがデータセンターに集約されるため、セキュ

リティを強化することができます。データを集約することで、セキュリティの考慮事項と規制コンプライアンス

の問題に対処できます。

n コスト削減

ソフトウェアの使用許諾契約によっては、データセンターでアプリケーションをホストすることでコスト効率を

高めることができます。展開の短期化、管理性の向上などを含むその他の要因によっても、企業のソフトウェア 

コストを削減できます。
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アプリケーション プロビジョニング

VMware Horizon には、アプリケーション プロビジョニングに関するいくつかのオプションがあります。

n RDS ホストを使用して公開アプリケーションを展開します。RDS ホストによる公開アプリケーションの展開

を参照してください。

n 仮想マシンにホストされたアプリケーションを使用して、デスクトップ プールで実行される公開アプリケーショ

ンを展開します。仮想マシンでホストされたアプリケーションを使用してデスクトップ プールで実行される公

開アプリケーションの展開を参照してください。

n 仮想デスクトップ内にアプリケーションを展開します。仮想デスクトップ内のアプリケーションの展開を参照し

てください。

n VMware App Volumes を使用してアプリケーションを展開します。アプリケーションをパッケージ化し、

VMware App Volumes を使用してユーザーに配布できます。ユーザーがリモート デスクトップにログイン

すると、アプリケーションがデスクトップに接続されます。詳細については、https://docs.vmware.com/jp/
VMware-App-Volumes/index.html にある『VMware App Volumes』を参照してください。

n VMware ThinApp で作成されたアプリケーション パッケージを配布します。VMware ThinApp で作成さ

れたアプリケーション パッケージの配布方法については、https://docs.vmware.com/jp/VMware-
ThinApp/index.html にある VMware ThinApp のドキュメントを参照してください。

n RDS ホストによる公開アプリケーションの展開

エンド ユーザーに対してリモート デスクトップではなく公開アプリケーションを提供することも可能です。

小型のモバイル デバイスでは、個々の公開アプリケーションの方が比較的ナビゲートしやすいことがあります。

n 仮想マシンでホストされたアプリケーションを使用してデスクトップ プールで実行される公開アプリケーショ

ンの展開

RDS ホストのファームを作成せずに、1 つまたは複数の公開アプリケーションをエンドユーザーに提供できま

す。アプリケーションをホストする仮想マシン デスクトップのプールを作成し、エンドユーザーに公開アプリ

ケーションのみを公開することができます。

n 仮想デスクトップ内のアプリケーションの展開

アプリケーションをゴールド イメージに展開し、完全に同じアプリケーションのコピーを持つ同一のデスクト

ップから構成されるプールを作成できます。

RDS ホストによる公開アプリケーションの展開

エンド ユーザーに対してリモート デスクトップではなく公開アプリケーションを提供することも可能です。小型の

モバイル デバイスでは、個々の公開アプリケーションの方が比較的ナビゲートしやすいことがあります。

エンド ユーザーは、以前にリモート デスクトップへのアクセスに使用したのと同じ Horizon Client を使用して 

Windows ベースの公開アプリケーションにアクセスできます。表示プロトコルも同じ Blast Extreme または 

PCoIP 表示プロトコルを使用します。
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公開アプリケーションを提供するには、Microsoft リモート デスクトップ セッション (RDS) ホスト上にアプリケ

ーションをインストールします。ファームは 1 個以上の RDS ホストから構成されます。ファーム管理者は、デスク

トップ プールの作成と同様の方法でファームからアプリケーション プールを作成します。ファームのサイズ変更の

推奨事項については、VMware のナレッジベース (KB) の記事、http://kb.vmware.com/kb/2150348 を参照

してください。

この方法を使用すると、アプリケーションの追加、削除、更新や、アプリケーションに対するユーザー資格の追加ま

たは削除、デバイスまたはネットワークから集約型または分散型アプリケーション ファームへのアクセスの提供が簡

単になります。

仮想マシンでホストされたアプリケーションを使用してデスクトップ プールで
実行される公開アプリケーションの展開

RDS ホストのファームを作成せずに、1 つまたは複数の公開アプリケーションをエンドユーザーに提供できます。ア

プリケーションをホストする仮想マシン デスクトップのプールを作成し、エンドユーザーに公開アプリケーションの

みを公開することができます。

このアプローチは、次の種類のアプリケーションにメリットがあります。

また、次の種類のアプリケーションを簡単に使用できます。

n .NET framework バージョンの互換性が必要なアプリケーション。

n 特別なデバイスのサポートが必要なアプリケーション。ドライバが実行されなかったり、RDS ホストでサポー

トされない場合があります。

n Windows 10 でのみテストされ、認証されたアプリケーション。

n 独立系ソフトウェア ベンダーからインストール ランセンスを取得し、使用量の報告を行う必要があるアプリケ

ーション。

詳細については、『VMware Horizon 公開アプリケーションとデスクトップおよび　VMware Horizon Apps　

のベスト　プラクティス』を参照してください。この文書は https://techzone.vmware.com で入手できます。

仮想デスクトップ内のアプリケーションの展開

アプリケーションをゴールド イメージに展開し、完全に同じアプリケーションのコピーを持つ同一のデスクトップか

ら構成されるプールを作成できます。

インスタント クローン デスクトップ プールを展開すると、すべてのデスクトップでアプリケーションにパッチを適

用するときに、ゴールド イメージを更新してプッシュ イメージ機能を使用するだけで、プール内のすべてのデスク

トップに対して迅速に変更を展開できます。ユーザーがインスタント クローンの仮想デスクトップからログアウト

すると、VMware Horizon はそのインスタント クローンを削除し、ゴールド イメージの最新バージョンから新し

いインスタント クローンを作成します。この新しいクローンは、ユーザーが次回ログインするときに提供されます。

更新をローリングすると、プールのメンテナンスに関連するダウンタイムを最小限に抑えることができます。

この機能は次のタスクに使用できます。

n オペレーティング システムとソフトウェアのパッチおよびアップデートの適用

n サービス パックの適用

n アプリケーションの追加
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n 仮想デバイスの追加

n 使用可能メモリなど、その他の仮想マシン設定の変更

Active Directory GPO によるユーザーおよびデスクトップの管理

VMware Horizon には、VMware Horizon コンポーネントとリモート デスクトップの管理および構成を集中化

するためのグループ ポリシー管理 ADMX テンプレートが多数含まれています。

これらのテンプレートを Active Directory ディレクトリにインポートしてから、それを使用して次のグループおよ

びコンポーネントに適用されるポリシーを設定できます。

n ログインするユーザーにかかわらず、すべてのシステム

n ユーザーがどのシステムにログインするかにかかわらず、すべてのユーザー

n Connection Server の構成

n Horizon Client の構成

n Horizon Agent の構成

GPO を適用すると、プロパティは指定されたコンポーネントのローカル Windows レジストリに格納されます。

GPO を使用して、Horizon Console Web インターフェイスで選択可能なすべてのポリシーを設定できます。

GPO を使用すると、UI で選択できないポリシーを設定することもできます。ADMX テンプレートによって使用で

きる設定の詳細なリストおよび説明については、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。

Dynamic Environment Manager でのスマート ポリシーの使用

スマート ポリシー を使用して、特定のリモート デスクトップでの USB リダイレクト、仮想印刷、クリップボード 

リダイレクト、クライアント ドライブ リダイレクト、および PCoIP 表示プロトコル機能の動作を制御することもで

きます。この機能を利用するには、Dynamic Environment Manager が必要です。

スマート ポリシー により、特定の条件が満たされる場合にのみ有効になるポリシーを作成できます。たとえば、ユ

ーザーが企業のネットワーク以外からリモート デスクトップに接続している場合はクライアント ドライブ リダイレ

クト機能を無効にするポリシーを設定できます。

通常、Dynamic Environment Manager で構成するリモート デスクトップ機能の Horizon ポリシー設定は、対

応するレジストリ キーおよびグループ ポリシー設定よりも優先されます。
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リモート デスクトップ展開のためのア
ーキテクチャ設計の要素と計画のガイ
ドライン

4
この章では、アーキテクチャの設計要素と計画のガイドラインについて説明します。VMware Horizon ソリューシ

ョンの展開に含まれる要素を IT アーキテクトや計画担当者が実務的に理解できるように、メモリ、CPU、ストレー

ジ容量、ネットワーク コンポーネント、およびハードウェアの要件について詳しく説明します。

VMware Horizon 環境の設計方法については、https://techzone.vmware.com にある『VMware 
Workspace ONE と VMware Horizon の　リファレンス　アーキテクチャ』を参照してください。

重要：   この章では、次の内容については説明しません。

ホスト型アプリケーションの

アーキテクチャ設計

VMware Horizon ポッドは、各ファームに RDS ホストが含まれている Microsoft RDS ホストのファームをサ

ポートします。詳細については、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。RDS ホストの仮想マシンを使用する場合は、RDS ホスト仮想マシンの構成も参照してください。

View Agent Direct-
Connection Plugin のアー

キテクチャ設計

このプラグインをリモート仮想マシン デスクトップで実行すると、クライアントは仮想マシンに直接接続できます。

PCoIP、HTML Access、RDP、USB リダイレクト、セッション管理などのリモート デスクトップ機能はすべて、

ユーザーが View Connection Server を介して接続したかのように、同じように動作します。詳細については、

View Agent Direct-Connection プラグイン管理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 リモート デスクトップのゲスト OS の要件

n ESXi ノード

n vCenter Server 仮想マシンの構成

n Horizon Connection Server の最大接続数と構成

n vSphere クラスタ

n ストレージと帯域幅の設計に関する考慮事項

n VMware Horizon ビルディング ブロック

n Horizon ポッド

n ポッドで複数の vCenter Server を使用する利点

n クラウド ポッド アーキテクチャ の概要
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リモート デスクトップのゲスト OS の要件

リモート デスクトップの仕様を計画する場合、RAM、CPU、およびディスク領域に関して行う選択は、サーバとス

トレージ ハードウェアの選択と費用に大きく影響します。

n 就業者のタイプに基づく計画

RAM、CPU、ストレージのサイズ設定など、構成の多くの要素は、仮想デスクトップを使用する就業者のタイ

プと、インストールする必要があるアプリケーションによって要件が大きく変動します。

n デスクトップ タイプ

考慮すべき最も基本的な問題は、特定のタイプのユーザーにとって、ステートフル デスクトップ イメージとス

テートレス デスクトップ イメージのどちらが必要かという点です。パーシステント デスクトップと非パーシ

ステント デスクトップのどちらを使用するかは、ワーカーのタイプによって異なります。

n 仮想マシン デスクトップのメモリ要件の見積もり

サーバには PC よりも多くの RAM コストがかかります。RAM のコストは、サーバ ハードウェアの総コスト

や、必要な合計ストレージ容量の大きな部分を占めるため、デスクトップの展開を計画する際には適切なメモ

リ割り当てを特定することがきわめて重要です。

n 仮想マシン デスクトップの CPU 要件の見積もり

CPU の見積もりを行う場合は、社内の各種就業者の平均 CPU 使用率に関する情報を収集する必要がありま

す。

n 適切なシステム ディスク サイズの選択

ディスク領域を割り当てるときは、オペレーティング システム、アプリケーション、およびユーザーがインス

トールまたは生成する可能性のあるその他のコンテンツを格納できるだけの領域を割り当てます。通常この容

量は、物理 PC に搭載されているディスクのサイズを下回ります。

n デスクトップ仮想マシンの構成

メモリ、仮想プロセッサ数、ディスク容量などの項目の設定例は VMware Horizon に固有のものです。

n RDS ホスト仮想マシンの構成

RDS (Remote Desktop Services) ホストを使用して、公開アプリケーションとセッションベースのリモー

ト デスクトップをエンドユーザーに提供します。

就業者のタイプに基づく計画

RAM、CPU、ストレージのサイズ設定など、構成の多くの要素は、仮想デスクトップを使用する就業者のタイプと、

インストールする必要があるアプリケーションによって要件が大きく変動します。

アーキテクチャの計画では、就業者をいくつかのタイプに分類できます。

タスク ワーカー

タスク ワーカーおよび事務職就業者は、一連の少数のアプリケーションで反復的な作業を行い、通常は据え置き

型のコンピュータを使用します。通常それらのアプリケーションは、ナレッジ ワーカーが使用するアプリケーシ

ョンのように CPU 集約型でもメモリ集約型でもありません。特定のシフトに就業するタスク ワーカーは、各自
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の仮想デスクトップに同時にログインする可能性があります。タスク ワーカーには、コール センターのアナリ

