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はじめに
『Oracle VDI 管理者ガイド』は、Oracle Virtual Desktop Infrastructure (VDI) のインストール方法、構成方法、および
管理方法をまとめた総合ガイドです。トラブルシューティング情報も記載されています。

対象読者
このドキュメントは、ユーザーにデスクトップを配備できるように Oracle VDI をインストールおよび構成するシステ
ム管理者向けに用意されています。このドキュメントでは、読者が Web や仮想化テクノロジに精通し、UNIX (Linux
を含む) や Windows などのオペレーティングシステムを全般的に理解していることを前提としています。

ドキュメントの構成
このドキュメントは次のように構成されています:
• 1章Oracle Virtual Desktop Infrastructure システムの概要では、Oracle VDI システムとそのコンポーネントの概要を
示しています。
• 2章Oracle VDI のインストールと Oracle VDI Center の構成では、Oracle VDI ソフトウェアをインストール
し、Oracle VDI Center を形成するホストを構成する方法について説明しています。
• 3章会社およびユーザーディレクトリの構成では、組織で使用されているユーザーディレクトリと Oracle VDI を統
合する方法について説明しています。Oracle VDI では、ディレクトリ内の情報に基づいて、デスクトップがユー
ザーに割り当てられます。
• 4章デスクトッププロバイダおよび仮想化プラットフォームの構成では、Oracle VDI によって提供されるデスク
トップを実行する仮想化プラットフォームを構成する方法について説明しています。
• 5章デスクトップの準備では、Oracle VDI を使用して配備されるデスクトップを準備する方法、およびそれらのデ
スクトップをユーザーに割り当てる方法について説明しています。
• 6章デスクトップアクセスでは、Oracle VDI を使用して配備されるデスクトップにアクセスできるようにする方法
について説明しています。
• 7章パフォーマンスとチューニングでは、Oracle VDI システムのサイジングガイドラインを示し、最適なパフォー
マンスを実現するための構成ヒントを紹介しています。
• 8章Oracle VDI の監視と維持では、Oracle VDI システムの日常の管理に関する一般的なタスクについて説明してい
ます。
• 9章トラブルシューティングと FAQでは、Oracle VDI の使用に関する一般的な質問や問題に対する回答をまとめて
います。
• 付録と用語集には参考資料が含まれています。

ドキュメントのアクセシビリティーについて
アクセシビリティーに対するオラクルのコミットメントの詳細については、http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?
ctx=acc&id=docacc の Oracle Accessibility Program Web サイトを参照してください。

Oracle Support へのアクセス
お客様は、My Oracle Support にアクセスして電子サポートを受けることができます。詳細については、http://
www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info を参照するか、耳が不自由な方は http://www.oracle.com/pls/topic/
lookup?ctx=acc&id=trs を参照してください。

関連ドキュメント
この製品および関連製品のドキュメントは、次の場所で入手できます:
• Oracle Virtual Desktop Infrastructure: http://www.oracle.com/technetwork/server-storage/virtualdesktop/docs/
index.html。

xi

• Oracle VM VirtualBox: http://www.oracle.com/technetwork/server-storage/virtualbox/documentation/index.html。
• Sun Ray Software およびハードウェア製品: http://www.oracle.com/technetwork/server-storage/sunrayproducts/
docs/index.html。
• Oracle Secure Global Desktop: http://www.oracle.com/technetwork/server-storage/securedesktop/docs/index.html。

表記規則
このドキュメントでは次の表記規則を使用します:
表記規則

意味

太字

太字は、操作に関連するグラフィカルユーザーインタフェース要素、または本文中や用
語集に定義されている用語を示します。

イタリック

イタリックは、本のタイトルや、ユーザーが特定の値を指定するプレースホルダ変数を
示します。

モノスペース

モノスペースは、段落内のコマンド、URL、サンプル内のコード、画面に表示されるテ
キスト、または入力するテキストを示します。

ドキュメント作成日: 2012-08-10 (revision: 1199)
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1.1. Oracle Virtual Desktop Infrastructure の概要
Oracle Virtual Desktop Infrastructure (VDI) は、データセンターでホストされている仮想デスクトップへのアクセスを
提供します。Oracle VDI は、次の内容を実行することで、完全なデスクトッププロビジョニングと配布サービスを提
供できます:
• 仮想マシンを作成、実行、および格納する。
• ユーザーを認証し、そのユーザーを仮想デスクトップに接続する。
• クライアントデバイスが仮想デスクトップを表示できるようにする。
図 1.1に示すように、Oracle VDI システムには仮想化、ストレージ、管理、およびデスクトップアクセスの 4 つの要
素があります。

図1.1 Oracle VDI のアーキテクチャー

次のセクションでは、これらの要素について説明します。

1.2. 仮想化について
仮想化は、デスクトップを作成および管理する機能を提供するため、Oracle VDI の基盤となるものです。デスクトッ
プとは、仮想化プラットフォームで実行するオペレーティングシステムのインスタンスです。Oracle VDI では、仮想

1

ハイパーバイザベースのデスクトッププロバイダ

化プラットフォームをデスクトッププロバイダとして構成します。デスクトッププロバイダを構成する場合は、次の
内容を指定します:
• プロバイダタイプ: デスクトップの仮想化に使用するプラットフォーム。
• プロバイダホスト: 実際にデスクトップを実行するサーバー、および関連するストレージ。
Oracle VDI では複数のタイプのデスクトッププロバイダをサポートしており、それらのタイプは次のカテゴリに分類
できます:
• ハイパーバイザベースのプロバイダ: VMware ESX Server などのベアメタルハイパーバイザ、または Oracle VM
VirtualBox などのホストハイパーバイザによってホストされている、仮想マシンのデスクトップへのアクセスを提
供します。
• セッションベースのプロバイダ: Microsoft リモートデスクトップサービス (RDS) などのリモートコンピュータに
よってホストされている、デスクトップセッションへのアクセスを提供します。
デスクトッププロバイダ用に構成されるプロバイダホストは、Oracle VDI とは別にインストールされ、独自のプラッ
トフォームで実行されます。プロバイダホストは、デスクトップを管理するための手段に加えて、CPU やメモリー
などのデスクトップを実行するための物理リソースを提供します。プロバイダホストが使用するストレージについて
は、「ストレージについて」で説明します。
Oracle VDI は、1 つの仮想化プラットフォームのみに限定されていません。さまざまなデスクトッププロバイダタイ
プを混在させたまま使用し、必要な数のデスクトッププロバイダを作成することができます。Oracle VDI がデスク
トッププロバイダと通信する方法はプロバイダタイプによって異なり、これについては次のセクションで詳しく説明
します。

ハイパーバイザベースのデスクトッププロバイダ
使用可能なハイパーバイザベースのデスクトッププロバイダを次に示します:
• Oracle VM VirtualBox
• Microsoft Hyper-V
• VMware vCenter
Oracle VM VirtualBox ソフトウェアは Oracle VDI と一緒に配布されます。ほかのデスクトッププロバイダとは異な
り、VirtualBox では Windows デスクトップに加えて UNIX および Linux プラットフォームのデスクトップも実行でき
ます。また、VirtualBox には、ローカルで実行しているようにリモートの仮想マシンに接続したり、リモートの仮想
マシンを制御できるリモートデスクトッププロトコル (RDP) 用に統合された独自のサーバーがあります。
Oracle VM VirtualBox は、Oracle VDI と Microsoft Hyper-V デスクトッププロバイダを使用して、プロバイダホストを
直接管理します。Oracle VDI は、仮想マシンの構成情報を含めてデスクトップをプロバイダホストに登録する要求を
送信し、デスクトップの起動、停止、および状態の保持など、これらのデスクトップを管理するための要求も送信し
ます。Oracle VDI プロバイダでは、Oracle VDI は VirtualBox の Web サービスアプリケーションプログラミングイン
タフェース (API) を使用してプロバイダホストと通信します。Microsoft Hyper-V プロバイダでは、Windows リモート
管理 (WinRM) が使用されます。Oracle VDI とプロバイダホスト間の通信は、セキュアな Hypertext Transfer Protocol
(HTTPS) 接続上で行われます。これらのデスクトッププロバイダが所有できるホスト数には制限がなく、Oracle VDI
は、最適なパフォーマンスを得るために、使用可能なホスト間でデスクトップの負荷を分散させます。
VMware vCenter デスクトッププロバイダを構成する場合、プロバイダホストは は、VMware Infrastructure によって
管理されているため、個々のプロバイダホストではなく VMware vCenter サーバーを指定します。Oracle VDI はデス
クトップの要求を vCenter サーバーに送信し、vCenter サーバーはその要求をグループ内の vSphere サーバーに送信
します。Oracle VDI は、VMware Infrastructure SDK の Web サービス API を使用して vCenter サーバーと通信し、そ
の通信は HTTPS 上で行われます。VMware Infrastructure はすべてのデスクトップ操作を担当しますが、Oracle VDI
はその負荷を監視したり、デスクトップの作成時に特定のデータストアを選択して使用することができます。

セッションベースのデスクトッププロバイダ
使用可能なセッションベースのデスクトッププロバイダを次に示します:
• Microsoft リモートデスクトップ

2

ストレージについて

• Sun Ray キオスク
• 汎用
Microsoft リモートデスクトッププロバイダは個々のデスクトップを提供せず、Oracle VDI はその代わりに RDS サー
バーで作成されたデスクトップセッションにユーザーを接続します。プロバイダホストには、1 つのスタンドアロン
の RDS サーバーまたは RDS ファームのサーバーグループを使用できます。RDS サーバーまたはファームは、ユー
ザー用の新しい RDS デスクトップセッションの作成、または既存のデスクトップセッションへのユーザーの再接続
(セッションブローカが構成されている場合)、およびセッションの負荷分散を担当します。オプションで、Oracle VDI
の管理ツールにセッション、CPU、およびメモリーの負荷情報を表示できるように、RDS サーバーを構成できます。
Sun Ray キオスクデスクトッププロバイダは、Sun Ray VMware View Connector のような異なるブローカを使用して
リモートデスクトップに接続するため、またはロックダウンされた Web ブラウザで Web ベースアプリケーションに
対するアクセスを提供するためなど、Oracle VDI 自身で使用できないセッションタイプに対するアクセスを提供しま
す。
汎用デスクトッププロバイダは、物理コンピュータまたは仮想マシンで RDS デスクトップセッションを実行します。
通常、汎用プロバイダはユーザーを既存の Windows PC に接続するために Oracle VDI によって使用され、デスク
トップを Oracle VDI ソリューションに移行する場合の戦略の一部としても使用されます。

1.3. ストレージについて
通常、デスクトッププロバイダにはデスクトップに使用する仮想ディスクを作成および格納する場所が必要であるた
め、ストレージは仮想化と密接に関連しています。ストレージ要件は、デスクトッププロバイダタイプによって異な
ります。
Oracle VM VirtualBox と Microsoft Hyper-V デスクトッププロバイダにはストレージが必要です。Oracle VDI は、ロー
カルディスク、ネットワークファイルシステムの共有、iSCSI ストレージデバイス、および Zettabyte File System
(ZFS) ストレージプールをサポートしています。使用できるストレージは、デスクトッププロバイダタイプと仮想ホ
ストのオペレーティングシステムによって異なります。
VMware vCenter デスクトッププロバイダにもストレージは必要ですが、このストレージは VMware Infrastructure に
よって管理されます。ただし、Oracle VDI は、使用可能なストレージに関して vCenter にクエリーを送信でき、仮想
ディスクの作成時には使用するデータストアを選択できます。
その他すべてのデスクトッププロバイダでは、ストレージは Oracle VDI とは無関係に管理されます。
ストレージが必要なデスクトッププロバイダの場合、Oracle VDI は使用可能な空き領域と現在のワークロードを監視
できます。複数のストレージサーバーが構成されている場合、Oracle VDI はこの情報を使用して負荷を分散させま
す。