スト、小売店の従業員、倉庫作業員などが含まれます。

ナレッジ ワーカー

ナレッジ ワーカーの日常業務では、インターネットへのアクセス、電子メールの使用や、複雑なドキュメント、

プレゼンテーション、およびスプレッドシートの作成などを行います。ナレッジ ワーカーには、会計士、セール

ス マネージャー、マーケティング リサーチ アナリストなどが含まれます。

パワー ユーザー

パワー ユーザーには、アプリケーション開発者や、グラフィックス集約型アプリケーションのユーザーが含まれ

ます。これらのユーザーとアプリケーションは CPU とメモリの使用量が多い傾向があるため、これらの項目は

アーキテクチャ プロセスで検討する必要があります。

キオスク ユーザー

これらのユーザーは、公共の場所に置かれているデスクトップを共有する必要があります。キオスク ユーザーの

例としては、教室で共有コンピュータを使用する学生、ナース ステーションで勤務する看護師、就職の斡旋や求

人活動に使用されるコンピュータなどがあります。これらのデスクトップでは、自動ログインが必要になります。

認証は、必要に応じて特定のアプリケーションで行うことができます。

デスクトップ タイプ

考慮すべき最も基本的な問題は、特定のタイプのユーザーにとって、ステートフル デスクトップ イメージとステー

トレス デスクトップ イメージのどちらが必要かという点です。パーシステント デスクトップと非パーシステント 

デスクトップのどちらを使用するかは、ワーカーのタイプによって異なります。

パーシステント デスクトップ

パーシステント デスクトップでは、保持、保守、バックアップが必要なデータをオペレーティング システム イ
メージ自体に保持しています。たとえば、独自のアプリケーションをいくつかインストールする必要があるユー

ザーや、ファイル サーバ上やアプリケーション データベース内などの仮想マシン自体の外部に保存できないデ

ータを保持しているユーザーの場合、パーシステント デスクトップが必要になります。

VMware Horizon には、パーシステント デスクトップを作成する方法がいくつかあります。

完全クローン仮想マシンの自動プールを作成できます。

仮想デスクトップまたは物理デスクトップ（vCenter Server 仮想マシン、vCenter Server 以外の仮想マシ

ン、物理 PC）をすでに作成している場合は、専用割り当ての手動デスクトップ プールを使用し、パーシステン

ト デスクトップとして VMware Horizon にインポートできます。

パーシステント デスクトップを使用すると、ユーザーは自分のデスクトップを柔軟に管理できるようになりま

す。ただし、より多くのコンピューティング リソースを消費するため、IT による管理が困難になります。これ

らのデスクトップには、従来のイメージ管理テクニックが必要な可能性があります。パーシステント デスクトッ

プでは、特定のストレージ システム テクノロジとの組み合わせによりストレージ コストが低くなる場合があり

ます。各パーシステント デスクトップは一意で、保持する必要があるため、バックアップとリカバリのテクノロ

ジーは、ビジネス継続性の戦略を検討する際に重要になります。

非パーシステント デスクトップ
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非パーシステント デスクトップはステートレス イメージで、どれも同じです。これらは主に、独自のアプリケ

ーションをインストールまたは保存する必要がないユーザーによって使用されます。非パーシステント デスク

トップには、より容易なサポート、より低いストレージ コストなどの多くの利点があります。その他の利点とし

て、仮想マシンをバックアップする必要性が低いことや、より容易で、より低価格なディザスタ リカバリおよび

ビジネス継続性オプションがあります。一意のユーザー データが保存されていないため、仮想デスクトップ自体

を保護する必要はありません。仮想デスクトップが破棄された場合は、ゴールド イメージから再作成できます。

フォルダのリダイレクトと各種のプロファイル テクノロジーを使用して、ユーザー プロファイルやユーザー デ
ータの保存に使用することもできます。

VMware Horizon では、インスタント クローンを使用して、非パーシステント デスクトップを作成できます。

インスタント クローンの詳細については、Horizon での仮想デスクトップのセットアップを参照してください。

タスク ワーカー用デスクトップ

タスク ワーカーは少数のアプリケーションで反復的なタスクを実行するため、非パーシステント デスクトップ

を利用できます。これにより、ストレージのコンピューティング コストを抑え、デスクトップの管理を容易にす

ることができます。

ナレッジ ワーカーとパワー ユーザー用デスクトップ

ナレッジ ワーカーは通常、複雑なドキュメントを作成して維持する必要があります。多くの場合、パワー ユー

ザーは、独自のアプリケーションをインストールし、それらを保持する必要があります。保持する必要がある個

人データの性質と量に応じて、非パーシステント デスクトップかパーシステント デスクトップのいずれかが必

要になります。

ユーザーが独自のアプリケーションをインストールする必要があり、それによってオペレーティング システム 

ディスクにデータが追加される場合は、完全クローン仮想マシンを使用するパーシステント デスクトップを作成

することをおすすめします。

キオスク ユーザー用デスクトップ

キオスク ユーザーには、航空会社のチェックイン ステーションにいる顧客、教室または図書館にいる学生、医

療データ入力ワークステーションにいる医療スタッフ、セルフサービス地点にいる顧客などが含まれます。ユー

ザーはクライアント デバイスまたはリモート デスクトップを使用するためにログインする必要がないため、こ

れらのデスクトップ プールを使用する資格はユーザーではなく、クライアント デバイスに関連付けられたアカ

ウントに付与されます。ただし引き続き、ユーザーに、一部のアプリケーションでは認証情報を入力するよう求

めることもできます。

ユーザー データはオペレーティング システムのディスクに保存する必要がないため、キオスク モードで動作す

るように設定されている仮想マシン デスクトップは非パーシステント デスクトップを使用します。キオスク モ
ードのデスクトップは、シン クライアント デバイスまたはロックダウンされた PC で使用されます。デスクト

ップ アプリケーションに安全なトランザクションのための認証メカニズムが実装されていること、物理ネットワ

ークが改ざんやスヌーピングに対して安全であること、およびネットワークに接続されているすべてのデバイス

が信頼できることを確認する必要があります。
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キオスク モードを設定するには、vdmadmin コマンドライン インターフェイスを使用し、Horizon の管理のキ

オスク モードに関するトピックに記載されているいくつかの手順を実行する必要があります。

特定のタイプのワーカーのデスクトップ プールの作成方法については、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。

仮想マシン デスクトップのメモリ要件の見積もり

サーバには PC よりも多くの RAM コストがかかります。RAM のコストは、サーバ ハードウェアの総コストや、必

要な合計ストレージ容量の大きな部分を占めるため、デスクトップの展開を計画する際には適切なメモリ割り当てを

特定することがきわめて重要です。

RAM の割り当てが少なすぎると、発生する Windows ページングが多すぎるため、ストレージ I/O に影響を及ぼ

すことがあります。RAM の割り当てが多すぎると、ゲスト OS のページング ファイルや、各仮想マシンのスワップ 

ファイルとサスペンド ファイルが大きくなりすぎるため、ストレージ容量に影響を及ぼすことがあります。

パフォーマンスに対する RAM サイズ設定の影響

RAM を割り当てるときは、低すぎる設定を選択するのは避けてください。次の点を考慮してください。

n RAM の割り当てが不十分な場合、Windows ページングが過剰に発生することがあり、そのためにパフォーマ

ンスの大幅な低下とストレージ I/O 負荷の増加を招く I/O が生成されるおそれがあります。

n 仮想デスクトップのパフォーマンスは応答時間に影響するため、すべてのメモリを予約することをおすすめしま

す。

ストレージに対する RAM サイズ設定の影響

仮想マシンに割り当てる RAM 容量は、仮想マシンで使用される特定のファイルのサイズに直接関連します。次のリ

スト内のファイルにアクセスするには、Windows ゲスト OS を使用して Windows のページ ファイルとハイバ

ネーション ファイルを見つけ、さらに ESXi ホストのファイル システムを使用して ESXi のスワップ ファイルとサ

スペンド ファイルを見つけます。

Windows のページ ファイル

デフォルトでは、このファイルのサイズはゲスト RAM の 150% に設定されます。デフォルトでは C:¥sys に

あるこのファイルは頻繁にアクセスされるため、thin provisioning されたストレージのサイズが大きくなる原

因になります。

インスタント クローンの場合、ゲスト オペレーティング システムのページング ファイルと一時ファイルはログ

アウト操作中に自動的に削除されるので、サイズが非常に大きくなる時間はありません。ユーザーがインスタン

ト クローン デスクトップからログアウトするたびに、Horizon はクローンを削除し、プールが使用可能な最新

の OS イメージに基づいて別のインスタント クローンをプロビジョニングしてパワーオンします。

ラップトップ用の Windows ハイバネーション ファイル

このファイルはゲスト RAM の 100% に相当する場合があります。このファイルは Horizon の展開には不要

なため、削除しても安全です。

ESXi スワップ ファイル
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.vswp 拡張子の付いたこのファイルは、予約した仮想マシンの RAM が 100% 未満の場合に作成されます。ス

ワップ ファイルのサイズは、ゲスト RAM の予約されていない部分に等しくなります。たとえば、ゲスト RAM 
の 50% が予約済みで、ゲスト RAM が 2 GB の場合、ESXi スワップ ファイルは 1GB です。このファイルは、

ESXi ホストまたはクラスタ上のローカル データ ストアに格納できます。

ESXi サスペンド ファイル

.vmss 拡張子の付いたこのファイルは、エンド ユーザーがログオフしたときに仮想デスクトップがサスペンド

されるようにデスクトップ プールのログオフ ポリシーを設定した場合に作成されます。このファイルのサイズ

は、ゲスト RAM のサイズに等しくなります。

PCoIP または Blast Extreme 使用時における特定のモニター構成での RAM サイズ設定

システム メモリの他に、仮想マシンでは、ビデオ オーバーヘッドのために ESXi ホストで少量の RAM も必要とな

ります。この VRAM サイズの要件は、ディスプレイの解像度とエンド ユーザーに構成されているモニター数によっ

て異なります。表 4-1. PCoIP または Blast Extreme のクライアント表示オーバーヘッドは、各種の構成に必要な

オーバーヘッド RAM の量を示しています。各列に示したメモリ容量は、他の PCoIP または Blast Extreme 機能

に必要なメモリ容量に加算されるものです。

注：   5K および 8K UHD の解像度は、Blast プロトコルを使用する場合にのみ使用できます。この解像度は、1 台
のモニターまたは 2 台のモニター構成でのみ使用できます。クライアントで 5K または 8K モニターが構成されて

いる PCoIP セッションを起動しようとすると、セッションが失敗します。

表 4-1. PCoIP または Blast Extreme のクライアント表示オーバーヘッド

ディスプレイ解像度

の標準

幅（ピクセル単

位）

高さ（ピクセル

単位）

モニター 1 台での

オーバーヘッド 

(MB)

モニター 2 台で

のオーバーヘッド 

(MB)

モニター 3 台で

のオーバーヘッド 

(MB)

モニター 4 台での

オーバーヘッド 

(MB)

VGA 640 480 1.20 3.20 4.80 5.60

WXGA 1280 800 4.00 12.50 18.75 25.00

1080p 1920 1080 8.00 25.40 38.00 50.60

WQXGA 2560 1600 16.00 60.00 84.80 109.60

UHD (4K) 3840 2160 32.00 78.00 124.00 170.00

5K

Blast のみ

5120 2880 64.00 128.00 NA NA

UHD (8K)

Blast のみ

7680 4320 128.00 256.00 NA NA

システム要件を計算する場合、仮想マシンでは、基本的なシステム RAM に VRAM 値が追加されます。Horizon 
Console でモニターの最大数を指定してディスプレイの解像度を選択すると、オーバーヘッド メモリが自動的に計

算され構成されます。
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3D レンダリング機能を使用し、Soft3D や vSGA を選択する場合、3D ゲストの VRAM を構成する Horizon 
Console コントロールの別の VRAM 値を使用して再計算できます。また、グラフィック アクセラレーションの 

Soft3D および vSGA 以外のタイプについては、vSphere Client を使用して VRAM を管理することを選択する

場合に、VRAM の正確な量を指定できます。

デフォルトでは、複数のモニター構成がホスト トポロジと一致します。追加のトポロジ スキームに対応するために、

2 台以上のモニターについては事前計算される特別なオーバーヘッドがあります。リモート セッションを開始する

ときにブラック スクリーンが発生する場合、Horizon Console で設定されるモニター数とディスプレイ解像度の値

を確認し、ホスト システムを一致させるか、Horizon Console で [vSphere Client を使用して管理]を選択して

から、合計ビデオ メモリ値を最大の 128 MB に設定し、メモリ量を手動で調整します。

特定のワークロードおよびオペレーティング システムでの RAM サイズ設定

必要な RAM 容量は就業者のタイプによって大きく異なるため、多くの企業では社内就業者のさまざまなプールに適

した設定を特定するためにパイロット段階を設けています。

まず、Windows 10 以降のデスクトップに 2 GB を割り当てます。3D ワークロード用にハードウェア高速グラフ

ィックス機能のいずれかを使用する場合、VMware では、2 個の仮想 CPU と 4 GB の RAM を推奨しています。

パイロット運用中は、各種の就業者に使用されるディスク領域のパフォーマンスを監視し、就業者のプールごとに最

適な設定がみつかるまで調整を行います。

仮想マシン デスクトップの CPU 要件の見積もり

CPU の見積もりを行う場合は、社内の各種就業者の平均 CPU 使用率に関する情報を収集する必要があります。

CPU 要件は、就業者のタイプによって異なります。パイロット段階で、仮想マシンの Perfmon や ESXi の 

esxtop、vCenter Server パフォーマンス監視ツールなどのパフォーマンス監視ツールを使用して、これらの就業

者グループの平均とピークの両方の CPU 使用率レベルを把握してください。また、次のガイドラインも使用してく

ださい。

n ソフトウェア開発者や、高パフォーマンスを必要とするその他のパワー ユーザーの CPU 要件は、ナレッジ ワ
ーカーやタスク ワーカーよりもはるかに高くなる場合があります。CAD アプリケーションの使用、HD ビデオ

の再生、または 4K ディスプレイ解像度など、計算処理の負荷が高いタスクを実行している 64 ビットの 

Windows 仮想マシンでは、デュアルコアまたはクアッドコアの仮想 CPU が推奨されます。

n シングル仮想 CPU は一般に、その他の場合に推奨されます。

多数の仮想マシンが 1 台のサーバ上で実行されるため、ウィルス対策エージェントなどのすべてのエージェントがま

ったく同じ時刻にアップデートの有無をチェックすると、CPU 使用率が急上昇するおそれがあります。パフォーマ

ンスの問題を引き起こす可能性のあるエージェントの種類と数を特定し、それらの問題に対処するための戦略を採用

します。たとえば、企業では次の戦略が有効な場合があります。

n 仮想デスクトップでは、フル仮想マシンのデスクトップ プールではなく、インスタント クローン デスクトップ 

プールを使用します。インスタント クローンを使用すると、ゴールド イメージにパッチを適用してから、プッ

シュ イメージ機能を使用して、デスクトップ プール全体に対してパッチを段階的に配布できます。これにより、

従来のパッチ管理ソフトウェアに関連するソフトウェア更新のボトルネックが解消され、個々の仮想デスクトッ

プにパッチを直接ダウンロードして更新することができます。

n アンチウイルスとソフトウェアの更新が、ログインしているユーザーが少ない可能性が高いオフピークの時間に

実行されるようにスケジューリングする。
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n 更新の実行時刻をずらすか、ランダム化する。

n VMware NSX ゲスト イントロスペクション機能と互換性のあるエージェントレス アンチウイルス ソフトウ

ェアを使用します。

まず非公式な最初のサイズ設定のアプローチとして、各仮想マシンには、保証された最小の計算能力として CPU コ
アの 1/8 ～ 1/10 が必要であると見なしてください。つまり、コアあたり 8 ～ 10 台の仮想マシンを使用するパイロ

ットを計画します。たとえば、コアあたり 8 台の仮想マシンを想定したときに、2 ソケットの 8 コア ESXi ホスト

がある場合は、パイロット運用中にそのサーバ上で 128 台の仮想マシンをホストできます。この期間中にホスト上の

全体的な CPU 使用率を監視し、使用率の急上昇に対する十分な余裕を確保するための安全マージン（たとえば、80 
%）をほとんど超えることがないようにしてください。

適切なシステム ディスク サイズの選択

ディスク領域を割り当てるときは、オペレーティング システム、アプリケーション、およびユーザーがインストール

または生成する可能性のあるその他のコンテンツを格納できるだけの領域を割り当てます。通常この容量は、物理 

PC に搭載されているディスクのサイズを下回ります。

データセンターのディスク容量は通常、従来の PC 展開でのデスクトップまたはラップトップのディスク容量よりも

ギガバイトあたりのコストが高いため、オペレーティング システムのイメージ サイズを最適化してください。イメ

ージ サイズを最適化するために、次の提案が有効な場合があります。

n 不要なファイルを削除します。たとえば、一時インターネット ファイルに割り当てられた領域を削減します。

n インデクサ サービス、デフラグメント サービス、および復元ポイントなどの Windows サービスをオフにしま

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を参照してください。

n 将来の増加を十分見越しながらも、非現実的なほど大きくない仮想ディスク サイズを選択します。

n ユーザーが生成するコンテンツとユーザーがインストールするアプリケーションには、中央で管理されるファイ

ル共有または App Volumes を使用します。

n vCenter Server で容量の再利用を有効にして、ゲスト OS 内の古いデータまたは削除されたデータが占めて

いる領域を自動的に再利用します。

必要なストレージ容量については、各仮想デスクトップで使用される次のファイルを考慮に入れる必要があります。

n ESXi サスペンド ファイルは、仮想マシンに割り当てられた RAM 容量に等しいサイズになります。

n デフォルトでは、Windows のページ ファイルは RAM の 150% に相当します。

n ログ ファイルは、各仮想マシンのために 100MB を使用できます。

n 仮想ディスク、つまり .vmdk ファイルには、オペレーティング システム、アプリケーション、将来のアプリケ

ーション アップデートおよびソフトウェア アップデートを格納する必要があります。ローカル ユーザー デー

タおよびユーザーがインストールするアプリケーションをファイル共有ではなく仮想デスクトップ上に配置する

場合は、それらも仮想ディスクに格納する必要があります。

インスタント クローンを使用する場合は、ログイン セッション内で .vmdk ファイルのサイズが次第に大きく

なります。ユーザーがログアウトするとインスタント クローン デスクトップは自動的に削除され、新しいイン

スタント クローンが作成されて次のユーザーがログインする準備が整います。このプロセスによってデスクト

ップは事実上更新され、元のサイズに戻ります。
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ユーザーのディスク領域不足を確実に防止するため、この見積もりに 15% を加えてもかまいません。

デスクトップ仮想マシンの構成

メモリ、仮想プロセッサ数、ディスク容量などの項目の設定例は VMware Horizon に固有のものです。

必要なシステム ディスク容量は、基本イメージに必要なアプリケーションの数に依存します。当社では、8 GB のデ

ィスク容量を含むセットアップを検証しています。アプリケーションには、Microsoft Word、Excel、
PowerPoint、Adobe Reader、Internet Explorer、McAfee Antivirus、および PKZIP が含まれます。

ユーザー データに必要なディスク容量は、エンド ユーザーの役割と、データ ストレージに関する組織のポリシーに

よって変わります。

次の表に示すガイドラインは、標準の Windows 10 仮想マシン デスクトップ用です。

表 4-2. Windows 10 のデスクトップ仮想マシンの例

アイテム 例

オペレーティング システム Windows 10（最新のサービス パックを適用）

RAM 4 GB

仮想 CPU 2

システム ディスク容量 24 GB（標準よりやや少なめ）

仮想 SCSI アダプタのタイプ LSI Logic SAS または VMware 準仮想化 (PVSCSI) のいずれかを選択します。

PVSCSI を使用する場合、インストールする Windows のバージョンによっては追加の手順が必要に

なることがあります。詳細については、VMware ナレッジベースの記事 Configuring disks to use 
VMware Paravirtual SCSI (PVSCSI) controllers (1010398)を参照してください。

仮想ネットワーク アダプタ VMXNET 3

RDS ホスト仮想マシンの構成

RDS (Remote Desktop Services) ホストを使用して、公開アプリケーションとセッションベースのリモート デ
スクトップをエンドユーザーに提供します。

RDS ホストには物理マシンまたは仮想マシンを使用できます。この例で、以下の表に示した仕様で仮想マシンを使

用します。この仮想マシンをホストする ESXi ホストは、物理サーバの障害から保護するための VMware HA クラ

スタに含めることができます。

表 4-3. RDS ホスト仮想マシンの例

アイテム 例

オペレーティング システム 64 ビット Windows Server 2012 R2

RAM 24 GB

仮想 CPU 4

システム ディスク容量 40 GB
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表 4-3. RDS ホスト仮想マシンの例 （続き）

アイテム 例

仮想 SCSI アダプタのタイプ LSI Logic SAS または VMware 準仮想化 (PVSCSI) のいずれかを選択します。

PVSCSI を使用する場合、インストールする Windows のバージョンによっては

追加の手順が必要になることがあります。詳細については、VMware ナレッジベ

ースの記事 Configuring disks to use VMware Paravirtual SCSI 
(PVSCSI) controllers (1010398)を参照してください。

仮想ネットワーク アダプタ VMXNET 3

1 つの NIC 1 ギガビット

クライアント接続の合計の最大数（セッション ベースのリ

モート デスクトップ接続と公開アプリケーション接続を含

む）

50

注：   リソース仕様の最後の方に RDS ホストを構成すると、デフォルトのインストールではなく、すべての機能を

使用する場合に、リソースの制約が発生する可能性があります。

ESXi ノード

ノードとは、VMware Horizon の展開で仮想マシン デスクトップをホストする 1 台の VMware ESXi ホストで

す。

ESXi ホスト上でホストされる仮想マシン（デスクトップまたは RDS ホスト）の数を示す統合率を最大にすると、

VMware Horizon のコスト効率が最大限に高まります。統合率は通常、ESXi ホストで使用可能な CPU、RAM、

ストレージの量と、インフラストラクチャ コンポーネントに必要なオーバーヘッド リソースを計算する際に仮想マ

シンごとに必要なリソースの量によって決まります。サーバの選択には多くの要因が影響しますが、厳密に取得価格

に関して最適化する場合は、処理能力、メモリ、ストレージが適切にバランスされたサーバ構成を探す必要がありま

す。次のガイドラインを使用します。

n 一般的なフレームワークとして、CPU コアあたり 8 から 10 の仮想デスクトップ数の点から見た計算容量を考

慮します。各仮想マシンの CPU 要件の計算方法については、仮想マシン デスクトップの CPU 要件の見積もり

を参照してください。

n 仮想デスクトップの RAM とホストの RAM の観点からメモリ容量を考慮する必要があります。仮想マシンご

とに必要な RAM の量を計算する方法については、仮想マシン デスクトップのメモリ要件の見積もりを参照して

ください。

物理 RAM のコストは線形ではないこと、および場合によっては DIMM チップを使用しない小型のサーバを多

数購入した方がコスト効率が良いことに注意してください。別の場合には、ラック密度、ストレージの接続性、

管理性、およびその他の考慮事項により、展開のサーバ数を最小限に抑えた方が適切な選択となることもありま

す。

n VMware Horizon では、View Storage Accelerator 機能はデフォルトでオンになっており、これによって 

ESXi ホストは、一般的な仮想マシンのディスク データをキャッシュできます。View Storage Accelerator 
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を使用することで、多数の起動とウイルス対策スキャンの I/O ストームを管理する際のパフォーマンスが向上

し、追加のストレージ I/O バンド幅の必要性が少なくなります。この機能では、ESXi ホスト毎に最大 32 GB 
の RAM が必要です。View Storage Accelerator の詳細については、Horizon のインストールドキュメン

トの「vCenter Server 用に View Storage Accelerator を構成する」を参照してください。

n 最後に、クラスタの要件と、フェイルオーバーの要件がある場合はそれを考慮します。vSphere クラスタの高

可用性要件を特定する方法については、高可用性の要件の特定を参照してください。

環境およびハードウェア構成のための適切な統合率を特定するには、パイロット運用などの実際の、実環境の状況の

下でパフォーマンスを測定する方法に代わるものはありません。統合率は、使用パターンや環境要因によって大幅に

異なる場合があります。vSphere での ESXi ホストの仕様については、『VMware vSphere 構成の上限』ドキュ

メントを参照してください。

vCenter Server 仮想マシンの構成

vSphere 環境に VMware Horizon を展開する場合は、vCenter Server を展開して構成する必要があります。

vCenter Server は、Horizon インフラストラクチャとワークロードが実行される ESXi ホストのクラスタか、別

のクラスタにインストールできます。管理する仮想マシンの予想数に基づいて vCenter Server のサイジングを行

う方法については、vCenter Server Appliance のハードウェア要件を参照してください。

Horizon Connection Server の最大接続数と構成

Horizon Connection Server は、物理サーバまたは仮想マシンのいずれかにインストールできます。

Connection Server 構成の例

この例では、「Connection Server 仮想マシンの例」で示した仕様の仮想マシンを使用します。この仮想マシンを

ホストする ESXi ホストは、物理サーバの障害から保護するための VMware HA クラスタに含めることができま

す。

表 4-4. Connection Server の仮想マシンの例

アイテム 例

オペレーティング システム サポート対象のオペレーティング システムについては、Horizon のイ

ンストールを参照してください。

RAM 10 GB

仮想 CPU 4

システム ディスク容量 70 GB

仮想 SCSI アダプタのタイプ LSI Logic SAS または VMware 準仮想化 (PVSCSI) のいずれかを

選択します。

PVSCSI を使用する場合、インストールする Windows のバージョン

によっては追加の手順が必要になることがあります。詳細については、

VMware ナレッジベースの記事 Configuring disks to use 
VMware Paravirtual SCSI (PVSCSI) controllers (1010398)を
参照してください。