1.4. 管理について
管理要素は Oracle VDI の主要な部分です。この要素は、大規模な仮想マシンの配備を構築する場合や、ユーザーにデ
スクトップに対するアクセスを提供する場合に必要なすべての機能を提供します。次のコンポーネントが含まれます:
• VDI サービス
• Oracle VDI Center エージェント
• Oracle VDI Web サーバー
• MySQL データベース
• RDP ブローカ
• Sun Ray Software
RDP ブローカおよび Sun Ray Software コンポーネントは、ユーザーが自分のデスクトップにアクセスするための手
段を提供しますが、これについては「デスクトップアクセスについて」で説明します。次のセクションでは、その他
のコンポーネントの目的について説明します。
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VDI サービス
VDI サービスは、Oracle VDI. のもっとも重要なコンポーネントです。これは、デスクトッププロバイダとデスクトッ
プの作成および管理と、ユーザーの認証およびユーザーへのデスクトップの割り当てに使用されます。VDI サービス
は、Java 管理アプリケーションを実行するためのシステムデーモンである共通エージェントコンテナ (Cacao) の vda
モジュールとして配備されます。VDI サービスは VDA サービスと呼ばれる場合もあります。
Oracle VDI では、デスクトップはプールにまとめられます。プールとは、特定のデスクトッププロバイダタイプに
よってホストされるデスクトップのグループです。個々のデスクトップを 1 つのプールにインポートしたり、デスク
トップをテンプレートとしてインポートでき、このテンプレートは必要な数のデスクトップを作成する場合にクロー
ニングされます。プールは、デスクトップが配置されるサブネットを指定したり、仮想マシンが使用するリソースを
制御するなど、プール内のすべてのデスクトップに構成設定のグループを適用する場合にも使用されます。
プール内のデスクトップは、次のいずれかのタイプです:
• 個人: このデスクトップは個々のユーザーに割り当てられ、デスクトップが削除されるか、管理者によって別のユー
ザーに割り当てられるまで、個々のユーザーが所有します。
• フレキシブル: このデスクトップは、一時的に個々のユーザーに割り当てられます。ユーザーがログアウトするか、
デスクトップが使用されなくなると、そのデスクトップは、別のユーザーに割り当てることができるようにリサイ
クルされるか、または削除されます。
デスクトップのライフサイクルを完全に管理できるように、次の方法で VDI サービスを構成できます:
• 仮想マシンを作成する
• 仮想マシンを起動する
• デスクトップをユーザーに割り当てる
• デスクトップの使用状況と仮想マシンの状態を監視する
• デスクトップをリサイクルする
• 仮想マシンを終了する
• 仮想マシンを削除する
Oracle VDI は、外部のユーザーディレクトリに保持されているデータを利用して、ユーザーを認証したりユーザーに
デスクトップを割り当てることができます。これにより、組織内の既存のユーザーやグループに個々のデスクトップ
またはプールを割り当てることができます。VDI サービスでは Active Directory および LDAP タイプのディレクトリを
サポートしています。複数のディレクトリを構成できるため、1 つの Oracle VDI の配備から複数の会社にデスクトッ
プを提供したり、複数ドメインを持つ複数のツリーフォレストのような複雑な Active Directory 構造を持つ会社と統合
したりすることができます。また、スマートカード (Oracle VDI ではトークンと呼ばれます) を使用して、ユーザーに
デスクトップを割り当てることもできます。トークンとユーザーディレクトリを一緒に使用したり、個別に使用した
りできます。
Oracle VDI には VDI サービスを構成および管理するためのツールが 2 つあります:
• Oracle VDI Manager: Web ベースのグラフィカルアプリケーションです。
• vda コマンド: デスクトッププロバイダやプールなどの個々の領域を管理するためのサブコマンドファミリを持つ、
コマンド行ツールです。
VDI サービス自体は、コマンド行から vda-service コマンドを使用した場合のみ、起動および停止できます。

Oracle VDI Center エージェント
Oracle VDI Center エージェントは、共通エージェントコンテナ (Cacao) の vda.center.agent モジュールとして配備さ
れます。これにより、Oracle VDI はユーザーのサポートを拡大したり、信頼性と可用性が高いサービスを提供するこ
とができます。
Oracle VDI ホストを組み合わせて Oracle VDI Center を作成できます。最初に構成されたホストが Oracle VDI Center
を作成します。このホストはプライマリホストと呼ばれます。その他のホストはセカンダリホストとして構成さ

4

MySQL データベース

れ、Oracle VDI Center に追加されます。Oracle VDI Center エージェントは、Oracle VDI Center 内のホスト間にセ
キュアな通信を提供し、ホスト間の Oracle VDI Center に関する情報の整理を担当します。
複数のホストを持つ Oracle VDI Center はホスト間でデスクトップセッションを分散できるため、信頼性の高いサー
ビスを提供できます。1 つのホストに障害が発生しても別のホストによりデスクトップセッションのホストが継続
され、ユーザーの作業の中断が最小限に抑えられます。プライマリホストが使用できなくなった場合、Oracle VDI
Center エージェントはセカンダリホストを自動的に昇格させて新しいプライマリホストにし、これらの変更を Oracle
VDI Center 内のほかのホストに伝達します。これをフェイルオーバーと呼びます。

MySQL データベース
Oracle VDI には構成情報と実行時情報を格納するための MySQL データベースが必要です。Oracle VDI Center を構成
するときに、Oracle VDI ソフトウェアに付属している組み込みの MySQL サーバーデータベースを使用するように選
択するか、独自の MySQL データベースを使用することができます。
組み込みの MySQL サーバーデータベースを使用する場合、Oracle VDI Center のプライマリホストが Oracle VDI の
マスターデータベースを実行します。高可用性を提供するには、Oracle VDI Center のセカンダリホストがスレーブ
データベースを実行し、スレーブデータベースがプライマリホストからレプリケーションの更新情報を受け取りま
す。プライマリホストが使用できなくなった場合、Oracle VDI Center エージェントはセカンダリホストを自動的に昇
格させてプライマリホストにし、そのデータベースがマスターデータベースになります。独自の MySQL データベー
スを使用する場合は、高可用性を提供するために独自のプロビジョニングを行う必要があります。
データベースに格納される構成データには、ユーザーディレクトリとトークンに関する情報と、デスクトッププロバ
イダ、プール、テンプレート、ストレージなどのデスクトップ情報が含まれます。実行時情報には、ログインしてい
るユーザー、ユーザーが使用しているデスクトップ、そのデスクトップの状態、実行中のクローニングジョブの詳細
に関する情報が含まれます。

Oracle VDI Web サーバー
Oracle VDI Web サーバーは Apache Tomcat サーバーであり、Oracle VDI で使用されるグラフィカル管理ツールの実
行に使用されます。Oracle VDI Manager のほかにも Sun Ray 管理ツールがあります。管理ツールはそれぞれ独自の
Tomcat インスタンスを使用し、異なるポート番号を使用してアクセスされます。
Oracle VDI Web サーバーも、「デスクトップアクセスについて」で説明する Oracle VDI の Web サービスを実行しま
す。

1.5. デスクトップアクセスについて
Oracle VDI を使用すると、デスクトップセッションは常に仮想ホストで実行され、クライアントデバイスでは実行さ
れません。ユーザーは、次のいずれかのクライアントを使用してデスクトップにアクセスできます:
• Oracle Virtual Desktop Client を含む Oracle Sun Ray クライアント
• Oracle Secure Global Desktop を使用するセキュアな Web アクセスを含むリモートデスクトッププロトコル (RDP)
クライアント
• 通常は Web アプリケーションである Web サービスクライアント
デスクトップにアクセスするためのすべての要求は、VDI サービスによって処理されます。ユーザーがデスクトップ
を所有すると、デスクトップセッションの接続と表示には RDP プロトコルが使用されます。ユーザーがデスクトップ
にアクセスする方法は、デスクトップへのアクセスに使用されるクライアントによって異なり、この方法については
次のセクションで説明します。

Oracle Sun Ray クライアント
ユーザーは、Oracle Sun Ray クライアントまたは Oracle Virtual Desktop Client を使用してデスクトップにアクセス
できます。Sun Ray クライアントは、サーバーにホストされたデスクトップを表示するための、セキュアな、消費電
力の少ないハードウェアのシンクライアントデバイスです。Oracle Virtual Desktop Client は共通のクライアントオペ
レーティングシステムをインストールするアプリケーションであり、Sun Ray クライアントのソフトウェアバージョ
ンです。どちらのクライアントも、Appliance Link Protocol (ALP) を使用して Oracle VDI ホストで実行している Sun
Ray Software に接続します。
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Sun Ray Software は、Sun Ray クライアントにデスクトップを表示するための基盤を提供します。Sun Ray Software
は Oracle VDI のキオスクセッションを実行し、キオスクセッションは、デスクトップセレクタプログラムと Sun Ray
Windows コネクタプログラムを実行します。デスクトップセレクタは VDI サービスにユーザーの資格を送信し、ユー
ザーに割り当てられたデスクトップを要求します。Sun Ray Windows コネクタは、Sun Ray 環境の RDP クライア
ントであり、デスクトップを実行している仮想マシンにユーザーを接続します。ユーザーは、ユーザー名とパスワー
ド、オプションで Windows ドメインを使用するか、スマートカードを挿入して自分自身を認証し、デスクトップにア
クセスします。認証が成功すると、ユーザーはデスクトップに接続されます。ユーザーに複数のデスクトップが割り
当てられている場合、接続するデスクトップを選択できる画面が表示されます。ユーザーが自分のデスクトップに自
動的にログインできるように、ユーザーの資格を Windows オペレーティングシステムに渡すこともできます。

RDP クライアント
Oracle VDI には、リモートデスクトッププロトコルを使用して RDP クライアントをデスクトップに接続できる RDP
ブローカが含まれます。サポートされている RDP クライアントには、Oracle Secure Global Desktop に付属のリモー
トデスクトップクライアント、または Microsoft のリモートデスクトップ接続が含まれます。
ユーザーは、RDP クライアントを実行するか、接続する Oracle VDI ホストを指定して、デスクトップにアクセスし
ます。RDP ブローカは、ユーザー名、パスワード、およびオプションでドメイン名を含む受信要求を受け入れ、ユー
ザーを認証してデスクトップを要求する VDI クライアントコマンド行ツールを実行します。VDI サービスは VDI クラ
イアントツールにデスクトップの IP アドレスとポートを返し、VDI クライアントツールはこの情報を RDP ブローカ
に渡します。RDP ブローカは RDP クライアントをリダイレクトし、指定された IP アドレスとポートのデスクトップ
に接続します。
Oracle Secure Global Desktop は、ブラウザを使用して、ユーザーがリモートデスクトップにセキュアにアクセスで
きるようにすることで、従来の RDP クライアントの範囲を拡張しています。