Horizon アーキテクチャの計画

VMware, Inc. 48

https://docs.vmware.com/jp/VMware-vSphere/7.0/com.vmware.vcenter.install.doc/GUID-88571D8A-46E1-464D-A349-4DC43DCAF320.html
https://kb.vmware.com/s/article/1010398
https://kb.vmware.com/s/article/1010398


表 4-4. Connection Server の仮想マシンの例 （続き）

アイテム 例

仮想ネットワーク アダプタ VMXNET 3

ネットワーク アダプタ 1 Gbps NIC

Connection Server のクラスタ設計に関する考慮事項

ロード バランシングと高可用性をサポートするために、複数の複製された Connection Server インスタンスをグ

ループで展開できます。複製されたインスタンスのグループは、LAN に接続された単一データセンター環境内のク

ラスタリングをサポートするように設計されています。

重要：   データセンターをまたいで Horizon を展開する場合に、複製された Connection Server インスタンスの

グループを WAN、MAN (metropolitan area network)、または他の LAN 以外をまたいで使用するには、クラ

ウド ポッド アーキテクチャ 機能を使用する必要があります。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 の最大接続数

VMware のナレッジベース (KB) の記事、https://kb.vmware.com/s/article/2150348 では、VMware 
Horizon 環境で対応可能な同時接続数に関する検証済みの制限について説明しています。

企業ネットワークの外部からの PCoIP 接続に Unified Access Gateway アプライアンスを使用する場合は、

PCoIP Secure Gateway 接続が必要です。企業ネットワークの外部からの Blast Extreme または HTML 
Access 接続に Unified Access Gateway アプライアンスを使用する場合は、Blast Secure Gateway 接続が

必要です。企業ネットワークの外部からの RDP 接続、および PCoIP または Blast Secure Gateway 接続を使用

する USB リダイレクトとマルチメディア リダイレクト (MMR) のアクセラレーションに Unified Access 
Gateway アプライアンスを使用する場合は、トンネル接続が必要です。

Unified Access Gateway アプライアンスは最大 2,000 の同時接続をサポートできますが、2 または 4 を選択す

ることもできます。メモリと CPU 使用率の必要量からすると、Connection Server インスタンスあたりで、もっ

と多くの Unified Access Gateway アプライアンスを追加し、負荷を分散させることが必要である場合がありま

す。

適切に構成された 5 つの Connection Server インスタンスで 20,000 の接続を処理できますが、ここでは可用性

を計画することが目的のため、6 または 7 台の Connection Server について考えてみます。また、企業のネット

ワークの内外からの接続に対応する必要もあります。

たとえば、20,000 ユーザーがいて、そのうちの 16,000 ユーザーが企業ネットワーク内にいる場合は、企業のネ

ットワーク内部に 5 つの Connection Server インスタンスが必要です。その場合、インスタンスのうち 1 つが使

用不可になっても、残りの 4 つのインスタンスが負荷を処理できます。同様に、企業のネットワーク外部から 4,000 
の接続がある場合、2 つの Connection Server インスタンスを使用すれば、1 つのインスタンスが使用不可になっ

ても、負荷を処理できるインスタンスが 1 つ残っています。

これらの数値は、外部接続がゲートウェイ経由で行われることを前提としています。この例では、外部接続を処理す

るそれぞれの Connection Server インスタンスが 3 台の Unified Access Gateway アプライアンスとペアリ

ングされ、1 台が使用できなくなった場合、残り 2 台のアプライアンスで負荷が処理されます。
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いずれの場合も、Connection Server またはゲートウェイが使用不能になった場合、ユーザーは再接続する必要が

あります。

Unified Access Gateway と VMware Horizon を使用する場合のハードウ
ェア要件

VMware Horizon で使用する際に最大数の接続をサポートするように、Unified Access Gateway アプライアン

スには 2 つの vCPU と 4 GB の RAM を使用することをお勧めします。

表 4-5. Unified Access Gateway のハードウェア要件

アイテム 例

オペレーティング システム OVA

RAM 4 GB

仮想 CPU 2

システム ディスク容量 20 GB（デフォルトのログ レベルを変更する場合は、容量を追加する

必要があります）

仮想 SCSI アダプタのタイプ LSI Logic Parallel（OVA のデフォルト）

仮想ネットワーク アダプタ VMXNET 3

ネットワーク アダプタ 1 Gbps NIC

ネットワークのマッピング 単一 NIC のオプション

vSphere クラスタ

VMware Horizon の展開では、VMware HA クラスタを使用して物理サーバの障害に備えることができます。

vSphere および vCenter Server は、仮想マシン デスクトップをホストするサーバのクラスタを管理するための

豊富な機能セットを備えています。仮想マシン デスクトップ プールはそれぞれ vCenter Server リソース プール

に関連付ける必要があるため、クラスタの構成も重要です。したがって、プールあたりのデスクトップの最大数は、

実行を予定するサーバおよび仮想マシンのクラスタあたりの数に関連します。

非常に大規模な VMware Horizon 環境では、クラスタ オブジェクトを 1 つのデータセンター オブジェクトにつき 

1 つだけにすると、vCenter Server のパフォーマンスと応答性を向上させることができます。これはデフォルトの

動作ではありません。デフォルトでは、vCenter Server によって、同じデータセンター オブジェクト内に新規ク

ラスタが作成されます。

注：   VMware Horizon サイジングの制限と推奨事項に関する最新情報については、VMware ナレッジベース 

(KB) の記事 https://kb.vmware.com/s/article/2150348 を参照してください。

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デスクトップ プールの作成に関す

る章を参照してください。ネットワークの要件は、サーバのタイプ、ネットワーク アダプタの数、および VMotion 
の構成方法に依存します。
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高可用性の要件の特定

vSphere ではその効率性およびリソース管理により、サーバあたりの仮想マシン数を、業界をリードするレベルま

で高めることができます。しかし、サーバあたりの仮想マシンの密度を高くするということは、サーバに障害が発生

した場合に影響を受けるユーザーが多くなるということです。

高可用性の要件は、デスクトップ プールの目的に応じて大きく異なる場合があります。たとえば、非パーシステント 

デスクトッププールとパーシステント デスクトップ プールで目標復旧ポイント (RPO) 要件が異なる場合がありま

す。非パーシステント プールの場合、ユーザーが使用しているデスクトップが使用できなくなったとき、ユーザーを

別のデスクトップにログインさせることをおすすめします。

可用性の必要性が高い場合は、VMware HA の適切な構成が不可欠です。VMware HA を使用していて、サーバあ

たりのデスクトップ数を固定する予定の場合は、各サーバを軽減容量で稼動させます。サーバに障害が発生した場合、

デスクトップが別のホスト上で再起動しても、サーバあたりのデスクトップ数の容量を超えません。

たとえば、各ホストが 128 のデスクトップを実行でき、1 台のサーバの障害に耐えることを目標とする 8 ホストのク

ラスタでは、そのクラスタ上で実行されるデスクトップの数を必ず 128 × (8 - 1) = 896 以内にします。VMware 
DRS (Distributed Resource Scheduler) を使用して、8 台のホストすべてにデスクトップを均等に分散させる

こともできます。どのホット スペア リソースもアイドルにしておくことなく、余ったサーバ容量を最大限に利用で

きます。また、DRS は障害の発生したサーバがサービスに復帰した後のクラスタの再分散にも役立ちます。

サーバの障害に応答して多数の仮想マシンが一斉に再起動するために発生する I/O 負荷をサポートするため、ストレ

ージが適切に構成されていることも確認する必要があります。ストレージの IOPS は、デスクトップがサーバの障害

から復旧する速さに最も大きく影響します。

ストレージと帯域幅の設計に関する考慮事項

仮想マシン デスクトップの共有ストレージの計画、I/O ストームに関するストレージのバンド幅要件の計画、および

ネットワーク バンド幅要件の計画など、いくつかの考慮事項があります。

n 共有ストレージに関する考慮事項

ストレージ設計に関する考慮事項は、VMware Horizon アーキテクチャを成功させるための最も重要な要素

の 1 つです。

n ストレージバンド幅に関する考慮事項

VMware Horizon 環境では、ログオン ストームがバンド幅要件を決定するうえでの主要な考慮事項になりま

す。

n ネットワーク バンド幅に関する考慮事項

特定の仮想および物理ネットワーク コンポーネントは、一般的なワークロードを格納するために必要となりま

す。

共有ストレージに関する考慮事項

ストレージ設計に関する考慮事項は、VMware Horizon アーキテクチャを成功させるための最も重要な要素の 1 つ
です。

vSphere を使用すると、ディスク ボリュームおよびファイル システムを仮想化できるため、データの物理的な格納

場所を考慮に入れる必要なく、ストレージを管理および構成できます。
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ファイバ チャネル SAN アレイ、iSCSI SAN アレイ、および NAS アレイは広く使用されているストレージ テクノ

ロジであり、データセンターのストレージのさまざまなニーズを満たすために vSphere によってサポートされてい

ます。これらのストレージ アレイは、ストレージ エリア ネットワークを介してサーバのグループに接続され、サー

バのグループ間で共有されます。このような配置によってストレージ リソースを集約でき、仮想マシンに対してスト

レージ リソースをより柔軟にプロビジョニングできます。

VMware vSAN を使用できます。これは、ESXi ホストで使用可能なローカルの物理的な半導体ディスク ドライブ

とハード ディスク ドライブをクラスタ内のすべてのホストで共有される単一データストアに仮想化します。vSAN 
はポリシー ベース管理による高パフォーマンス ストレージを提供します。これによって、デスクトップ プールを作

成するときにデータストアを 1 つだけ指定すると、仮想マシンのファイル、レプリカ、ユーザー データ、およびオペ

レーティング システムのファイルなど、さまざまなコンポーネントが適切な半導体ディスク ドライブ(SSD) または

直接接続されたハード ディスク (HDD) に配置されます。vSAN の詳細については https://
docs.vmware.com/jp/VMware-vSphere/index.html にある vSphere のドキュメントを参照してください。

ベスト プラクティスの詳細については、テクニカル ホワイト ペーパー VMware Horizon on VMware vSAN 
Best Practices を参照してください。

Horizon のストレージ構成の詳細については、Horizon での仮想デスクトップのセットアップの「仮想デスクトッ

プのストレージの管理」を参照してください。

ストレージバンド幅に関する考慮事項

VMware Horizon 環境では、ログオン ストームがバンド幅要件を決定するうえでの主要な考慮事項になります。

VMware Horizon 環境をサポートするストレージ システムの設計には重要な要素が多数ありますが、サーバ構成

の観点から見た場合、適切なストレージバンド幅の計画が不可欠です。また、ポート統合ハードウェアの影響も考慮

する必要があります。

VMware Horizon 環境では、すべての仮想マシンが同時にアクティビティを実行しているときに、I/O ストームの

負荷が発生することがあります。I/O ストームは、ウィルス対策ソフトウェアやソフトウェア更新エージェントなど

のゲスト ベースのエージェントによってトリガされることがあります。また、従業員全員が朝のほぼ同じ時刻にログ

インした場合のように、人間の動作によって I/O ストームがトリガされることもあります。

仮想マシンごとに更新の時刻をずらすなどの運用上のベスト プラクティスによって、このストーム ワークロードを

最小限に抑えることができます。また、パイロット段階でさまざまなログオフ ポリシーをテストして、ユーザーがロ

グオフした場合のサスペンドまたは電源オフによって I/O ストームが発生するかどうかを判別することもできます。

ベスト プラクティスの特定に加え、バンド幅の平均使用量が 1Gbps の 10 分の 1 未満であっても、仮想マシン 100 
台あたり 1Gbps のバンド幅を提供することをお勧めします。このように余裕をもって計画すると、ピーク時の負荷

にも十分なストレージの接続性を確保できます。

ネットワーク バンド幅に関する考慮事項

特定の仮想および物理ネットワーク コンポーネントは、一般的なワークロードを格納するために必要となります。

WAN（ワイド エリア ネットワーク）については、帯域幅の制約と遅延の問題を考慮する必要があります。VMware 
が提供する PCoIP および Blast Extreme 表示プロトコルは、遅延やバンド幅が変動する状況にも適応します。

ディスプレイ トラフィックについては、使用されるプロトコル、モニターの解像度と構成、ワークロードに含まれる

マルチメディア コンテンツの量など、多くの要素がネットワーク バンド幅に影響を及ぼします。ストリーミングさ

れた複数のアプリケーションを同時に起動した場合も、使用量が急増することがあります。
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これらの問題による影響は大きく変動する場合があるため、多くの企業ではパイロット プロジェクトの一環としてバ

ンド幅の使用量を監視しています。パイロットの出発点として、一般的なナレッジ ワーカー用に 150 ～ 200Kbps 
の容量を計画してください。

PCoIP または Blast Extreme 表示プロトコルでは、100Mb または 1Gb のスイッチド ネットワークを備えた企業 

LAN がある場合、エンド ユーザーは次の条件の下で優れたパフォーマンスを期待できます。

n 2 台のモニター (1920 x 1080)

n Microsoft Office アプリケーションの大量の使用

n フラッシュが埋め込まれた Web ブラウズの大量の使用

n 全画面表示モードの使用が制限されたマルチメディアの頻繁な使用

n USB ベースの周辺機器の頻繁な使用

n ネットワーク ベースの印刷

詳細については、『PCoIP 表示プロトコル: 情報およびシナリオに基づくネットワーク サイジング ガイド』という情

報ガイドを参照してください。

PCoIP および Blast Extreme で使用可能な最適化制御

VMware の PCoIP または Blast Extreme 表示プロトコルを使用する場合は、バンド幅の使用に影響するいくつ

かの要素を調整できます。

n ネットワーク輻輳期間中に使用されるイメージ品質レベルとフレーム レートを構成できます。品質レベル設定

により、表示イメージ内の変更された領域の初期品質を制限できます。フレーム レートも調整できます。

この制御は、静的な画面のコンテンツを更新する必要がない場合、または一部分のみ更新する必要がある場合に

有効に機能します。

n セッションのバンド幅に関しては、4 メガビット/秒のインターネット接続などのネットワーク接続のタイプに対

応するため、最大バンド幅をキロビット/秒単位で構成できます。このバンド幅には、イメージ、オーディオ、仮

想チャネル、USB、および PCoIP または Blast 制御のすべてのトラフィックが含まれます。

バンド幅が使用可能になるまでユーザーが待つ必要がないようにするため、セッション用に予約されるバンド幅

の下限をキロビット/秒単位で構成することもできます。セッションでの UDP パケットの最大転送ユニット 

(MTU) サイズを 500 バイトから 1500 バイトの間で指定できます。

詳細については、Horizon でのリモート デスクトップ機能の構成の「PCoIP の全般設定」および「VMware Blast 
ポリシー設定」セクションを参照してください。

VMware Horizon ビルディング ブロック

ビルディング ブロックは論理的な構成要素であり、特定の数の仮想マシンを含めることができます。ビルディング 

ブロックは、物理サーバ、vSphere インフラストラクチャ、VMware Horizon サーバ、共有ストレージ、および

エンド ユーザー用の仮想マシン デスクトップで構成されます。各ブロックのスケーラビリティは、1 つの vCenter 
Server で展開する仮想マシンの数によって決まります。
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表 4-6. 4,000 台の仮想マシン デスクトップ用の LAN ベースの Horizon ビルディング ブロックの例

アイテム 例

vSphere クラスタ 1

80 ポートのネットワーク スイッチ 1

共有ストレージ システム 1

vCenter Server 1（ブロック自体で実行可能）

データベース MS SQL Server、Oracle、または PostgreSQL データベース サーバ（ブロック自体で

実行可能）

VLAN 3 （各々に 1 ギガビット イーサネット ネットワーク：管理ネットワーク、ストレージ ネッ

トワーク、および VMotion ネットワーク）

ポッドにビルディング ブロックが 1 つしかない場合は、冗長性を確保するために 2 つの Connection Server イン

スタンスを使用します。

Horizon ポッド

Horizon ポッドとは、VMware Horizon のスケーラビリティの制限によって決定される組織の単位です。さまざ

まなビルディング ブロックを使用して Horizon ポッドを作成できます。各 Horizon ポッドは管理単位で、個別の 

Horizon Console 管理ユーザー インターフェイスを備えています。

2 つのビルディング ブロックを使用したポッドの例
表 4-7. 2 つのビルディング ブロックで構成された LAN ベースの Horizon ポッドの例

アイテム 数

1 つの Horizon ポッドのビルディング ブロック 2

vCenter Server 2

データベース サーバ 2（各ビルディング ブロックに 1 台のスタンドアローン データベース サーバ）MS 
SQL Server、Oracle、または PostgreSQL データベース サーバ

Connection Server 7 （企業ネットワーク内部から 5 接続と外部から 2 接続）

vLAN 表 4-6. 4,000 台の仮想マシン デスクトップ用の LAN ベースの Horizon ビ
ルディング ブロックの例を参照してください。

10Gb イーサネット モジュール 1

モジュラ型ネットワーク スイッチ 1

特定の構成によっては、各 vCenter Server で大量の仮想マシンをサポートできる場合があります。このサポート

により、仮想マシン デスクトップの大規模な構成要素を利用できるようになります。ただし、実際のブロック サイ

ズは、その他の VMware Horizon 固有の制限事項の影響も受けます。
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ここで説明する両方の例については、ネットワーク コアは Connection Server インスタンス間の受信要求をロー

ド バランシングできます。通常はネットワーク レベルで冗長性およびフェイルオーバーがサポートされるため、ロ

ード バランサが単一点障害になることが防止できます。たとえば、Virtual Router Redundancy Protocol 
(VRRP) はロード バランサと通信して、冗長性およびフェイルオーバーの機能を追加できます。

Connection Server インスタンスに障害が発生するか、アクティブなセッション中に応答がなくなった場合でも、

ユーザーのデータは失われません。デスクトップの状態は仮想マシン デスクトップに保存されているため、ユーザー

は別の Connection Server インスタンスに接続でき、障害が発生した時点の状態からデスクトップ セッションが

再開されます。

図 4-1. 仮想マシン デスクトップのポッド ダイアグラム

ロード バランサ

ネットワーク コア

各スイッチド 
ネットワークが
各 Horizon 接続 

サーバに接続

ビルディング 
ブロック

ビルディング 
ブロック

ビルディング 
ブロック

ビルディング 
ブロック

ビルディング 
ブロック

スイッチド
ネットワーク

Horizon 接続
サーバ

1 つの vCenter Server を使用するポッドの例

前節では、Horizon ポッドは複数のビルディング ブロックで構成されていました。各ビルディング ブロックでは、

単一の vCenter Server で 5,000 の仮想マシンをサポートしていました。このトピックでは、単一の vCenter 
Server を使用して 10,000 のデスクトップを管理するアーキテクチャを説明します。

10,000 のデスクトップに対して 1 つの vCenter Server を使用することは可能ですが、そうすると単一点障害が

できてしまいます。その単一の vCenter Server が失われると、デスクトップ展開全体が電源、プロビジョニング、

および修理作業で使用できない状態になります。このため、全般的なコンポーネント回復力のための要件を満たす展

開アーキテクチャを選択してください。

この例で、10,000 ユーザーのポッドは、物理サーバ、vSphere インフラストラクチャ、VMware Horizon サー

バ、共有ストレージ、およびクラスタ当たり 2,000 仮想デスクトップの 5 つのクラスタで構成されます。

表 4-8. 1 つの vCenter Server がある LAN ベースの Horizon ポッドの例

アイテム 例

vSphere クラスタ 6（クラスタ当たり 1 つのインスタント クローン プールのある 5 つの

クラスタおよび 1 つの インフラストラクチャ クラスタ）

vCenter Server 1
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表 4-8. 1 つの vCenter Server がある LAN ベースの Horizon ポッドの例 （続き）

アイテム 例

データベース サーバ 1（スタンドアローン）MS SQL Server、Oracle、または 

PostgreSQL データベース サーバ

Active Directory サーバ 1 または 2

Connection Server インスタンス 5

Unified Access Gateway アプライアンス 5

vLAN 8 （デスクトップ プール クラスタで 5、そして管理、VMotion、およ

びインフラストラクチャ クラスタでそれぞれ 1）

ポッドで複数の vCenter Server を使用する利点

単一の vCenter Server インスタンスで多くの仮想マシンを管理する前に、以下の検討事項を考慮する必要があり

ます。

n 会社のメンテナンス時間の長さ

n VMware Horizon コンポーネント失敗の許容量

n 電源、プロビジョニング、および修理作業の頻度

n インフラストラクチャの簡素化

メンテナンス時間の長さ

仮想マシンの電源、プロビジョニング、およびメンテナンス操作数の同時操作設定は、vCenter Server インスタン

スごとに決定されます。

1 つの vCenter Server インスタン

スを持つポッドの設計

並行設定は、Horizon ポッド全体で同時にキューに入る操作数を決定します。

たとえば、同時実行するプロビジョニング操作を 20 に設定し、ポッドにある vCenter Server インスタ

ンスが 1 つのみの場合、20 を超えるデスクトップ プールではプロビジョニング操作が連続操作になります。

20 の同時操作をキューに入れた後、ひとつの操作は次を開始する前に完了する必要があります。大規模な 

VMware Horizon 展開では、このプロビジョニング操作に時間がかかります。

複数の vCenter Server インスタン

スを持つポッドの設計

各インスタンスは 20 の仮想マシンを同時にプロビジョニングできます。

1 つのメンテナンス期間内で同時に多くの操作を確実に完了するには、ポッドに複数の vCenter Server インスタン

ス（最大 5）を追加し、 各 vCenter Server インスタンスが管理する vSphere クラスタに複数のデスクトップ プ
ールを展開できます。vSphere クラスタを管理できるのは、1 度に 1 つの vCenter Server インスタンスのみで

す。vCenter Server インスタンス間で同時操作を行うには、デスクトップ プールを展開する必要があります。

コンポーネント失敗の許容量

Horizon ポッドの vCenter Server の役割は、電源、プロビジョニング、および修理（リフレッシュ、再構成、お

よび再分散）操作を提供することです。仮想マシン デスクトップを展開して電源を入れると、VMware Horizon は
通常の操作コースでは vCenter Server に依存しません。
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各 vSphere クラスタは 1 つの vCenter Server インスタンスによって管理される必要があるため、このサーバは

どの VMware Horizon 設計においても、単一点障害を表しています。

重要：   これらのフェイルオーバー戦略のいずれかを使用するには、vCenter Server インスタンスを vCenter 
Server インスタンスが管理するクラスタの一部となる仮想マシンにインストールしないでください。

vCenter Server フェイルオーバー用にこれらを自動化するオプションに加えて、問題が発生したサーバを新しい仮

想マシンや物理サーバに再構築することを選択することもできます。重要な情報の多くは、vCenter Server データ

ベースに格納されています。

リスク許容度は、ポッド設計で vCenter Server インスタンスを 1 つ使用するか、複数使用するかを決定する上で

大切な要素です。すべてのデスクトップの電源および修理を同時に行うなどのデスクトップ管理作業を実行する能力

が必要である場合、複数の vCenter Server インスタンスを展開することによって、同時に停止するデスクトップ

の影響が広がらないようにすべきです。管理操作やプロビジョニング操作のためにデスクトップ環境を長期間に渡っ

て使用できなくても許容できる場合や、手動の再構築プロセスを使用することを選択する場合は、ポッドに単一の 

vCenter Server インスタンスを展開できます。

電源、プロビジョニング、および修理作業の頻度

特定の仮想マシン デスクトップの電源、プロビジョニング、および修理作業は、管理者によってのみ開始され、通常

は予測可能かつ制御可能で、あらかじめ決めたメンテナンス時間に限定できます。その他の仮想マシン デスクトップ

の電源および修理作業は、ログオフのリフレッシュまたはログオフのサスペンド設定を使用してユーザーによって起

動され、またはアイドル状態の ESXi ホストをパワーオフするためにユーザーが介入しない時間帯に Distributed 
Power Management (DPM) を使用するなどのスクリプト動作により実行されます。

VMware Horizon の設計でユーザーが起動した電源および修理作業を必要としない場合、1 つの vCenter Server 
インスタンスで恐らく十分です。ユーザーが起動する電源操作や修理操作の頻度が高くなければ、大量の操作がキュ

ーに蓄積されることによって、vCenter Server が要求された操作を定義されている同時操作設定制限内に完了する

のを待機して Horizon Connection Server がタイムアウトになることはありません。

多くの顧客はフローティング プールを導入して、Refresh on logoff（ログオフ時に更新）設定を選択して、以前

のセッションの無効なデータを取り除いたデスクトップを常に提供します。無効なデータの例には、

pagefile.sys または Windows temp ファイルでの不要なメモリ ページが含まれます。フローティング プー

ルは、デスクトップをクリーンな状態に頻繁にリセットすることによって、マルウェアの影響を最小限にすることも

できます。

一部の顧客はデスクトップが使用されていない間は電源をオフにするように VMware Horizon を構成して電気使

用量を削減し、これにより vSphere DRS (Distributed Resources Scheduler) は、動作している仮想マシンを

最小数の ESXi ホストに統合できます。VMware Distributed Power Management (DPM) はアイドル状態の

ホストの電源をオフにします。このようなシナリオでは、複数の vCenter Server インスタンスの方が、操作のタ

イムアウトを回避するために必要な高頻度の電源操作および修理操作に適しています。
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インフラストラクチャの簡素化