Web サービスクライアント
VDI クライアントのコマンド行ツールには Web サービスのアプリケーションプログラミングインタフェース (API) が
あります。アプリケーション開発者やシステムインテグレータは、HTTP や SOAP プロトコルを使用して、Oracle
VDI からデスクトップを要求するための独自のソリューションを開発できます。Web サービスは Oracle VDI Web
サーバーによってホストされます。
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2.1. Oracle VDI Center およびホストについて
Oracle VDI Center は、Oracle VDI ソフトウェアがインストールされている 1 つ以上のホストで構成されます。
ホストにソフトウェアをインストールしたら、そのソフトウェアを構成する必要があります。最初に構成されたホ
ストが Oracle VDI Center を作成し、このホストはプライマリホストと呼ばれます。その他のホストはセカンダリホ
ストとして構成され、Oracle VDI Center に追加されます。Oracle VDI Center に複数のホストがあると、Oracle VDI
Center に自動的に高可用性が構成されます。1 つのサーバーに障害が発生しても別のサーバーによりデスクトップ
セッションのホストが継続され、ユーザーの作業の中断が最小限に抑えられるように、高可用性によって信頼性が提
供されます。1 つのホストのみを含む Oracle VDI Center の構成もサポートされています。
高可用性以外の構成時の主な選択には、組み込みの Oracle VDI MySQL サーバーデータベースを使用するのか、独自
のリモートデータベースに接続するのかという選択があります。
Oracle VDI で使用可能な構成は複数あります。次のセクションでは、主な構成モデルについて説明します。

2.1.1. 単体の Oracle VDI ホスト構成
単体の Oracle VDI ホスト構成は、高可用性よりもコスト削減を優先する配備のための構成です。Oracle VDI ホストを
単体で使用すると、フェイルオーバーは実行されず、必要なすべてのコンポーネントが 1 つのホストにインストール
されます。この構成はバンドル版の Oracle VM VirtualBox を使用している場合のみ使用できます。Oracle Solaris プ
ラットフォームでは、ストレージ用にローカル ZFS プールを使用する必要があります。Oracle Linux プラットフォー
ムでは、ストレージ用にローカルディスクまたはネットワークファイルシステム共有のいずれかを使用する必要があ
ります。
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図2.1 単体の Oracle VDI ホスト構成

データベース、仮想化プラットフォーム、およびストレージには個別のホストを使用できますが、これは可用性を高
めずに配備にかかるコストが増加します。

2.1.2. 組み込みの MySQL サーバーデータベースを使用した高可用性構成
組み込みの MySQL サーバーデータベースを使用した高可用性構成では、少なくとも 2 つのホストが必要です。プラ
イマリホストが Oracle VDI Center を構成し、セカンダリホストが追加されるとすぐに自動的に高可用性が構成され
ます。容量を増やすには、Oracle VDI Center にセカンダリホストを追加できます。

図2.2 組み込みの MySQL サーバーデータベースを使用した高可用性構成

この構成では、データベースレベルとデスクトップアクセスレベルの両方に高可用性が提供されています。
データベースレベルでは、プライマリホストが Oracle VDI Center 全体用のマスターデータベースを実行しま
す。Oracle VDI Center に最初に追加されたセカンダリホストがスレーブデータベースを実行します。スレーブデー
タベースは動作せず、単にマスターからの非同期のレプリケーションを受け取ります。プライマリホストが使用でき
なくなると、スレーブデータベースを持つセカンダリホストが自動的に昇格され、新しいプライマリホストになりま
す。その他のセカンダリホストはデータベースロールを持っていません。
デスクトップアクセスレベルでは、プライマリホストが Sun Ray プライマリサーバーとして構成され、セカンダリホ
ストは Sun Ray セカンダリサーバーとして構成されます。これらを組み合わせてフェイルオーバーグループが作成さ
れます。1 つのホストに障害が発生しても別のホストによりデスクトップセッションのホストが継続され、ユーザー
の作業の中断が最小限に抑えられます。プライマリホストが使用できなくなるとセカンダリホストが自動的に昇格さ
れ、新しいプライマリホストになります。
仮想化プラットフォーム、ストレージ、およびユーザーディレクトリの高可用性は、個別に構成する必要がありま
す。

2.1.3. リモート MySQL データベースを使用した高可用性構成
リモート MySQL データベースを使用した高可用性構成には、少なくとも 2 つのホストが必要です。プライマリホス
トが Oracle VDI Center を構成し、セカンダリホストが追加されるとすぐに自動的に高可用性が構成されます。容量
を増やすには、Oracle VDI Center にセカンダリホストを追加できます。
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図2.3 リモート MySQL データベースを使用した高可用性構成

この構成は、デスクトップアクセスレベルでの高可用性を提供します。プライマリホストは Sun Ray プライマリサー
バーとして構成され、セカンダリホストは Sun Ray セカンダリサーバーとして構成されます。これらを組み合わせ
てフェイルオーバーグループが作成されます。1 つのホストに障害が発生しても別のホストによりデスクトップセッ
ションのホストが継続され、ユーザーの作業の中断が最小限に抑えられます。プライマリホストが使用できなくなる
とセカンダリホストが自動的に昇格され、新しいプライマリホストになります。
リモートデータベースに対してデータベースレベルでの高可用性を構成できますが、これは Oracle VDI 以外で構成し
ます。
仮想化プラットフォーム、ストレージ、およびユーザーディレクトリの高可用性は、個別に構成する必要がありま
す。

2.2. Oracle VDI のシステム要件
2.2.1. Oracle VDI のハードウェア要件
Oracle VDI の基本的なハードウェア要件は:
• 少なくとも 1 つの 2.0GHz x86-64 (x64) CPU
• 最低 4G バイトの RAM
• 最低 32G バイトのディスク容量
これらの要件は、ホストが Oracle VDI 専用で使用されることを前提としています。
ハードウェアのサイジングは、Oracle VDI の配備を計画する場合の非常に重要な部分です。サイジングの基本的なガ
イドラインの一部は、7章パフォーマンスとチューニングで説明しています。サイジングに関する詳細なサポートにつ
いては、Oracle の営業またはサポート担当者にお問い合わせください。

2.2.2. Oracle VDI でサポートされているインストールプラットフォーム
Oracle VDI でサポートされているインストールプラットフォームを次に示します:
オペレーティングシステム

サポートされているリリース

Oracle Linux (64 ビット)、x86 プラットフォーム

5.6、5.7

Oracle Solaris (64 ビット)、x86 プラットフォーム

Solaris 10 リリース 09/10 (update 9) 以降
注: Solaris 11 はサポートされていません。

Oracle Linux で認定されている Oracle 製品は Red Hat Enterprise Linux でも認定およびサポートされますが、これ
は、両者の間には暗黙的な互換性があるからです。Oracle は、Red Hat Enterprise Linux 製品上では追加テストを実行
していません。
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Oracle Linux プラットフォームで最高のパフォーマンスを得るには、Oracle による Unbreakable Enterprise Kernel を
使用します。
同じ Oracle VDI Center 内のすべてのホストは、同じオペレーティングシステムを使用する必要があります。同じ
Oracle VDI Center 内でオペレーティングシステムを混在させて使用することはサポートされていません。
Oracle VDI でサポートされているインストールプラットフォームを仮想化できます (「仮想化環境での Oracle VDI
Center」を参照)。
オペレーティングシステムのインストールの自動化またはホストのレプリケーションのためのテクノロジ (Oracle
Linux プラットフォーム上の Kickstart、または Oracle Solaris プラットフォーム上の Jumpstart またはフラッシュアー
カイブなど) を使用する場合は、各ホストに一意の iSCSI イニシエータ名が存在することを確認する必要がありま
す。iSCSI イニシエータの構成方法の詳細については、システムのドキュメントを参照してください。
Oracle VDI ホスト上でファイアウォールが有効になっている場合は、開く必要がある可能性があるポートの詳細につ
いて、「ファイアウォールのポートとプロトコル」を参照してください。

2.2.3. Oracle Linux プラットフォームの要件
Oracle Linux プラットフォームでの Oracle VDI には、特定のパッケージをインストールする必要があります。Oracle
VDI のインストールスクリプトによって、ソフトウェアをインストールする前にこれらのパッケージが確認されま
す。必須パッケージが不足している場合、インストールスクリプトは有効な yum リポジトリがホストに構成されて
いることを確認してから、yum コマンドを使用してパッケージが使用可能かどうかを確認します。不足している必須
パッケージが使用可能である場合、続行するように要求され、パッケージがダウンロードされてインストールされま
す。yum リポジトリが構成されていない場合、または必須パッケージが使用できない場合はインストールが失敗し、
インストールする必要がある必須パッケージのリストが表示されます。Oracle VDI をインストールするには、これら
の依存関係を解決する必要があります。必須パッケージの確認は、Oracle VDI の新規インストールの場合のみに実行
されます。
ソフトウェアをインストールする前に、yum が正しく構成され、機能していることを確認することをお勧めします。
yum コマンドなどのソフトウェアの自動更新ツールは、新しいリリースの Oracle Linux が使用可能になったときに、
ホストがその新しいリリースに更新されるように構成できます。この方法で実行される更新では、サポートされて
いないリリースの Oracle Linux にホストが更新されてしまう可能性があります。たとえば yum の構成を編集して
ol5_x86_64_latest リポジトリへのアクセスを無効にするなどの方法で、Oracle VDI ホストが、サポートされたリリー
スの Oracle Linux の更新のみを受け取るように必ず構成してください。
Oracle VDI では、Oracle Linux システムがランレベル 5 (X ベースのログイン画面を使用する完全なマルチユーザー
モード) で実行されている必要があります。

iSCSI デーモンのステータスの確認
Oracle VDI ホストでは iSCSI デーモンが実行されている必要があります。確認するには、次のコマンドを使用します:
/etc/init.d/iscsi status

デーモンが実行されていない場合は、次のコマンドを使用してデーモンを起動します:
/etc/init.d/iscsi start

SELinux の構成
SELinux の設定が適用されていると、Oracle VDI は正常にインストールされますが、構成が失敗します。SELinux
Administration ツール (system-config-selinux) または /usr/sbin/setenforce 0 コマンド (このコマンドによって設定が
permissive に変更される) を使用して、SELinux の設定を permissive または disabled に変更します。

2.2.4. Oracle Solaris プラットフォームの要件
Oracle Solaris プラットフォームでは、エンドユーザーディストリビューションをインストールして、Oracle VDI が
必要とするライブラリを取得する必要があります。
Oracle VDI では、Oracle Solaris システムがランレベル 3 (共有の NFS リソースを持つマルチユーザーレベル) で実行
されている必要があります。
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2.2.5. 時間の同期
Oracle VDI ホストでは時間が同期されていることが重要です。すべてのホストの時間の同期を確実にとるには、時間
情報プロトコル (NTP) ソフトウェアを使用します。
Oracle VDI を構成するときに、そのホストに NTP が構成されているかどうかが確認されます。NTP が構成されてい
ない場合、Oracle VDI Center に追加された最初のホスト (プライマリホスト) が自動的に NTP サーバーとして構成さ
れ、Oracle VDI Center のセカンダリホストは自動的にプライマリホストの時間と同期をとります。NTP は構成され
ているがホストの時間が同期されていない場合、Oracle VDI の構成時に警告が表示されます。

2.2.6. リモート MySQL データベースを使用するための要件
Oracle VDI Center のプライマリホストを構成するときに、リモート MySQL データベースを使用することを指定しま
す。リモート MySQL データベースがすでにインストールおよび構成されている必要があります。
サポートされているリモートデータベースを次に示します:
• MySQL サーバー (リリース 5.0 以降、InnoDB ストレージエンジンを使用)
• MySQL Cluster (リリース 6.2.15 以降、NDB ストレージエンジンを使用)
リモートデータベースを使用するには、プライマリホストで Oracle VDI を構成する場合に次の情報を入力する必要が
あります。
• MySQL ホストの DNS 名。
• MySQL データベースの特権管理者のユーザー名とパスワード。
• データベースへの接続に使用するポート番号、および Secure Socket Layer (SSL) を使用して接続を保護するかどう
か。
特権データベース管理者は、リモート MySQL データベースに Oracle VDI データベースを作成および構成する場合
のみに使用されます。Oracle VDI データベースが作成されると、データベースユーザーも作成されます。リモート
Oracle VDI データベースへのすべてのアクセスは、このユーザーを使用して実行されます。デフォルトでは、リモー
ト Oracle VDI データベースの名前は vda で、データベースユーザーの名前は vdadb です。Oracle VDI のプライマリ
ホストを構成するときに、別の名前を選択したり、データベースユーザーのパスワードを使用するように選択できま
す。
リモートデータベースに対して SSL 接続を使用するには、Oracle VDI の構成時に指定できるように、プライマリホス
トへの SSL 接続に必要な証明書と鍵ファイルをコピーする必要があります。証明書と鍵は、Privacy Enhanced Mail
(PEM) 形式である必要があります。リモートデータベースの SSL 構成によっては、次のものが必要になる場合があり
ます:
• 認証局 (CA) の証明書
• クライアント証明書
• クライアント証明書の非公開鍵
MySQL の SSL 構成の詳細については、『MySQL リファレンスマニュアル』の「データベース管理」の章を参照して
ください。