大規模 VMware Horizon 設計における単一の vCenter Server インスタンスには、ゴールド イメージ仮想マシン

の管理が 1 か所ですむことや、1 つの vCenter Server ビューが Horizon Console ビューに一致すること、本番

のバックエンド データベースおよびデータベース サーバが少なくてすむことなどの魅力的なメリットがあります。

ディザスタ リカバリ計画は、複数のインスタンスよりも 1 つの vCenter Server の方が簡素になります。メンテナ

ンス期間や電源および修理操作の頻度などの複数の vCenter Server インスタンスの利点と、ゴールド イメージ仮

想マシン イメージを管理する追加の管理オーバーヘッドや必要となるインフラストラクチャ コンポーネント数の増

加などの欠点を比較して確認してください。

ハイブリッド アプローチが有益である場合があります。1 つの vCenter Server インスタンスで管理される非常に

大きく相対的に静的なプールと、複数の vCenter Server インスタンスによって管理されるいくつかの小さくより

動的なデスクトップ プールを選択できます。既存の大規模ポッドをアップグレードするための最適な戦略は、既存の

ポッドの VMware ソフトウェア コンポーネントを最初にアップグレードすることです。ポッド設計を変更する前

に、最新バージョンの電源、プロビジョニング、および修理操作による改善の影響を計り、より少ない vCenter 
Server インスタンスにおけるより大規模なデスクトップ プールの適切なバランスを見つけるために、デスクトップ 

プールのサイズを増加する実験を後で行います。

クラウド ポッド アーキテクチャ の概要

データセンターをまたいで Horizon を展開する場合に、複製された Connection Server インスタンスのグループ

を WAN、MAN (metropolitan area network)、または他の LAN 以外をまたいで使用するには、クラウド ポッ

ド アーキテクチャ 機能を使用する必要があります。

この機能は、標準の Horizon コンポーネントを使用して、複数のデータセンターにわたる管理、ユーザーとデスク

トップ間のグローバルで柔軟なマッピング、高可用性デスクトップ、ディザスタ リカバリなどの機能を提供します。

クラウド ポッド アーキテクチャ トポロジは、一般に、ポッド フェデレーション内で一緒にリンクされた 2 つ以上

のポッドで構成されます。ポッド フェデレーションは一定の制限を受けます。クラウド ポッド アーキテクチャ 機
能を使用すると、オンプレミス、パブリック クラウド、またはその両方で実行されているポッドを接続できます。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。
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セキュリティ機能の計画 5
VMware Horizon は、企業の機密データを保護するための強力なネットワーク セキュリティ機能を備えています。

セキュリティを強化するため、VMware Horizon を他社製のユーザー認証ソリューションと統合したり、制限付き

資格の機能を実装したりできます。

重要：   VMware Horizon は、FIPS (Federal Information Processing Standard) 140-2 準拠のアルゴリズ

ムによる暗号化を実行できます。これらのアルゴリズムの使用を有効にするには、VMware Horizon を FIPS モー

ドでインストールします。FIPS モードでは、一部の機能がサポートされません。詳細については、Horizon のイン

ストール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 クライアント接続について

n ユーザー認証方法の選択

n リモート デスクトップ アクセスの制限

n グループ ポリシー設定を使用したリモート デスクトップおよびアプリケーションのセキュリティ保護

n スマート ポリシー の使用

n クライアント システムのセキュリティを保護するためのベスト プラクティスの実装

n 管理者ロールの割り当て

n 通信プロトコルの概要

クライアント接続について

Horizon Client および Horizon Console は、安全な HTTPS 接続を介して Horizon Connection Server ホス

トと通信します。Connection Server 上のサーバ証明書についての情報は、クライアントとサーバ間の TLS ハン

ドシェイクの一部としてクライアントに伝えられます。

ユーザー認証とリモート デスクトップおよびリモート アプリケーションの選択に使用される最初の Horizon 
Client 接続は、ユーザーが Horizon Client を開き、Connection Server または Unified Access Gateway ホ
ストの完全修飾ドメイン名を入力するときに作成されます。管理者が Web ブラウザに Horizon Console の 

URL を入力すると、Horizon Console との接続が作成されます。

Connection Server のインストール時に、デフォルトの TLS サーバ証明書が生成されます。デフォルトでは、TLS 
クライアントが Horizon Console などの安全なページにアクセスすると、この証明書が提示されます。
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デフォルトの証明書はテストに使用できますが、できるだけ早く独自の証明書に交換する必要があります。デフォル

トの証明書は、商用の証明機関 (CA) によって署名されていません。承認されていない証明書を使用すると、信頼さ

れていないパーティーにサーバを装ってトラフィックを傍受される可能性があります。

n PCoIP および Blast Secure Gateway を使用するクライアント接続 

VMware の PCoIP または Blast Extreme 表示プロトコルを使用するリモート デスクトップまたはアプリ

ケーションにクライアントが接続された場合、Horizon Client は Horizon Connection Server インスタン

スまたは Unified Access Gateway アプライアンス上の該当する Secure Gateway コンポーネントへの 

2 番目の接続を確立できます。この接続によって、インターネットからリモート デスクトップとリモート アプ

リケーションにアクセスする場合に必要なレベルのセキュリティと接続性が提供されます。

n Microsoft RDP を使用するトンネル クライアント接続

Microsoft RDP 表示プロトコルを使用するリモート デスクトップにユーザーが接続すると、Horizon Client 
は Horizon Connection Server ホストへの第 2 の HTTPS 接続を確立できます。この接続は、RDP デー

タを送信するためのトンネルになるため、トンネル接続と呼ばれます。

n 直接クライアント接続

管理者は、リモート デスクトップおよび公開アプリケーション セッションが、接続サーバ ホストをバイパス

してクライアント システムと公開アプリケーションまたはデスクトップ仮想マシンとの間で直接確立されるよ

うに Horizon 接続サーバを構成できます。このタイプの接続を直接クライアント接続といいます。

PCoIP および Blast Secure Gateway を使用するクライアント接続

VMware の PCoIP または Blast Extreme 表示プロトコルを使用するリモート デスクトップまたはアプリケーシ

ョンにクライアントが接続された場合、Horizon Client は Horizon Connection Server インスタンスまたは 

Unified Access Gateway アプライアンス上の該当する Secure Gateway コンポーネントへの 2 番目の接続を

確立できます。この接続によって、インターネットからリモート デスクトップとリモート アプリケーションにアク

セスする場合に必要なレベルのセキュリティと接続性が提供されます。

Unified Access Gateway アプライアンスは、PCoIP Secure Gateway コンポーネントと Blast Secure 
Gateway コンポーネントを含みます。これには、次の利点があります。

n 企業のデータセンターに入ることができるリモート デスクトップおよびアプリケーションのトラフィックが、強

力な認証を経たユーザーのトラフィックのみになります。

n ユーザーはアクセスが許可されているリソースにのみアクセスできます。

n PCoIP Secure Gateway 接続は PCoIP をサポートし、Blast Secure Gateway 接続は Blast Extreme を
サポートします。どちらも、ビデオ表示パケットを TCP の代わりに UDP にカプセル化することによってネッ

トワークの使用効率を高める、高度なリモート表示プロトコルです。

n PCoIP と Blast Extreme は、デフォルトで AES-128 の暗号化により安全性が確保されます。ただし、暗号

化方式は AES-256 に変更できます。

n 表示プロトコルがいずれかのネットワーク コンポーネントによってブロックされない限り、VPN は必要ありま

せん。たとえば、ホテルの部屋の中から自社のリモート デスクトップまたはリモート アプリケーションにアク

セスを試みた場合、そのホテルが使用しているプロキシは UDP パケットを渡すように構成されていないかもし

れません。
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Unified Access Gateway 仮想アプライアンスの詳細については、『VMware Unified Access Gateway の導

入および設定』を参照してください。

Microsoft RDP を使用するトンネル クライアント接続

Microsoft RDP 表示プロトコルを使用するリモート デスクトップにユーザーが接続すると、Horizon Client は 

Horizon Connection Server ホストへの第 2 の HTTPS 接続を確立できます。この接続は、RDP データを送信

するためのトンネルになるため、トンネル接続と呼ばれます。

トンネル接続には次の利点があります。

n RDP データが HTTPS によってトンネリングされ、SSL を使用して暗号化されます。この強力なセキュリティ 

プロトコルは、オンライン バンキングやクレジット カードの支払いに使用されるような他の安全な Web サイ

トで提供されているセキュリティに一致しています。

n クライアントは単一の HTTPS 接続を介して複数のデスクトップにアクセスできるため、プロトコル全体のオー

バーヘッドが削減されます。

n それらの HTTPS 接続は VMware Horizon によって管理されるため、基盤となるプロトコルの信頼性が大幅

に向上します。ユーザーが一時的にネットワーク接続を失った場合に、ネットワーク接続が復元された後、ユー

ザーが再接続して再度ログインしなくても HTTP 接続が再確立され、RDP 接続が自動的に再開されます。

Connection Server インスタンスの標準展開では、HTTPS の安全な接続の終点は Connection Server になり

ます。DMZ 展開では、HTTPS の安全な接続の終点は Unified Access Gateway アプライアンスになります。

PCoIP または Blast Extreme 表示プロトコルを使用するクライアントは USB リダイレクトおよびマルチメディ

ア リダイレクト (MMR) のアクセラレーションのためにトンネル接続を使用できますが、他のすべてのデータについ

ては、PCoIP では PCoIP Secure Gateway が、Blast Extreme では Blast Secure Gateway が Unified 
Access Gateway アプライアンス上で使用されます。詳細については、 PCoIP および Blast Secure Gateway 
を使用するクライアント接続 を参照してください。

Unified Access Gateway 仮想アプライアンスの詳細については、『VMware Unified Access Gateway の導

入および設定』を参照してください。

直接クライアント接続

管理者は、リモート デスクトップおよび公開アプリケーション セッションが、接続サーバ ホストをバイパスしてク

ライアント システムと公開アプリケーションまたはデスクトップ仮想マシンとの間で直接確立されるように 

Horizon 接続サーバを構成できます。このタイプの接続を直接クライアント接続といいます。

直接クライアント接続でも、HTTPS 接続をクライアントと接続サーバ ホストとの間に確立し、ユーザーが認証して

リモート デスクトップおよび公開アプリケーションを選択できますが、その第 2 の HTTPS 接続（トンネル接続）

は使用されません。

PCoIP および Blast Extreme への直接接続には、次の組み込みのセキュリティ機能が使用されます。

n Advanced Encryption Standard (AES) 暗号化のサポート。これはデフォルトで有効になり、IP Security 
(IPsec) が使用されます。

n サードパーティ製 VPN クライアントのサポート
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Microsoft RDP 表示プロトコルを使用するクライアントでは、展開が企業ネットワーク内に限定される場合にのみ

リモート デスクトップへの直接クライアント接続が適切です。直接クライアント接続を使用すると、RDP トラフィ

ックがその接続を介してクライアントとデスクトップ仮想マシンの間で暗号化されないまま送信されます。

ユーザー認証方法の選択

VMware Horizon は、ユーザーを認証および管理するために既存の Active Directory インフラストラクチャを

利用します。セキュリティを強化するために、VMware Horizon を RSA SecurID および RADIUS などの 2 要
素認証ソリューションおよびスマート カード認証ソリューションと統合できます。

n Active Directory 認証

各 Horizon Connection Server インスタンスは Active Directory ドメインに参加しており、ユーザーは

参加しているドメインを利用するために Active Directory に対して認証されます。信頼契約の存在する追加

ユーザー ドメインがある場合、ユーザーはそのドメインに対しても認証されます。

n 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 スマート カード認証

スマート カードは、コンピュータ チップが埋め込まれた小さなプラスチック カードです。多くの官公庁や大

企業が、そのコンピュータ ネットワークにアクセスするユーザーの認証にスマート カードを使用しています。

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。

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

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。

Active Directory 認証

各 Horizon Connection Server インスタンスは Active Directory ドメインに参加しており、ユーザーは参加し

ているドメインを利用するために Active Directory に対して認証されます。信頼契約の存在する追加ユーザー ド
メインがある場合、ユーザーはそのドメインに対しても認証されます。

たとえば、Connection Server インスタンスがドメイン A のメンバーであり、ドメイン A とドメイン B の間に

信頼契約が存在する場合、ドメイン A とドメイン B の両方のユーザーが Horizon Client を使用して View 
Connection Server インスタンスに接続できます。

同様に、ドメイン混在環境でドメイン A と MIT Kerberos レルムの間に信頼契約が存在する場合、Kerberos レル

ムのユーザーは Horizon Client で Connection Server に接続するときに Kerberos レルム名を選択できます。

次の Active Directory ドメインにユーザーとグループを配置できます。

n Connection Server ドメイン

n Connection Server ドメインとの双方向の信頼関係がある別のドメイン
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n 一方向の外部またはレルムの信頼関係で Connection Server ドメインによって信頼されている、

Connection Server ドメインとは異なるフォレスト内のドメイン

n 一方向または双方向の推移的なフォレストの信頼関係で Connection Server ドメインによって信頼されてい

る、Connection Server ドメインとは異なるフォレスト内のドメイン

Connection Server は、ホスト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。小規模で、接続が安定しているドメインのセットであれば、Connection Server 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、要する