2.2.7. 仮想化環境での Oracle VDI Center
Oracle VDI を仮想化環境にインストールできます。Oracle VDI ホストテンプレートをクローニングして Oracle VDI
Center を作成する場合は、次のことに注意します。
• 構成されていないホストだけをクローニングします。
完全に構成された Oracle VDI ホストのテンプレートは作成できません。テンプレート内の Oracle VDI ソフトウェ
アをインストールすることはできますが、クローニングされたあとのみにそのホストを構成して Oracle VDI Center
に追加できます。
• 各ホストの iSCSI イニシエータのロール名は一意である必要があります。
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テンプレートをクローニングしたあとに、ホストの iSCSI イニシエータの名前が一意の名前になるように、この
名前を構成しなければならない場合があります。iSCSI イニシエータの構成方法の詳細については、システムのド
キュメントを参照してください。
• 高可用性を提供するには 2 つの個別のホストが必要です。
高可用性を提供するには、マスターデータベースを持つプライマリホストとスレーブデータベースを持つセカンダ
リホストを個別の物理マシンにホストする必要があります。
複数の Oracle VDI Center については、「グローバル Oracle VDI Center について」を参照してください。

2.3. Oracle VDI のインストールと構成
2.3.1. Oracle VDI のインストール
インストールを開始する前に、ホストが「Oracle VDI のシステム要件」に示す Oracle VDI のインストール要件を満た
していることを確認します。
1. ホストの一時的な場所に Oracle VDI ソフトウェアのアーカイブをダウンロードします。
2. root ユーザーでホストにログインします。
3. Oracle VDI ソフトウェアのアーカイブを解凍し、作業ディレクトリを解凍先のディレクトリに変更します。
• Oracle Solaris ホスト上で:
# unzip vda_3.4_solaris_amd64.zip
# cd vda_3.4_solaris_amd64

• Oracle Linux ホスト上で:
# unzip vda_3.4_linux.zip
# cd vda_3.4_linux

4. ソフトウェアをインストールします。
# ./vda-install

ソフトウェアは /opt/SUNWvda にインストールされます。
Oracle Linux ホストでは、インストールスクリプトによって Oracle VDI の必須パッケージがインストールされて
いるかどうかが確認されます。必須パッケージが不足しており、yum が適切に構成されている場合、インストー
ルスクリプトは、続行して不足しているパッケージをインストールするように要求します。必須パッケージがイン
ストールされていない場合、インストールは失敗します。
インストールの最後に、Oracle VDI を構成するように要求されます。
Do you want to configure Oracle VDI 3.4 now? ([y]/n)

• あとで &product- hort-name; を構成するには、n を入力して Return キーを押します。
• 今すぐ Oracle VDI を構成するには、Return キーを押します。
Oracle VDI を構成する方法の詳細については、次を参照してください:
• 「プライマリホストでの Oracle VDI の構成」
• 「セカンダリホストでの Oracle VDI の構成」

2.3.2. プライマリホストでの Oracle VDI の構成
次のような状況で、ホストに Oracle VDI を構成できます:
• ソフトウェアのインストール中に、ホストで Oracle VDI ソフトウェアのインストールまたは更新を実行した直後。
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• 別のステップの実行中に、ホストで Oracle VDI ソフトウェアのインストールまたは更新を実行したあと。
• 別のステップの実行中に、ホストで Oracle VDI の構成を解除したあと。
組み込みの Oracle VDI MySQL データベースではなくリモート MySQL サーバーデータベースを使用するには、「リ
モート MySQL データベースを使用するための要件」で説明した必要な情報がすべて用意されていることを確認しま
す。
1. (省略可能) 構成スクリプトを起動します。
ソフトウェアのインストールと同時にソフトウェアを構成する場合は、このステップは不要です。
root ユーザーで次のコマンドを実行します:
# /opt/SUNWvda/sbin/vda-config

構成タイプの一覧が表示されます。
1 New Oracle VDI Center
2 Join Oracle VDI Center
Select (1/2):

2. Oracle VDI でホストをプライマリホストとして構成するには、1 を入力して、Return キーを押します。
1 つのホストのみを含む Oracle VDI Center を構成する場合は、1 を入力します。
構成設定のリストが表示されます。
Review the settings for a new Oracle VDI Center:
Name: VDI Center
Administrator Password: ********
DNS name of this host: primary.example.com
Maximum number of sessions on this host: 100
User ID range start: 150000
Database: Embedded Oracle VDI
Do you want to create the Oracle VDI Center now? Enter 'c' to customize the settings. ([y]/c):

デフォルトでは、組み込みの Oracle VDI MySQL サーバーデータベースを使用します。リモート MySQL データ
ベースを使用するには、構成設定をカスタマイズする必要があります。
• デフォルトを受け入れて Oracle VDI Center を作成するには、Return キーを押します。
• Oracle VDI Center を作成する前に設定を変更するには、c を入力して、Return キーを押します。
設定を変更する場合、適用する前に変更を確認できます。
ホストは入力された設定を使用して構成されます。
プライマリホストの構成設定を次に示します:
• Name: Oracle VDI Center の名前。名前には、英数字と空白を含めることができます。
• Administrator Password: 組み込みの Oracle VDI MySQL サーバーデータベースと Sun Ray データストアをセ
キュリティー保護するために使用されるパスワード。
通常はこのパスワードを知っておく必要はなく、自動的に生成されたパスワードが使用されます。自動的に生
成されたパスワードを使用するには、Return キーを押します。それ以外の場合は、パスワードを入力でき、そ
の場合、確認のために 2 回入力する必要があります。パスワードには 5 文字以上が含まれている必要がありま
す。
• DNS name of this host: ホストの完全修飾 DNS 名 (例: primary.example.com)。ホストの有効な DNS エントリを
使用する必要があり、それ以外の場合は、構成が失敗します。
• Maximum number of sessions on this host: Oracle VDI Center の 各 &produ t-short-name; ホスト で実行できる
ユーザーセッションの最大数。
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• User ID range start: Oracle VDI は、Oracle VDI ホストの各ユーザーセッション用にローカルユーザーを作成し
ます。このオプションを使用すると、ユーザー ID の開始番号を指定できます。
• Database: 組み込みの Oracle VDI MySQL サーバーデータベースを使用するのか、リモート MySQL データベー
スに接続するのかを選択します。リモートデータベースの使用の詳細については、「リモート MySQL データ
ベースを使用するための要件」を参照してください。

2.3.3. セカンダリホストでの Oracle VDI の構成
次のような状況で、ホストに Oracle VDI を構成できます:
• ソフトウェアのインストール中に、ホストで Oracle VDI ソフトウェアのインストールまたは更新を実行した直後。
• 別のステップの実行中に、ホストで Oracle VDI ソフトウェアのインストールまたは更新を実行したあと。
• 別のステップの実行中に、ホストで Oracle VDI の構成を解除したあと。
1. (省略可能) 構成スクリプトを起動します。
ソフトウェアのインストールと同時にソフトウェアを構成する場合は、このステップは不要です。
root ユーザーで次のコマンドを実行します:
# /opt/SUNWvda/sbin/vda-config

構成タイプの一覧が表示されます。
1 New Oracle VDI Center
2 Join Oracle VDI Center
Select (1/2):

2. Oracle VDI でホストをセカンダリホストとして構成するには、2 を入力して、Return キーを押します。
Oracle VDI Center のプライマリホストの DNS 名を入力するように求められます。
Enter the primary Oracle VDI Host:

3. Oracle VDI Center のプライマリホストの完全修飾 DNS 名を入力し、Return キーを押します。
たとえば、primary.example.com。
プライマリホストの SSL 証明書の MD5 フィンガープリントが表示され、プライマリホストの root ユーザーのパ
スワードを入力するように求められます。
Retrieving certificate from primary.example.com...
MD5 fingerprint is 7F:59:0C:92:42:FD:13:34:B5:6A:B2:6A:BA:06:C4:E7.
Enter the root password for primary.example.com:

4. MD5 フィンガープリントがプライマリホストのフィンガープリントと一致していることを確認します。
これは、セカンダリホストが正規の Oracle VDI Center に追加されていることを確認して、セキュリティーを確保
するための重要なステップです。フィンガープリントを確認するには:
a. root ユーザーでプライマリホストにログインします。
b. vda-center agent-status コマンドを使用して、プライマリホストの MD5 フィンガープリントを表示します。
# /opt/SUNWvda/sbin/vda-center agent-status
Agent is up for 0 day(s), 0:6.
MD5 fingerprint is 7F:59:0C:92:42:FD:13:34:B5:6A:B2:6A:BA:06:C4:E7.

5. セカンダリホストで root ユーザーのパスワードを入力し、Return キーを押します。
セカンダリホストの DNS 名を入力するように求められます。
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Enter the DNS name of this host [secondary.example.com]:

6. 検出されたセカンダリホストの DNS 名を受け入れるには、Return キーを押します。それ以外の場合は、セカンダ
リホストの完全修飾 DNS 名を入力して、Return キーを押します。
ホストの有効な DNS エントリを使用する必要があり、それ以外の場合は、構成が失敗します。
ホストは入力された設定を使用して構成されます。

2.3.4. ホストでの Oracle VDI の再構成
Oracle VDI Center からホストを削除する場合、またはホストの構成に問題がある場合に、Oracle VDI ホストを再構成
したい場合があります。
1. Oracle VDI の構成を解除します。
# /opt/SUNWvda/sbin/vda-config -u

2. Oracle VDI を再構成します。
「プライマリホストでの Oracle VDI の構成」を参照してください。
「セカンダリホストでの Oracle VDI の構成」を参照してください。

2.3.5. Oracle VDI の再インストール
ホストに Oracle VDI を再インストールし、かつ現在の構成を保持したい場合は、最初に次のものをバックアップする
必要があります:
• データベース: 再インストールする前に、データベースをバックアップする必要があります。これにより、現在のシ
ステムを復元できます。Oracle VDI データベースのバックアップの詳細については、「Oracle VDI データベースの
バックアップと復元」を参照してください。
• カスタマイズされた {*}my.conf{*} ファイル: データベースの構成ファイル。再インストールすると、新しい /etc/opt/
SUNWvda/my.cnf ファイルが作成されます。バックアップから新しいファイルにカスタマイズを追加します。
• カスタマイズされた {*}pam.conf{*} ファイル: Sun Ray Server ソフトウェアのアクセス構成ファイル。再インストー
ルすると、新しい /etc/pam.conf ファイルが作成されます。バックアップから新しいファイルにカスタマイズを追加
します。
Oracle VDI を再インストールするには、最初にアンインストールする必要があります。「Oracle VDI のアンインス
トール」を参照してください。ソフトウェアを再インストールしたら、バックアップからデータを復元します。