時間は長くなります。リストには、リモート デスクトップおよびアプリケーション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含まれる場合があります。

管理者は、vdmadmin コマンドライン インターフェイス使用して、ドメインのフィルタ処理を構成できます。フィ

ルタを使用すると、Connection Server インスタンスが検索してユーザーに表示するドメインを制限できます。詳

細については、Horizon の管理ドキュメントを参照してください。

ログインを許可する時間を制限したり、パスワードの失効日を設定するなどのポリシーも、Active Directory の既

存の運用手順に従って処理されます。

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。

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。

スマート カード認証

スマート カードは、コンピュータ チップが埋め込まれた小さなプラスチック カードです。多くの官公庁や大企業が、

そのコンピュータ ネットワークにアクセスするユーザーの認証にスマート カードを使用しています。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。
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管理者は、個別の接続サーバ インスタンスでスマート カード認証を有効にできます。接続サーバ インスタンスでの

スマート カードの使用を有効にすると、通常は信用ストアにルート証明書が追加された後、接続サーバの設定が変更

されます。

スマート カード認証を使用するクライアント接続を含むすべてのクライアント接続は TLS/SSL が有効になってい

ます。

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 でスマート カードがサポートされているかどう

かについては、https://docs.vmware.com/jp/VMware-Horizon-Client/index.html にある Horizon Client 
のドキュメント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。
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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。

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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リモート デスクトップ アクセスの制限

制限付き資格の機能を使用し、ユーザーが接続する Horizon Connection Server インスタンスに基づいてリモー

ト デスクトップ アクセスを制限できます。

制限付き資格では、1 つ以上のタグを Connection Server インスタンスに割り当てます。その後、デスクトップ プ
ールを構成するときに、デスクトップ プールにアクセスできるようにする Connection Server インスタンスのタ

グを選択します。ユーザーがタグ付きの Connection Server インスタンスにログインするとき、ユーザーは少な

くとも 1 つのタグが一致するか、タグがないデスクトップ プールにのみアクセスできます。

たとえば、VMware Horizon の展開に 2 つの Connection Server インスタンスが含まれるものとします。第 1 
のインスタンスは内部ユーザーをサポートします。第 2 のインスタンスは Unified Access Gateway アプライア

ンスと対になって、外部ユーザーをサポートします。外部ユーザーが特定のデスクトップにアクセスできないように

するには、次のように制限付き資格を設定します。

n タグ「Internal」を、内部ユーザーをサポートする Connection Server インスタンスに割り当てます。

n タグ「External」を、Unified Access Gateway アプライアンスと対になって外部ユーザーをサポートする 

Connection Server インスタンスに割り当てます。

n 内部ユーザーのみがアクセスできるようにするデスクトップ プールに、「Internal」タグを割り当てます。

n 外部ユーザーのみがアクセスできるようにするデスクトップ プールに、「External」タグを割り当てます。

外部ユーザーは、External というタグの付いた Connection Server を使用してログインするので、Internal とい

うタグの付いたデスクトップ プールにはアクセスできません。また、内部ユーザーは、Internal というタグの付い

た Connection Server を使用してログインするので、External というタグの付いたデスクトップ プールにはア

クセスできません。

制限付き資格を使用して、特定の Connection Server インスタンスに対して構成されているユーザー認証方法に

基づいて、デスクトップ アクセスを制御することもできます。たとえば、スマート カードで認証されているユーザ

ーのみが特定のデスクトップ プールを使用できるようにすることができます。

制限付き資格の機能は、タグの一致を適用するだけです。特定のクライアントが特定の Connection Server イン

スタンスを通して接続するように、ネットワーク トポロジを設計する必要があります。

グループ ポリシー設定を使用したリモート デスクトップおよびアプ
リケーションのセキュリティ保護

VMware Horizon には、リモート デスクトップおよびアプリケーションのセキュリティ保護に使用できるセキュ

リティ関連グループ ポリシー設定を備えたグループ ポリシー管理 ADMX テンプレートが含まれています。

たとえば、グループ ポリシー設定を使用して、次のタスクを実行できます。

n ユーザーが Horizon Client for Windows の [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。

n Horizon Client でシングル サインオン スマート カード認証を有効にする。

n Horizon Client でサーバ TLS 証明書確認を構成する。

n ユーザーが Horizon Client コマンド ライン オプションによって認証情報を指定できないようにする。
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n Horizon Client 以外のシステムが RDP を使用してリモート デスクトップに接続できないようにする。このポ

リシーは、接続が Horizon Client によって管理される必要がある、つまりユーザーがリモート デスクトップに

接続するために VMware Horizon を使用する必要があることを意味します。

リモート デスクトップおよび Horizon Client グループ ポリシー設定の使用法については、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。

スマート ポリシー の使用

スマート ポリシー は、公開デスクトップまたはアプリケーションのユーザー環境設定に使用できます。また、コン

ピュータの起動時またはセッションの再接続時に適用されるコンピュータ環境設定にも使用できます。 

ユーザー環境設定のポリシーを作成して、動作の範囲を制御できます。ユーザー環境設定の Horizon スマート ポリ

シーはログイン時に適用されますが、セッションの再接続時に更新できます。ユーザーがセッションに再接続したと

きに Horizon スマート ポリシーを再適用するには、トリガされるタスクを設定できます。

エンドユーザーがコンピュータを起動したときに Dynamic Environment Manager によってコンピュータ環境

設定に適用されるポリシーを作成できます。コンピュータ環境設定の Horizon スマート ポリシーはコンピュータ

の起動時に適用されますが、セッションの再接続時に更新できます。

スマート ポリシー により、特定の条件が満たされる場合にのみ有効になるポリシーを作成できます。たとえば、ユ

ーザーが企業のネットワーク以外からリモート デスクトップに接続している場合はクライアント ドライブ リダイレ

クト機能を無効にするポリシーを設定できます。

スマート ポリシー 機能を利用するには、Dynamic Environment Manager が必要です。詳細については、

Horizon でのリモート デスクトップ機能の構成のスマート ポリシーに関するトピックを参照してください。

スマート ポリシー でリモートの Linux デスクトップの機能を制御する方法については、Horizon での Linux デス

クトップのセットアップを参照してください。

クライアント システムのセキュリティを保護するためのベスト プラ
クティスの実装

次のベスト プラクティスを実装して、クライアント システムを保護します。

n クライアント システムが、一定期間動作していない場合にスリープ状態になり、コンピュータをアクティブにす

る前にユーザーがパスワードを入力する必要があるように構成します。

n クライアント システムの起動時に、ユーザーはユーザー名とパスワードを入力する必要があります。クライアン

ト システムで自動ログインを許可するように構成しないでください。

n Mac クライアント システムの場合、キーチェーンとユーザー アカウントに異なるパスワードを設定することを

考慮してください。パスワードが異なる場合、システムが自動的にパスワードを入力する前に、ユーザーに入力

が要求されます。さらに、FileVault 保護を有効にすることも考慮してください。

VMware Horizon が提供するすべてのセキュリティ機能の正確なリファレンスについては、Horizon のセキュリ

ティを参照してください。
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管理者ロールの割り当て

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。

Horizon Console でタスクの実行を許可するかどうかは、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。ロールは権限のコレクションです。権限は、ユーザーへのデスクトップ プールに対する資格の

付与や設定の変更などの特定のアクションを実行する機能を与えます。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。

管理者は Horizon Console でフォルダを作成してデスクトップ プールを再分割し、特定のデスクトップ プールの

管理を別の管理者に委任できます。管理者がフォルダ内のリソースへの管理者アクセスを構成するには、そのフォル

ダに対するロールをユーザーに割り当てます。管理者は、ロールを割り当てたフォルダに存在するリソースにのみア

クセスできます。管理者がフォルダに対して持つロールによって、管理者がそのフォルダ内のリソースに対して持つ

アクセスのレベルが決定します。

Horizon Console は一連の事前定義ロールを含んでいます。管理者は、選択した権限を組み合わせてカスタム ロー

ルを作成することもできます。

通信プロトコルの概要

VMware Horizon コンポーネントは、メッセージの交換に複数の異なるプロトコルを使用しています。

次の表に、各プロトコルで使用されるデフォルト ポートを示します。ポート番号を変更可能です。たとえば、組織の

ポリシーに準拠するようにポート番号を変更したり、競合を回避するために変更が必要になることがあります。

表 5-1. デフォルト ポート

プロトコル ポート

JMS TCP ポート 4001

TCP ポート 4002

HTTP TCP ポート 80

HTTPS TCP ポート 443

MMR/CDR TCP ポート 9427

このポートは、次の機能で使用されます。

n Windows マルチメディア リダイレクト

n クライアント ドライブのリダイレクト

n Microsoft Teams の最適化

n HTML マルチメディア リダイレクト

n VMware プリンタ リダイレクト

n USB リダイレクト

RDP TCP ポート 3389

注：   Connection Server インスタンスが直接クライアント接続用に構成されている場合、それらのプロトコルはクライ

アントからリモート デスクトップに直接接続され、Horizon Secure Gateway Server コンポーネントを介してトンネリ

ングされません。

SOAP TCP ポート 80 または 443
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表 5-1. デフォルト ポート （続き）

プロトコル ポート

PCoIP TCP ポート 4172

UDP ポート 4172、50002、55000

USB リダイレク

ト

TCP ポート 32111。このポートはタイム ゾーンの同期にも使用されます。

VMware Blast 
Extreme

TCP ポート 8443、22443

UDP ポート 443、8443、22443

HTML Access TCP ポート 8443、22443

Connection Server 間通信に使用される TCP ポート

グループ内の Connection Server インスタンスは、互いに通信するために追加の TCP ポートを使用します。たと

えば、Connection Server インスタンスは、JMS のルーター間 (JMSIR) トラフィックを互いに送信するためにポ

ート 4100 または 4101 を使用します。通常、ファイアウォールはグループ内の Connection Server インスタン

ス間では使用されません。

Horizon Security Gateway

Horizon Security Gateway は、クライアント システムと Unified Access Gateway アプライアンスまたは 

Connection Server インスタンスとの安全な HTTPS 接続を実現するサーバ側コンポーネントです。

Connection Server のトンネル接続を構成すると、RDP、USB、およびマルチメディア リダイレクト (MMR) ト
ラフィックが Horizon Security Gateway コンポーネントを介してトンネリングされます。直接クライアント接

続を構成すると、それらのプロトコルはクライアントからリモート デスクトップに直接接続され、Horizon 
Security Gateway コンポーネントを介してトンネリングされません。

注：   PCoIP または Blast Extreme 表示プロトコルを使用するクライアントは USB リダイレクトおよびマルチメ

ディア リダイレクト (MMR) のアクセラレーションのためにトンネル接続を使用できますが、他のすべてのデータに

ついては、PCoIP では PCoIP Secure Gateway が、Blast Extreme では Blast Secure Gateway が Unified 
Access Gateway アプライアンス上で使用されます。

Horizon Security Gateway は、クライアントから Connection Server への、ユーザー認証、デスクトップ選

択、およびアプリケーション選択などのトラフィックを含むその他の Web トラフィックの転送も管理します。ま

た、Horizon Security Gateway は Horizon Console クライアントの Web トラフィックを Horizon 
Administration コンポーネントに渡します。

Blast Secure Gateway

Unified Access Gateway アプライアンスには、Blast Secure Gateway コンポーネントが含まれています。

Blast Secure Gateway を有効にすると、認証が行われた後、Blast Extreme または HTML Access を使用す

るクライアントが Unified Access Gateway アプライアンスへの第 2 の安全な接続を確立できます。この接続に

より、クライアントはインターネットからリモート デスクトップとリモート アプリケーションにアクセスできるよ

うになります。
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Blast Secure Gateway コンポーネントを有効にすると、Blast Extreme トラフィックが Unified Access 
Gateway アプライアンスによってリモート デスクトップとリモート アプリケーションに転送されます。Blast 
Extreme を使用するクライアントで USB リダイレクト機能またはマルチメディア リダイレクト (MMR) のアク

セラレーションも使用する場合は、そのデータを転送するために View Secure Gateway コンポーネントを有効に

できます。

直接クライアント接続を構成した場合は、Blast Extreme トラフィックなどのトラフィックがクライアントからリ

モート デスクトップまたはリモート アプリケーションに直接送信されます。

自宅やモバイルの就業者などのエンド ユーザーがインターネットからデスクトップにアクセスする場合、必要なレベ

ルのセキュリティおよび接続性が Unified Access Gateway アプライアンスによって提供されるため、VPN 接続

は必要ありません。Blast Secure Gateway コンポーネントによって、企業のデータセンターに入ることができる

リモート トラフィックが、強力な認証を経たユーザーのトラフィックに確実に限定されます。エンド ユーザーはア

クセスが許可されているリソースにのみアクセスできます。

Blast Secure Gateway を介して動作する Blast ネイティブ クライアントの Blast セッションでは、Blast 
Secure Gateway で設定されている TLS 証明書によって認証された TLS 接続を想定しています。クライアント