2.3.6. Oracle VDI のアンインストール
• Oracle VDI の構成を解除して、アンインストールします。
# /opt/SUNWvda/sbin/vda-install -u

2.4. Oracle VDI のリリース 3.4 への更新
2.4.1. Oracle VDI の更新要件
次のリリースの Oracle VDI から Oracle VDI リリース 3.4 への更新のみがサポートされています:
• 3.3.2
• 3.3.1
• 3.3
その他のリリースの Oracle VDI を更新する場合は、Oracle サポートにお問い合わせください。
Oracle VDI を更新するには、特定の Oracle VDI 構成の手順に従います:
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• Oracle VDI Center の更新 (単体のホスト)
• Oracle VDI Center の更新 (高可用性)
Oracle VDI の更新後は、Oracle VDI Manager にログインする前にブラウザのキャッシュをクリアすることをお勧めし
ます。これによって更新後の表示問題を回避できます。

Sun Ray クライアントオペレーティングソフトウェア (クライアントファームウェア) の更新
Oracle VDI を更新するときには、そこに含まれている Sun Ray Software コンポーネントも更新します。更新後の
Sun Ray Software コンポーネントで強化された機能を十分に活用するためには、Sun Ray クライアント上のファーム
ウェアも更新するようにしてください。さらに、新しい Sun Ray クライアントには最新のファームウェアが含まれて
いない可能性もあり、更新が必要な場合もあります。
Sun Ray Software リリース 5.3 からは、Sun Ray オペレーティングソフトウェア (以前の Sun Ray クライアント
ファームウェア) は Sun Ray Software に含まれなくなり、My Oracle Support から別途ダウンロードする必要があり
ます。
Sun Ray クライアント上で Sun Ray オペレーティングソフトウェアを更新する方法については、『Sun Ray Software
5.3 管理ガイド』を参照してください。
Sun Ray オペレーティングソフトウェアに関するサポート関連の質問については、My Oracle Support の ナレッジド
キュメント ID 1448410.1 を参照してください。

仮想化プラットフォームの更新
Oracle VDI の更新に加えて、仮想化プラットフォームを更新しなければならない場合もあります。このリリースでサ
ポートされるものについては次を参照してください:
• Oracle VM VirtualBox の要件
• Microsoft Hyper-V の要件
• Microsoft リモートデスクトップサービスの要件
• VMware vCenter の要件
• サポートされているストレージプラットフォーム
• サポートされているデスクトップオペレーティングシステム

2.4.2. Oracle VDI Center の更新 (単体のホスト)
始める前に:
• ホストの Oracle VDI にログインしているユーザーがいないことを確認します。更新により、すべての Oracle VDI
サービスが停止します。
• ホストが Oracle VDI をインストールするための要件を満たしていることを確認します (「Oracle VDI のシステム要
件」を参照)。
• ホストが Oracle VDI を更新するための要件を満たしていることを確認します (「Oracle VDI の更新要件」を参照)。
1. ホストの一時的な場所に Oracle VDI ソフトウェアのアーカイブをダウンロードします。
2. root ユーザーでホストにログインします。
3. Oracle VDI データベースのバックアップを作成します。
バックアップジョブの実行中には、ほかのすべてのジョブは、停止されるかキューに保持されます。
• CLI から vda-backup コマンドを実行します。
# /opt/SUNWvda/sbin/vda-backup -p <path-to-directory> -o <output-file-name>

このコマンドのすべてのオプションを表示するには、vda-backup -h を使用します。
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• Oracle VDI Manager で:
a. 「設定」 → 「VDI Center」の順に移動します。
b. 「データベース」タブを選択します。
c. 「VDI データベースのバックアップ」セクションで、「バックアップ」をクリックします。
4. Oracle VDI ソフトウェアのアーカイブを解凍し、作業ディレクトリを解凍先のディレクトリに変更します。
# unzip vda_3.4_solaris_amd64.zip
# cd vda_3.4_solaris_amd64

5. ホストの Oracle VDI 構成を保持します。
# ./vda-preserve

このステップにより Oracle VDI の構成設定が保持され、ホストのすべての Oracle VDI サービスが停止されます。
6. ソフトウェアをインストールします。
# ./vda-install

既存のインストールが検出され、インストールを更新するように求められます。
Oracle Virtual Desktop Infrastructure 3.4 Installation
Found preserved data from 3.3.2.
Do you want to update to Oracle VDI 3.4 now? ([y]/n)

7. 更新するには、Return キーを押します。
Oracle VDI のコンポーネントが更新されます。
更新の最後に、Oracle VDI を構成するように要求されます。
Do you want to configure Oracle VDI 3.4 now? ([y]/n)

ホストを構成するには、Return キーを押します。
あとでホストを構成するには、n を入力して Return キーを押します。ホストを構成するには、vda-config コマン
ドを使用します。
ホストは、保持された構成の詳細を使用して構成されます。

2.4.3. Oracle VDI Center の更新 (高可用性)
始める前に:
• Oracle VDI Center にログインしているユーザーがいないことを確認します。更新により、Center 内のすべての
Oracle VDI サービスが停止します。
• ホストが Oracle VDI をインストールするための要件を満たしていることを確認 (「Oracle VDI のシステム要件」を
参照)。
• ホストが Oracle VDI を更新するための要件を満たしていることを確認します (「Oracle VDI の更新要件」を参照)。
• リモートデータベースを使用している場合は、リモートデータベースの管理者パスワードを持っていることを確認
します。
1. Oracle VDI データベースのバックアップを作成します。
バックアップは Oracle VDI Center 内の任意のホストで作成できます。
バックアップジョブの実行中には、Oracle VDI Center 内のほかのすべてのジョブは、停止されるかキューに保持
されます。

17

Oracle VDI Center の更新 (高可用性)

• CLI から vda-backup コマンドを実行します。
# /opt/SUNWvda/sbin/vda-backup -p <path-to-directory> -o <output-file-name>

このコマンドのすべてのオプションを表示するには、vda-backup -h を使用します。
• Oracle VDI Manager で:
a. 「設定」 → 「VDI Center」の順に移動します。
b. 「データベース」タブを選択します。
c. 「VDI データベースのバックアップ」セクションで、「バックアップ」をクリックします。
2. Oracle VDI Center 内のすべてのホストの Oracle VDI 構成を保持します。
プライマリから開始し、そのあとにセカンダリが続きます。
各 Oracle VDI ホストで次の手順を繰り返します。
a. ホストの一時的な場所に Oracle VDI ソフトウェアのアーカイブをダウンロードします。
b. root ユーザーでホストにログインします。
c. Oracle VDI ソフトウェアのアーカイブを解凍し、作業ディレクトリを解凍先のディレクトリに変更します。
# unzip vda_3.4_solaris_amd64.zip
# cd vda_3.4_solaris_amd64

d. 保持スクリプトを実行します。
# ./vda-preserve

このステップにより Oracle VDI の構成設定が保持され、ホストのすべての Oracle VDI サービスが停止されま
す。
3. プライマリホストにソフトウェアをインストールし、構成します。
a. ソフトウェアをインストールします。
# ./vda-install

既存のインストールが検出され、インストールを更新するように求められます。
Oracle Virtual Desktop Infrastructure 3.4 Installation
Found preserved data from 3.3.2.
Do you want to update to Oracle VDI 3.4 now? ([y]/n)

b. 更新するには、Return キーを押します。
リモートデータベースを使用している場合、リモートデータベースの管理者パスワードが求められます。
Oracle VDI 3.4 Installation
Updating from Oracle VDI 3.3.2 to Oracle VDI 3.4
MySQL VDA Database Update.
Enter remote database administrator privileged user name: mydbadmin
Enter remote database administrator privileged password:

管理者パスワードを入力して、Return キーを押します。
更新の最後に、Oracle VDI を構成するように要求されます。
Do you want to configure Oracle VDI 3.4 now? ([y]/n)

c. ホストを構成するには、Return キーを押します。
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あとでプライマリホストを構成するには、n を入力して Return キーを押します。ホストを構成するには、vdaconfig コマンドを使用します。これを行うには、ほかのセカンダリホストを構成する前にプライマリホストを
構成する必要があります。
プライマリホストは、保持された構成の詳細を使用して構成されます。
4. セカンダリホストにソフトウェアをインストールし、構成します。
セカンダリホストは一度に 1 台だけ構成します。構成が完了するのを待ってから、次のセカンダリホストを追加
します。
各 Oracle VDI セカンダリホストで次の手順を繰り返します。
a. ソフトウェアをインストールします。
# ./vda-install

既存のインストールが検出され、インストールを更新するように求められます。
Oracle Virtual Desktop Infrastructure 3.4 Installation
Found preserved data from 3.3.2.
Do you want to update to Oracle VDI 3.4 now? ([y]/n)

b. 更新するには、Return キーを押します。
更新の最後に、Oracle VDI を構成するように要求されます。
Do you want to configure Oracle VDI 3.4 now? ([y]/n)

c. セカンダリホストを構成するには、Return キーを押します。
あとでセカンダリホストを構成するには、n を入力して Return キーを押します。ホストを構成するには、vdaconfig コマンドを使用します。これを行うには、ほかのセカンダリホストを構成する前にプライマリホストを
構成する必要があります。
ホストは、保持された構成の詳細を使用して構成されます。

2.5. ファイアウォールのポートとプロトコル
ファイアウォールを使用して、ネットワークのさまざまな部分を保護でき、Oracle VDI が必要とする接続を許可する
には、ファイアウォールを構成する必要があります。

2.5.1. クライアントと Oracle VDI 間のファイアウォール
クライアントは、Oracle VDI Center 内の任意のホストに接続できる必要があります。
次の表に、これらの接続を許可するために開く必要がある可能性があるポートを示します。
発信元

送信先

クライアント

ポート

プロトコル

目的

Oracle VDI Web 1800
サーバー

TCP

Oracle VDI Manager.への HTTP 接続。

クライアント

Oracle VDI Web 1801
サーバー

TCP

Oracle VDI Manager.への HTTPS 接続。

クライアント

Oracle VDI Web 1802
サーバー

TCP

VDI クライアントの Web サービス API に対
する HTTPS 接続。

クライアント

Oracle VDI ホス 3389
ト

TCP

Oracle VDI RDP ブローカに対する RDP 接
続。

これらの接続はポート 1801 にリダイレクト
されます。
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発信元

送信先

ポート

Sun Ray クライ Oracle VDI ホス 複数
アント
ト

プロトコル

目的

複数

詳細については、『Sun Ray Software 5.3 管
理ガイド』の「ポートおよびプロトコル」を
参照してください。

2.5.2. Oracle VDI とユーザーディレクトリ間のファイアウォール
Oracle VDI Center 内のすべてのホストは、構成されたすべてのユーザーディレクトリと接続できる必要があります。
次の表に、これらの接続を許可するために開く必要がある可能性があるポートを示します。
発信元

送信先

ポート

プロトコル

目的

Oracle VDI ホス Windows サー
ト
バー

53

UDP

Active Directory での DNS 検索。

Oracle VDI ホス Windows サー
ト
バー

88

TCP または
UDP

Active Directory でユーザーを認証します。

Oracle VDI ホス LDAP ディレク
ト
トリ

389

TCP

LDAP ディレクトリでユーザーを認証しま
す。

Oracle VDI ホス Windows サー
ト
バー

464

TCP または
UDP

パスワードが期限切れになった場合に、ユー
ザーが自分のパスワードを変更できるように
します。

Oracle VDI ホス LDAP ディレク
ト
トリサーバー

636

TCP

LDAP ディレクトリへのセキュアな接続を使
用して、ユーザーを認証します。

Oracle VDI ホス Windows サー
ト
バー

3268

TCP

Active Directory でユーザーを認証します。

Active Directory タイプのディレクトリに必要なポート
各 Oracle VDI ホストは、次のポートで Active Directory に接続できる必要があります:
• Active Directory での DNS 検索の場合は、ポート 53
• 鍵配布センター (KDC) に対する Kerberos 認証の場合は、ポート 88 および 464
• ドメインコントローラに対するセキュアな LDAP 接続の場合は、ポート 389
• グローバルカタログサーバーに対するセキュアな LDAP 接続の場合は、ポート 3268
Oracle VDI は複数の DNS 検索を実行して LDAP 情報を検出します。これらの検索が機能するには、必要な情報が
Active Directory から返されるように、DNS が適切に構成されていることが不可欠です。
ポート 88 および 464 は、鍵配布センター (KDC) に対する Kerberos 認証に使用されます。これらのポートは構成可
能です。これらのポートへの接続には、パケットサイズと Kerberos の構成に応じて、TCP または UDP プロトコルの
いずれかを使用できます。ポート 464 はパスワードの変更操作の場合のみに必要です。

LDAP タイプのディレクトリに必要なポート
LDAP ディレクトリへの接続に使用される標準ポートには、標準接続 (簡単な認証) の場合はポート 389、セキュアな
接続 (セキュア認証) の場合はポート 636 を使用します。これらのポートは構成可能です。

2.5.3. Oracle VDI とデスクトッププロバイダ間のファイアウォール
デスクトップを実行するには、Oracle VDI Center 内のすべてのホストが、構成済みのデスクトッププロバイダのすべ
てのホスト、および関連するストレージホストに接続できる必要があります。
接続に使用されるポートは、デスクトッププロバイダタイプと、Oracle VDI がストレージを管理するかどうかによっ
て異なります。
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次の表に、これらの接続を許可するために開く必要がある可能性があるポートを示します。
発信元

送信先

ポート

プロトコル

目的

Oracle VDI ホス ストレージホス 22
ト
ト

TCP

SSH を使用したストレージ管理。

Oracle VDI ホス VirtualBox ホス
ト
ト

TCP

22

Oracle VM VirtualBox と Hyper-V デスクトッ
ププロバイダのみに必要です。
一部の SSH を使用した Oracle VM VirtualBox
コマンドを実行する場合に使用します。
Oracle VM VirtualBox デスクトッププロバイ
ダのみに必要です。

Oracle VDI ホス 仮想ホスト
ト

443

TCP

仮想デスクトップのプロビジョニングおよ
び管理を行うための Web サービスに対する
HTTPS 接続、または、Windows リモート管
理 (WinRM) 用の HTTPS 接続。
Oracle VM VirtualBox、Microsoft HyperV、VMware vCenter、および Microsoft リ
モートデスクトッププロバイダのみに必要で
す。

Oracle VDI ホス ストレージホス 3260
ト
ト

TCP

管理上の理由で仮想ディスクをコピーする場
合の iSCSI 接続で、たとえば、クローニング
するためにストレージホストをインポートま
たはコピーする場合です。
Oracle VM VirtualBox と Hyper-V デスクトッ
ププロバイダのみに必要です。

VirtualBox ま
ストレージホス 3260
たは Microsoft
ト
Hyper-V ホスト

TCP

Oracle VDI ホス 仮想ホスト
ト

3389

TCP

仮想デスクトップに対する Microsoft RDP 接
続。

VirtualBox ホス
ト

7777

TCP

Oracle Linux プラットフォーム上の
VirtualBox ホスト用の Oracle Cluster File
System バージョン 2 (OCFS2) に必要で、こ
れらのホストは iSCSI または Sun ZFS スト
レージを使用します。

18083

TCP

仮想デスクトップのプロビジョニングおよ
び管理を行うための Web サービスに対する
HTTPS 接続。

VirtualBox ホス
ト

Oracle VDI ホス VirtualBox ホス
ト
ト

仮想マシンを仮想ディスクに接続するための
iSCSI 接続。
Oracle VM VirtualBox と Hyper-V デスクトッ
ププロバイダのみに必要です。

root 以外のユーザーが VirtualBox を実行す
るように選択されている場合に、Oracle VM
VirtualBox デスクトッププロバイダのみに必
要です。
Oracle VDI ホス VirtualBox ホス
ト
ト

49152 - 65534

TCP

仮想デスクトップに対する Oracle VM
VirtualBox RDP (VRDP) 接続。
デスクトッププロトコルに VRDP が選択され
ている場合に、Oracle VM VirtualBox デスク
トッププロバイダのみに必要です。

ポート 22、443、3389、18083、および 49152 - 65534 を構成可能です。
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VirtualBox ホストでは、HTTPS ポートは VirtualBox のインストール時に構成されます。VRDP プロトコルを使用して
デスクトップに接続する場合にのみ、VRDP ポートが必要です。詳細については、 VRDP と MS-RDP の間の選択を
参照してください。使用されるポートの範囲は構成可能です (詳細については、 VRDP ポート範囲の構成を参照)。

2.5.4. Oracle VDI Center 内のホスト間のファイアウォール
複数のオフィスがあり、それぞれのオフィスに Oracle VDI ホストがある場合など、Oracle VDI Center のホスト間の
ネットワークにファイアウォールが含まれる場合があります。Oracle VDI ホストは、Oracle VDI Center のほかのすべ
てのメンバーに接続できる必要があります。
次の表に、これらの接続を許可するために開く必要がある可能性があるポートを示します。
発信元

送信先

ポート

Oracle VDI セカ Oracle VDI プラ 123
ンダリホスト
イマリホスト

プロトコル

目的

UDP

プライマリホストへの時間情報プロトコル
(NTP) 接続。
セカンダリホスト上で NTP が有効になってい
ない場合のみに必要です。

Oracle VDI ホス ほかの Oracle
ト
VDI ホスト

3307

TCP

組み込みの MySQL サーバーデータベースへ
の接続。

Oracle VDI ホス リモート
ト
MySQL データ
ベースホスト

構成可能

構成可能

リモート MySQL データベースへの接続。

Oracle VDI ホス ほかの Oracle
ト
VDI ホスト

11172

Oracle VDI Center の構成時にリモート
MySQL データベースを選択した場合のみに
必要です。
TCP

Cacao に対する JMX-MP 接続に使用されま
す。
cacaoadm コマンドによって使用されます。

Oracle VDI ホス ほかの Oracle
ト
VDI ホスト

11173

TCP

Cacao に対するコマンドストリームコネクタ
に使用されます。
vda および vda-cent r コマンドによって使用
されます。

Oracle VDI ホス ほかの Oracle
ト
VDI ホスト

11174

TCP

Cacao に対する JMX RMI 接続に使用されま
す。
Oracle VDI Center エージェント間の通信用
に、Oracle VDI Manager によって使用されま
す。

Sun Ray
Software

Sun Ray
Software

複数

複数

詳細については、『Sun Ray Software 5.3 管
理ガイド』の「ポートおよびプロトコル」を
参照してください。

Oracle VDI ホストでは、vda client コマンドと Oracle VDI ホスト間の接続用にポート 3303 も使用されます。この
ポートは localhost にバインドされ、構成可能です。
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3.1. ユーザーディレクトリの統合について
通常、ユーザー情報は Active Directory または LDAP サーバーにすでに格納されています。プールを作成してユー
ザーをデスクトップに割り当てるには、先に必要な Active Directory/LDAP サーバーと Oracle VDI を構成する必要が
あります。次に、Oracle VDI によってサポートされるユーザーディレクトリの種類について説明します。

3.1.1. Active Directory タイプ
Active Directory 統合は、Microsoft Active Directory と統合する本稼動プラットフォーム向けに推奨される選択肢で
す。Active Directory 統合には、Kerberos 構成、時間の同期など、Oracle VDI ホストでの追加の構成が必要です。テ
ストのためなどで Active Directory 統合をすばやく設定する場合は、「LDAP タイプ」を使用できます。「LDAP タイ
プ」を参照してください。
Active Directory のサポートされるバージョンについては、「サポートされているユーザーディレクトリ」を参照して
ください。
Active Directory からのユーザーはデスクトップとプールの割り当てに使用でき、Oracle VDI によって提供されるデス
クトップにアクセスできます。この基本機能に加え、Active Directory 統合は次の機能を提供します:
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1. Active Directory 統合を使用すると、1 つのフォレストからのすべてのユーザーにアクセスし、これらのユーザー
にデスクトップおよびプールを割り当てることができます。つまり、フォレスト内の異なるサブドメインからの
ユーザーが、Oracle VDI からデスクトップにアクセスできるということです。
サポートされるフォレスト構成については、「複雑なフォレスト構成について」を参照してください。
2. Active Directory 統合を使用すると、クローニングされたデスクトップが Oracle VDI によって削除されたときに
Active Directory からコンピュータのエントリを削除できます。
Oracle VDI によってクローニングされた Windows デスクトップが、Sysprep を通じてドメインに参加すると、通
常では Active Directory に新しいコンピュータのエントリが作成されます。Kerberos 認証を使用して Oracle VDI
を構成すると、使用されていないデスクトップを削除したときに、Oracle VDI によって Active Directory からコン
ピュータのエントリを削除できます。これにより、対応するデスクトップがすでに破棄されているのにコンピュー
タのエントリが Active Directory に蓄積されるのを防ぐことができます。
3. Active Directory 統合を使用すると、パスワードの有効期限が切れる前 (省略可能な操作)、またはパスワードの有
効期限が切れたあと (必須の操作) のいずれかに、Active Directory サーバーのパスワードをユーザーが各自で更新
する (「ユーザーパスワードの変更方法」) ことができます。
次のサポートされる Active Directory の種類から選択できます:
• Kerberos 認証 - Microsoft Active Directory と統合する場合の標準的な選択肢です。
詳細については、「Kerberos 認証の設定方法」を参照してください。
• 公開鍵認証 - ドメインコントローラで LDAP 署名が必要な場合に、Microsoft Active Directory と統合するために使用
されます (http://support.microsoft.com/kb/935834 を参照)。
詳細については、「公開鍵認証の設定方法」を参照してください。

3.1.2. LDAP タイプ
LDAP 統合は、ほかの種類の LDAP ディレクトリとの統合、または Active Directory 統合をすばやく設定する場合に推
奨される選択肢です。この設定は、追加の構成を必要とせず、容易に行えます。
サポートされる LDAP ディレクトリについては、「サポートされているユーザーディレクトリ」を参照してくださ
い。
LDAP 統合を使用すると、このパスワードの有効期限が切れる前にのみ、ディレクトリサーバーのパスワードをユー
ザーが各自で更新する (「ユーザーパスワードの変更方法」) ことができます。ユーザーのパスワードの有効期限が切
れると、ユーザーは、Oracle VDI の外部で、顧客が規定したプロセスを使用してパスワードを更新することが必要に
なります。
LDAP 統合には、認証のセキュリティーの種類として匿名認証、単純認証、セキュア認証の 3 つがあります:
• 匿名認証 - LDAP サーバーとすばやく統合するために役立ちますが、本稼働環境では推奨しません。匿名認証
は、LDAP サーバーが匿名認証をサポートしている場合にのみ選択できます。Active Directory は匿名認証をサポー
トしていません。
詳細については、「匿名認証の設定方法」を参照してください。
• 単純認証 - Active Directory 以外の LDAP ディレクトリと統合されている本稼働プラットフォームで推奨される選
択肢です。Active Directory と統合している場合は、Kerberos 認証を使用してください (「Kerberos 認証の設定方
法」を参照)。Active Directory のデフォルトでの制限により、LDAP 単純認証からパスワードを更新することはでき
ません。
詳細については、「単純認証の設定方法」を参照してください。
• セキュア認証 - ディレクトリでサポートされている場合に、SSL を介して接続をセキュリティー保護するために役
立ちます。
詳細については、「セキュア認証の設定方法」を参照してください。
ユーザーが Oracle VDI から (デスクトップセレクタを介して) デスクトップを取得すると、Oracle VDI がユーザー資
格をデスクトップに渡すため、ユーザーはデスクトップへのログイン時に資格を再入力する必要がありません。一方