の Blast 接続で他の TLS 証明書が使用されている場合、接続がドロップされ、クライアントが証明書サムプリント

の不一致を報告します。

クライアントが、クライアントと Blast Secure Gateway の間に配置された TLS 終端プロキシに接続する場合、

プロキシが Blast Secure Gateway の証明書（とプライベート キー）のコピーを提供するように調整することで、

クライアント証明書の要件を満たし、サムプリントの不一致エラーを回避できます。これにより、クライアントから

の Blast 接続が成功します。

プロキシに Blast Secure Gateway の証明書をコピーする代わりに、プロキシに独自の TLS 証明書を提供し、ク

ライアントが Blast Secure Gateway の証明書ではなく、プロキシの証明書を受け入れるように Blast Secure 
Gateway を構成することもできます。

Unified Access Gateway で Blast Secure Gateway を構成するには、Unified Access Gateway Horizon 
の設定の [Blast プロキシ証明書] でプロキシの証明書をアップロードします。https://docs.vmware.com/jp/
Unified-Access-Gateway/index.html にある『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。

注：   アップロードされるのはプロキシ証明書だけです。対応するプライベート キーは Unified Access Gateway 
に公開されません。

PCoIP Secure Gateway

Unified Access Gateway アプライアンスには、PCoIP Secure Gateway コンポーネントが含まれています。

PCoIP Secure Gateway を有効にすると、認証が行われた後、PCoIP を使用するクライアントが Unified 
Access Gateway アプライアンスへの第 2 の安全な接続を確立できます。この接続により、クライアントはイン

ターネットからリモート デスクトップとリモート アプリケーションにアクセスできるようになります。

PCoIP Secure Gateway コンポーネントを有効にすると、PCoIP トラフィックが Unified Access Gateway 
アプライアンスによってリモート デスクトップとリモート アプリケーションに転送されます。PCoIP を使用する

クライアントで USB リダイレクト機能またはマルチメディア リダイレクト (MMR) のアクセラレーションも使用

する場合は、そのデータを転送するために Horizon Security Gateway コンポーネントを有効にできます。
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直接クライアント接続を構成した場合は、PCoIP トラフィックなどのトラフィックがクライアントからリモート デ
スクトップまたはリモート アプリケーションに直接送信されます。

自宅やモバイルの就業者などのエンド ユーザーがインターネットからデスクトップにアクセスする場合、必要なレベ

ルのセキュリティおよび接続性が Unified Access Gateway アプライアンスによって提供されるため、VPN 接続

は必要ありません。PCoIP Secure Gateway コンポーネントによって、企業のデータセンターに入ることができ

るリモート トラフィックが、強力な認証を経たユーザーのトラフィックに確実に限定されます。エンド ユーザーは

アクセスが許可されているリソースにのみアクセスできます。

Horizon LDAP

Horizon LDAP は Connection Server の組み込み LDAP ディレクトリであり、すべての VMware Horizon 構
成データの構成リポジトリです。

Horizon LDAP には、各リモート デスクトップおよびアプリケーション、アクセス可能な各リモート デスクトッ

プ、まとめて管理される複数のリモート デスクトップ、および VMware Horizon コンポーネントの設定を表すエ

ントリが含まれています。

Horizon LDAP には、他の VMware Horizon コンポーネントに自動化サービスと通知サービスを提供する、一連

の VMware Horizon プラグイン DLL も含まれています。

Horizon Messaging

Horizon Messaging コンポーネントは、Horizon Connection Server コンポーネント間、および Horizon 
Agent と Connection Server との間のメッセージング ルーターとして機能します。

このコンポーネントは、VMware Horizon でのメッセージングに使用される Java Message Service（JMS）

API をサポートしています。

コンポーネント間のメッセージの検証では、DSA キーが使用されます。キー サイズは、デフォルトでは 512 ビット

です。ただし、FIPS モードではキー サイズは 2048 ビットです。

Horizon Connection Server のファイアウォール ルール

Connection Server インスタンス用にファイアウォールの特定のポートを開く必要があります。

Connection Server をインストールするときは、必要な Windows ファイアウォール ルールをインストール プロ

グラムのオプションで設定できます。これらのルールは、デフォルトで使用されるポートを開きます。インストール

後にデフォルト ポートを変更する場合は、更新したポートを介して Horizon Client デバイスを VMware 
Horizon に接続できるように Windows ファイアウォールを手動で構成する必要があります。

次の表は、インストール時に自動的に開くことができるデフォルト ポートを一覧で示しています。これらのポート

は、特に記述のない限り受信ポートです。

表 5-2. Horizon Connection Server のインストール時に開かれるポート

プロトコル ポート Horizon Connection Server インスタンスの種類

JMS TCP 4001 標準およびレプリカ

JMS TCP 4002 標準およびレプリカ

JMSIR TCP 4100 標準およびレプリカ
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表 5-2. Horizon Connection Server のインストール時に開かれるポート （続き）

プロトコル ポート Horizon Connection Server インスタンスの種類

JMSIR TCP 4101 標準およびレプリカ

AJP13 TCP 8009 標準およびレプリカ

HTTP TCP 80 標準、レプリカ

HTTPS TCP 443 標準、レプリカ

PCoIP TCP 4172（受信）、

UDP 4172（双方向）

標準、レプリカ

HTTPS TCP 8443

UDP 8443

標準、レプリカ

VMware Horizon への最初の接続が行われた後、Web ブラウザまたはクライアント デバイスは、

TCP ポート 8443 で Blast Secure Gateway に接続します。この第 2 の接続を許可するために

は、Blast Secure Gateway を Connection Server インスタンスで有効にする必要があります。

HTTPS TCP 8472 標準およびレプリカ

クラウド ポッド アーキテクチャ機能の場合：ポッド間通信に使用されます。

HTTP TCP 22389 標準およびレプリカ

クラウド ポッド アーキテクチャ機能の場合：グローバル LDAP レプリケーションに使用されます。

HTTPS TCP 22636 標準およびレプリカ

クラウド ポッド アーキテクチャ 機能の場合：保護されたグローバル LDAP レプリケーションに使用

されます。

Horizon Agent のファイアウォール ルール

デフォルトのネットワーク ポートを開くために、Horizon Agent インストーラで仮想デスクトップと RDS ホスト

に Windows ファイアウォール ルールを設定することもできます。

Horizon Agent インストーラによって、ホスト OS の現在の RDP ポート（通常は 3389）に合わせて受信 RDP 
接続のローカル ファイアウォール ルールが構成されます。

Horizon Agent のインストーラに、リモート デスクトップのサポートを有効にしないように指示した場合、ポート 

3389 および 32111 が開かれないため、それらのポートを手動で開く必要があります。

インストール後にこの RDP ポート番号を変更する場合は、関連するファイアウォール ルールも変更する必要があり

ます。インストール後にデフォルトのポートを変更した場合、手動でファイアウォール ルールを再構成して更新され

たポートへのアクセスを許可する必要があります。詳細については、Horizon のインストールを参照してください。

RDS ホストで Horizon Agent の Windows ファイアウォール ルールを見ると、インバウンド トラフィックに対

して 256 の連続した UDP ポートがブロックされています。このポートのブロックは、Horizon Agent の 

VMware Blast 内部で使用されます。RDS ホストにある Microsoft が署名した特別なドライバによって、外部ソ

ースからこれらのポートへの受信トラフィックがブロックされます。このドライバにより、Windows ファイアウォ

ールはこれらを閉じているポートとして扱います。

仮想マシン テンプレートをデスクトップ ソースとして使用する場合は、そのテンプレートがデスクトップ ドメイン

のメンバーである場合にのみ、デプロイされたデスクトップにファイアウォールの例外が継承されます。Microsoft 
のグループ ポリシー設定を使用して、ローカルでのファイアウォールの例外を管理できます。詳細については、

Microsoft ナレッジベース (KB) の記事 875357 を参照してください。
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次の表に、Horizon Agent のインストール時に開かれる TCP ポートと UDP ポートを示します。これらのポート

は、特に記述のない限り受信ポートです。

表 5-3. Horizon Agent のインストール時に開かれる TCP および UDP ポート

プロトコル ポート

RDP TCP ポート 3389

USB のリダイレクトとタイム ゾーンの同期 TCP ポート 32111

マルチメディア リダイレクト (MMR) とクライアント ドライブ リダ

イレクト (CDR)
TCP ポート 9427

このポートは、次の機能で使用されます。

n Windows マルチメディア リダイレクト

n クライアント ドライブのリダイレクト

n Microsoft Teams の最適化

n HTML マルチメディア リダイレクト

n VMware プリンタ リダイレクト

n USB リダイレクト

PCoIP RDS ホストの場合、PCoIP は TCP ポート 4172 と UDP ポート 

4172 (双方向) を使用します。

仮想デスクトップの場合、PCoIP は、構成可能な範囲から選択したポ

ート番号を使用します。デフォルトでは、PCoIP は TCP ポート 4172 
から 4173、UDP ポート 4172 から 4182 を使用します。ファイアウ

ォール ルールにはポート番号を指定しません。代わりに、各 PCoIP 
Server によってポートが動的に開くことがあります。選択したポート

番号が Connection Server インスタンス経由でクライアントに通知

されます。

VMware Blast TCP ポート 22443

UDP ポート 22443（双方向）

注：   Linux デスクトップでは UDP は使用されません。

HTML Access TCP ポート 22443

XDMCP UDP 177

注：   このポートは、Ubuntu 18.04 を実行している Linux デスクト

ップでの XDMCP アクセスにのみ使用されます。ファイアウォール 

ルールにより、このポートに対する外部ホストからのアクセスはすべて

ブロックされます。

X11 TCP 6100

注：   このポートは、Ubuntu 18.04 を実行している Linux デスクト

ップでの XServer アクセスにのみ使用されます。ファイアウォール 

ルールにより、このポートに対する外部ホストからのアクセスはすべて

ブロックされます。

Active Directory のファイアウォール ルール

お使いの VMware Horizon お使いの環境と Active Directory サーバの間にファイアウォールがある場合は、必

要なポートがすべて開いていることを確認する必要があります。
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たとえば Connection Server は、Active Directory グローバル カタログおよび Lightweight Directory 
Access Protocol（LDAP）サーバにアクセスできる必要があります。使用しているファイアウォール ソフトウェ

アによってグローバル カタログと LDAP のポートがブロックされると、管理者がユーザーの資格を構成する際に問

題が発生します。

ファイアウォールを介して Active Directory を正常に機能させるために開く必要があるポートの詳細については、

使用する Active Directory サーバのバージョンに関する Microsoft のマニュアルを参照してください。
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VMware Horizon 環境のセットアッ
プ手順の概要 6
次の高水準のタスクを完了して、VMware Horizon のインストールと初期展開の構成を行います。

表 6-1. VMware Horizon のインストールおよびセットアップのチェックリスト

ステ

ップ タスク

1 必要な管理者ユーザーおよびグループを Active Directory で設定します。

手順：Horizon のインストールと vSphere のドキュメント。

2 ESXiESXi ホストおよび vCenter Server のインストールと設定をまだ行っていない場合は、行います。

説明：VMware vSphere のマニュアル。

4 Horizon Connection Server をインストールして設定します。また、イベント データベースをインストールします。

手順：Horizon のインストール

5 完全クローン デスクトップ プールのテンプレートとして、またはインスタント クローン デスクトップ プールの親として使用できる仮

想マシンを 1 台以上作成します。

手順：Horizon での仮想デスクトップのセットアップ

6 （オプション）RDS ホストを設定し、アプリケーションをインストールして、エンド ユーザーがリモート アクセスできるようにします。

手順：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

7 仮想および公開デスクトップ プール、アプリケーション プール、またはその両方を作成します。

手順：Horizon での仮想デスクトップのセットアップおよび 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

8 デスクトップへのユーザー アクセスを制御します。

手順：Horizon でのリモート デスクトップ機能の構成

9 エンド ユーザーのマシンに Horizon Client をインストールして、エンド ユーザーがリモート デスクトップとリモート アプリケーシ

ョンにアクセスできるようにします。

手順：https://docs.vmware.com/jp/VMware-Horizon-Client/index.html にある Horizon Client のドキュメント

10 （オプション）追加の管理者を作成して構成し、特定のインベントリ オブジェクトと設定に対して異なるレベルのアクセス権を許可しま

す。

手順：Horizon の管理

11 （オプション）ポリシーを構成して、VMware Horizon コンポーネント、デスクトップ プール、アプリケーション プール、およびエ

ンド ユーザーの動作を制御します。

手順：Horizon でのリモート デスクトップ機能の構成

13 （オプション）セキュリティを強化するために、スマート カード認証または RADIUS 2 要素認証ソリューションを統合します。

手順：Horizon の管理
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