24

ユーザーディレクトリのカスタマイズ

向の Oracle VDI により、ユーザーは電子メールアドレスによって認証できますが、電子メールアドレスはデスクトッ
プ側の有効なユーザー名ではありません。
Oracle VDI は、資格をデスクトップに渡す前に、ユーザーディレクトリからユーザー ID 属性とユーザーのデフォ
ルトドメインを取得することによって、電子メールアドレスを username@domain の形式に解釈処理しようとしま
す。LDAP を使用している場合、Oracle VDI はデフォルトドメインを検出できないため、vda directory-setprops コマ
ンドを使用して directory.default.domain プロパティーを設定する必要があります。このプロパティーを設定しない
と、ユーザーはデスクトップ側でふたたび認証する必要があります。

3.1.3. ユーザーディレクトリのカスタマイズ
読者がユーザーディレクトリの統合について理解している上級者で、ユーザーディレクトリ用に Oracle VDI を最適化
しようとしている場合は、次のセクションを参照してください:
• 付録C ユーザーディレクトリの LDAP フィルタと属性
• 「LDAP フィルタと属性の編集方法」
• 「ユーザーディレクトリ設定を再構成する方法」

3.2. サポートされているユーザーディレクトリ
次のバージョンの Active Directory が Active Directory タイプのユーザーディレクトリとしてサポートされます:
• Windows Server 2008 R2
• Windows Server 2008
• Windows Server 2003 R2
• Windows Server 2003
次のディレクトリが LDAP タイプのユーザーディレクトリとしてサポートされます:
• Oracle Directory Server Enterprise Edition 11.1.1.5
• Oracle Directory Server Enterprise Edition 7.0
• Oracle Directory Server Enterprise Edition 6.3.1
• Microsoft Active Directory (Windows Server 2008 R2)
• Microsoft Active Directory (Windows Server 2008)
• Microsoft Active Directory (Windows Server 2003 R2)
• Microsoft Active Directory (Windows Server 2003)
• Novell eDirectory 8.8
• OpenLDAP 2.4.23

3.3. 会社について
会社機能を使用すると、複数のユーザーディレクトリを 1 つの Oracle VDI 環境で構成できるようになります。たとえ
ば、これは、別々の顧客に対して「サービスとしてのデスクトップ」を提供するビジネスで便利です。
会社機能を利用するには、ユーザーディレクトリごとに会社を作成します。仮想化リソース (ホストとストレージ) は
すべての会社で共有されます。プール、デスクトップ、ユーザー、グループ、およびトークンは会社ごとに分けられ
ます。
テンプレートは、Oracle VM VirtualBox または Microsoft Hyper-V デスクトッププロバイダを使用する会社ごとに自動
的に分けられます。VMware vCenter デスクトッププロバイダの場合は、すべてのプールですべてのテンプレートが
表示されます。セキュリティー上の理由から、テンプレートは同じ会社のプール内でのみ使用されるようにする必要
があります。
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会社を作成する方法については、「会社の作成方法」を参照してください。ユーザーディレクトリの統合について
は、「ユーザーディレクトリの統合について」を参照してください。

3.3.1. デスクトップセレクタへの変更
複数の会社を構成するときは、ユーザーのデスクトップセレクタとの相互作用が変わります。関与するさまざまな会
社間のプライバシが適用されるため、デスクトップセレクタにドメインリストメニューは表示されず、ユーザーは自
分が属している会社を特定するユーザー名を入力する必要があります。ユーザーは構成されている認証の種類に基づ
いて、次のユーザー名のいずれかを入力できます:
• userid@domainname 型の構文 (Active Directory 統合の場合)。
• userid@companyname 型の構文 (ドメインをサポートしないユーザーディレクトリの場合)。
• ユーザーの電子メールアドレス。会社の「電子メールドメイン名」プロパティーを設定する必要があります。複数
のドメイン名を構成できます。

注記
ユーザーが Oracle VDI から (デスクトップセレクタを介して) デスクトップを取得する
と、Oracle VDI がユーザー資格をデスクトップに渡すため、ユーザーはデスクトップへのロ
グイン時に資格を再入力する必要がありません。一方向の Oracle VDI により、ユーザーは
電子メールアドレスによって認証できますが、電子メールアドレスはデスクトップ側の有効
なユーザー名ではありません。
Oracle VDI は、資格をデスクトップに渡す前に、ユーザーディレクトリからユーザー ID
属性とユーザーのデフォルトドメインを取得することによって、電子メールアドレスを
username@domain の形式に解釈処理しようとします。LDAP を使用している場合、Oracle
VDI はデフォルトドメインを検出できないため、vda directory-setprops コマンドを使用して
directory.default.domain プロパティーを設定する必要があります。このプロパティーを設定
しないと、ユーザーはデスクトップ側でふたたび認証する必要があります。

3.3.2. 企業設定
会社機能には、企業設定も用意されています。この設定は、複数のユーザーディレクトリ (LDAP サーバーまたは
Active Directory ドメイン) にわたって広がる多数のユーザーがいるが、それらのユーザーがすべて同じ「企業」であ
るときに必要です。たとえば、ある会社に、Company-US や Company-Germany など、地理的な場所ごとに分かれた
ユーザーディレクトリがある場合などです。
このシナリオでは、会社データのプライバシは必要ないため、デスクトップセレクタにドメインリストメニューが表
示され、使用可能なすべての会社の使用可能なすべてのドメインが表示されます。
企業オプションは、「設定」、「会社」ページから有効にできます。

3.4. 会社の作成方法
ほとんどの本稼働環境では、ユーザー情報は Active Directory または LDAP サーバーに保存されます。Oracle VDI
は、既存のユーザーディレクトリを認識するように構成できます。会社機能を使用すると、1 つの Oracle VDI インス
タンスに対して複数のユーザーディレクトリを構成できます。会社機能については、「会社について」を参照してく
ださい。

Oracle VDI Manager の手順
1. Oracle VDI Manager で、「設定」 → 「会社」の順に移動します。
2. 「会社」テーブルで「新規」をクリックして、新規会社ウィザードを起動します。
3. ユーザーディレクトリの種類として、Active Directory または LDAP を選択します。トークンの割り当てのみを必
要としている場合は、「なし」を選択することもできます。
• Active Directory タイプを選択する場合、Oracle VDI で Kerberos 証明書または公開鍵証明書を設定する前
に、Oracle VDI ホストの追加構成をいくつか行う必要があります。
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• LDAP タイプはより簡単であり、構成に応じて Active Directory サーバーを使用できます。LDAP の統合では、
匿名、単純、セキュアという 3 種類の認証が提供されます。

3.5. Kerberos 認証の設定方法
Active Directory に Kerberos 認証を構成するには、次の手順に従ってください。
Kerberos 認証によって提供される機能を完全に利用できるようにするには、Active Directory に対して「書き込み」ア
クセス権を持つユーザーの資格を入力する必要があります。このユーザーは、ディレクトリからユーザーを読み込ん
だり、コンピュータエントリを削除したりするときに使用されます。

手順
Kerberos 認証を使用するには、Oracle VDI Manager でユーザーディレクトリを設定する前に、Active Directory サー
バーおよび Oracle VDI ホストで特定の構成が必要です。
1. Active Directory で Kerberos 認証を有効にします。
デフォルトですでに有効になっているはずです。
2. 各 Active Directory フォレストにグローバルカタログサーバーが存在する必要があります。
各フォレストでドメインコントローラをグローバルカタログサーバーとして構成します。
3. フォレストの機能レベルを設定します。
ドメインコントローラが Microsoft Windows Server 2008 R2 上で実行されている場合は、フォレストの機能レベ
ルをデフォルトで使用される値の Windows Server 2003 ではなく、Windows Server 2008 または Windows Server
2008 R2 に設定する必要があります。フォレストの機能レベルについては、Microsoft のドキュメントを参照して
ください。
4. Oracle VDI ホストと Active Directory サーバーの時間を同期させます。
すべてのホストの時計を同期させるには、時間情報プロトコル (NTP) ソフトウェアまたは rdate コマンドを使用し
ます。
たとえば、ntpdate my.windows.host を使用します。
本稼働環境では、NTP 時間情報サーバーを使用することをお勧めします。
5. Oracle VDI ホストのシステム標準の Kerberos 構成ファイルを編集します。
システム標準の Kerberos 構成ファイルは、次のとおりです:
• /etc/krb5/krb5.conf (Oracle Solaris OS プラットフォームの場合)
• /etc/krb5.conf (Oracle Linux プラットフォームの場合)

注意
Kerberos 構成ファイルのレルム名の大文字使用は非常に重要であるため、例で示されて
いるように大文字を使用するようにしてください。
Kerberos 構成ファイルには、少なくとも次のセクションが含まれている必要があります:
• [libdefaults] - Kerberos 認証のデフォルトを設定します。default_realm を設定する必要があります。
• [realms] - 各 Kerberos レルムの KDC を設定します。1 つのレルムに複数の kdc を設定でき、デフォルトのポー
ト 88 を使用する場合はポートを省略できます。
エンドユーザーが自身のパスワードを更新 (「ユーザーパスワードの変更方法」) できるようにする
には、Kerberos レルムごとに、パスワード変更を処理するサーバーの詳細を指定する必要がありま
す。kpasswd_server エントリと admin_server エントリによって、パスワードの変更を処理する Kerberos 管理
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サーバーを特定します。kpasswd_server を省略した場合は、代わりに admin_server が使用されます。デフォル
トのポート 464 を使用する場合は、ポートを省略できます。
レルム定義の書式:
REALM_NAME = {
kdc = host:port
kdc = host:port
...
kpasswd_server = host:port
admin_server = host:port
kpasswd_protocol = SET_CHANGE
}

• [domain_realm] - Active Directory ドメインを Kerberos レルムにマップします。
次に示すのは、単一ドメインのフォレストの Kerberos 構成ファイルの例です:
[libdefaults]
default_realm = MY.COMPANY.COM
[realms]
MY.COMPANY.COM = {
kdc = my.windows.host
admin_server = my.windows.host
kpasswd_protocol = SET_CHANGE
}
[domain_realm]
.my.company.com = MY.COMPANY.COM
my.company.com = MY.COMPANY.COM

6. getent、nslookup、および kinit を使用して、Kerberos およびその名前解決の要件が適切に構成されていることを
確認できます。
例:
• # getent hosts <my.windows.host> は IP アドレスとホスト名を返す必要があります
• # getent hosts <IP_of_my.windows.host> は IP アドレスとホスト名を返す必要があります
• # nslookup -query=any _gc._tcp.<my.company.com> はドメインを解決する必要があります
• # kinit -V <super-user@MY.COMPANY.COM> が正常に実行される必要があります
7. VDA サービスを再起動します。
# /opt/SUNWvda/sbin/vda-service restart

8. Oracle VDI Manager でユーザーディレクトリを構成します。
a. Oracle VDI Manager で、「設定」、「会社」の順に移動します。
b. 「会社」テーブルで「新規」をクリックします。
新規会社ウィザードが表示されます。
c. 「ユーザーディレクトリの選択」で、「Active Directory」を選択します。
d. 「接続の指定」のステップで、Kerberos 認証を構成します。
i.

「Kerberos 認証」を選択します。

ii. 「ドメイン」フィールドに、Active Directory のドメイン名を入力します。
たとえば、my.company.com。
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iii. 「ユーザー名」および「パスワード」ボックスに、Active Directory への書き込みに十分な特権を持ってい
るユーザーのユーザー主体名を入力します。
たとえば、super-user または super-user@my.company.com。
e. 「会社の定義」のステップで、会社の詳細を入力します。
i.

「名前」フィールドに、会社名を入力します。

ii. (省略可能)「電子メールドメイン名」フィールドに、電子メールドメイン名を 1 つ以上入力します。
複数のドメイン名はコンマ区切りのリストとして入力します。
電子メールドメインを入力する場合、ユーザーは電子メールアドレスを使用してログインできます。
iii. (省略可能)「コメント」フィールドに、会社に関するメモを入力します。
f.

「レビュー」のステップで、会社の構成を確認し、「完了」をクリックします。
「会社」テーブルに新しい会社が追加されます。

Kerberos 認証の詳細情報
Kerberos 認証の詳細については:
• krb5.conf(4) マニュアルページ - http://docs.oracle.com/docs/cd/E19253-01/816-5174/6mbb98ufn/index.html
• Kerberos サービス (Oracle Solaris の場合) - http://docs.oracle.com/docs/cd/E19253-01/816-4557/seamtm-1/
index.html
• Kerberos (Oracle Linux の場合) - http://docs.redhat.com/docs/en-US/Red_Hat_Enterprise_Linux/5/html/
Deployment_Guide/ch-kerberos.html

3.5.1. ホワイトリストとブラックリストのサポート
Oracle VDI では、Kerberos 認証に対してホワイトリストおよびブラックリスト機能がサポートされています。この
機能は、会社に対して指定可能なホスト名リストの省略可能なセットであり、Oracle VDI によってクエリーされる
Active Directory サーバーをより詳細に制御できます。
ディレクトリホワイトリストは、LDAP クエリーで常に使用される、コンマ区切りの Active Directory グローバルカタ
ログサーバーのリストです。ホワイトリストでのサーバーの順序は重要です。Oracle VDI は、リスト内の最初のサー
バーに問い合わせできない場合、次のサーバーに問い合わせようとします。ディレクトリブラックリストは、LDAP
クエリーで使用されることはない、コンマ区切りの Active Directory サーバーのリストです。ブラックリスト設定はホ
ワイトリスト設定をオーバーライドします。
この機能は、CLI でのみ有効にすることができます。

3.6. 公開鍵認証の設定方法
公開鍵認証を使用するには、Oracle VDI Manager でユーザーディレクトリを設定する前に、Active Directory サーバー
および Oracle VDI ホストで特定の構成が必要です。

手順
1. Kerberos 認証で説明されている構成手順 1 - 5 に従います。「Kerberos 認証の設定方法」を参照してください。
2. Oracle VDI ホストごとにクライアント証明書を作成します。
クライアント証明書用の Oracle VDI 鍵ストアは /etc/opt/SUNWvda/sslkeystore にあり、パスワードは changeit で
す。
a. クライアント証明書用の鍵ペア (非公開鍵と公開鍵) を生成します。
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Oracle VDI ホストで、スーパーユーザー (root) としてログインし、Java keytool ユーティリティーを使用して
Oracle VDI 鍵ストアに鍵ペアを生成します。
keytool -genkey -keyalg rsa \
-keystore /etc/opt/SUNWvda/sslkeystore \
-storepass changeit -keypass changeit \
-alias your_alias

b. クライアント証明書用の証明書署名要求 (Certificate Signing Request、CSR) を生成します。
Oracle VDI ホストで、keytool を使用して証明書要求を生成します。
keytool -certreq \
-keystore /etc/opt/SUNWvda/sslkeystore \
-storepass changeit -keypass changeit \
-alias your_alias \
-file certreq_file

別名は、鍵ペアの生成時に使用した別名と同じにしてください。別名では大文字と小文字が区別されます。
c. 証明書を作成します。
i.

Active Directory をホストしているサーバーに CSR ファイルをコピーします。

ii. Internet Explorer で "http://localhost/certsrv" に移動します。
iii. ログインします。
iv. 「Microsoft 証明書サービス」ページで、「証明書を要求する」をクリックします。
v. 「証明書を要求する」ページで、「詳細な証明書要求」をクリックします。
vi. 「詳細な証明書要求」ページで、「Base 64 エンコード CMC または PKCS #10 ファイルを使用して証
明書の要求を送信するか、または Base 64 エンコード PKCS #7 ファイルを使用して更新の要求を送信す
る。」をクリックします。
vii. 「証明書要求を送信する」または「更新要求を送信する」ページで、「保存された要求」テキストボック
スに CSR の内容を貼り付けるか、CSR ファイルを参照します。
viii. 「証明書テンプレート」リストから適切なテンプレートを選択します。
管理者が推奨されます。
ix. 「送信」をクリックします。
x. 「証明書が発行されました」ページで、Base 64 エンコードが選択されていることを確認し、「証明書
チェーンをダウンロードする」をクリックします。
xi. 証明書ファイルを保存します。
d. Oracle VDI ホストに証明書をインポートします。
i.

Oracle VDI ホストに証明書ファイルをコピーします。

ii. Oracle VDI 鍵ストアに証明書をインポートします。
keytool -import \
-keystore /etc/opt/SUNWvda/sslkeystore \
-storepass changeit -keypass changeit \
-trustcacerts -file certificate_file \
-alias your_alias

3. VDA サービスを再起動します。
# /opt/SUNWvda/sbin/vda-service restart
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4. Oracle VDI Manager でユーザーディレクトリを構成します。
a. Oracle VDI Manager で、「設定」、「会社」の順に移動します。
b. 「会社」テーブルで「新規」をクリックします。
新規会社ウィザードが表示されます。
c. 「ユーザーディレクトリの選択」で、「Active Directory」を選択します。
d. 「接続の指定」のステップで、公開鍵認証を構成します。
i.

「公開鍵認証」を選択します。

ii. 「ドメイン」フィールドに、Active Directory のドメイン名を入力します。
たとえば、my.company.com。
e. 「証明書の検証」のステップで、SSL 証明書の詳細が正しいことを確認します。
f.

「会社の定義」のステップで、会社の詳細を入力します。
i.

「名前」フィールドに、会社名を入力します。

ii. (省略可能)「電子メールドメイン名」フィールドに、電子メールドメイン名を 1 つ以上入力します。
複数のドメイン名はコンマ区切りのリストとして入力します。
電子メールドメインを入力する場合、ユーザーは電子メールアドレスを使用してログインできます。
iii. (省略可能)「コメント」フィールドに、会社に関するメモを入力します。
g. 「レビュー」のステップで、会社の構成を確認し、「完了」をクリックします。
「会社」テーブルに新しい会社が追加されます。

3.7. 匿名認証の設定方法
匿名認証を設定するには、次の手順を使用します。

Oracle VDI Manager の手順
1. Oracle VDI Manager で、「設定」、「会社」の順に移動します。
2. 「会社」テーブルで「新規」をクリックします。
新規会社ウィザードが表示されます。
3. 「ユーザーディレクトリの選択」のステップで、「LDAP」を選択します。
4. 「接続の指定」のステップで、匿名認証を構成します。
a. 「匿名認証」を選択します。
b. 「ホスト」フィールドに、LDAP サーバーの完全修飾の DNS 名または IP アドレスを入力します。
c. 「ポート」フィールドに、LDAP サーバーへの接続に使用するポート番号を入力します。
デフォルトのポート番号は 389 です。
d. (省略可能)「ベース DN」フィールドに、検索ベースとして使用する LDAP オブジェクトの識別名 (DN) を入力
します。
例: cn=Users,dc=example,dc=com。
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ベース DN は、ユーザーの検索に使用される LDAP ディレクトリの部分を制限するために使用します。
5. 「会社の定義」のステップで、会社の詳細を入力します。
a. 「名前」フィールドに、会社名を入力します。
b. (省略可能)「電子メールドメイン名」フィールドに、電子メールドメイン名を 1 つ以上入力します。
複数のドメイン名はコンマ区切りのリストとして入力します。
電子メールドメインを入力する場合、ユーザーは電子メールアドレスを使用してログインできます。
c. (省略可能)「コメント」フィールドに、会社に関するメモを入力します。
6. 「レビュー」のステップで、会社の構成を確認し、「完了」をクリックします。
「会社」テーブルに新しい会社が追加されます。
7. (省略可能) 電子メールアドレスを使用してログインしたときに一度だけユーザーに認証させる場合は、ユーザー
ディレクトリのデフォルトドメインを設定します。
/opt/SUNWvda/sbin/vda directory-setprops [-u CompanyName] \
-p directory.default.domain=domainname

3.8. 単純認証の設定方法
単純認証を設定するには、次の手順を使用します。

注記
ユーザーディレクトリに対する「読み取り」アクセス権が付与されている資格をユーザーに
提供する必要があります。このユーザーは、ディレクトリからユーザー情報を読み取るとき
に使用されます。

Oracle VDI Manager の手順
1. Oracle VDI Manager で、「設定」、「会社」の順に移動します。
2. 「会社」テーブルで「新規」をクリックします。
新規会社ウィザードが表示されます。
3. 「ユーザーディレクトリの選択」のステップで、「LDAP」を選択します。
4. 「接続の指定」のステップで、単純認証を構成します。
a. 「単純認証」を選択します。
b. 「ホスト」フィールドに、LDAP サーバーの完全修飾の DNS 名または IP アドレスを入力します。
c. 「ポート」フィールドに、LDAP サーバーへの接続に使用するポート番号を入力します。
デフォルトのポート番号は 389 です。
d. (省略可能)「ベース DN」フィールドに、検索ベースとして使用する LDAP オブジェクトの識別名 (DN) を入力
します。
例: cn=Users,dc=example,dc=com。
ベース DN は、ユーザーの検索に使用される LDAP ディレクトリの部分を制限するために使用します。
e. 「ユーザー名」および「パスワード」ボックスに、LDAP ディレクトリを検索するための十分な特権を持って
いるユーザーの DN およびパスワードを入力します。
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たとえば、cn=super-user,cn=Users,dc=example,dc=com。
5. 「会社の定義」のステップで、会社の詳細を入力します。
a. 「名前」フィールドに、会社名を入力します。
b. (省略可能)「電子メールドメイン名」フィールドに、電子メールドメイン名を 1 つ以上入力します。
複数のドメイン名はコンマ区切りのリストとして入力します。
電子メールドメインを入力する場合、ユーザーは電子メールアドレスを使用してログインできます。
c. (省略可能)「コメント」フィールドに、会社に関するメモを入力します。
6. 「レビュー」のステップで、会社の構成を確認し、「完了」をクリックします。
「会社」テーブルに新しい会社が追加されます。
7. (省略可能) 電子メールアドレスを使用してログインしたときに一度だけユーザーに認証させる場合は、ユーザー
ディレクトリ内のデフォルトドメインを設定します。
/opt/SUNWvda/sbin/vda directory-setprops [-u CompanyName] \
-p directory.default.domain=domainname

3.9. セキュア認証の設定方法
セキュア認証を設定するには、次の手順を使用します。

注記
ユーザーディレクトリに対する「読み取り」アクセス権が付与されている資格をユーザーに
提供する必要があります。このユーザーは、ディレクトリからユーザー情報を読み取るとき
に使用されます。

Oracle VDI Manager の手順
1. Oracle VDI Manager で、「設定」、「会社」の順に移動します。
2. 「会社」テーブルで「新規」をクリックします。
新規会社ウィザードが表示されます。
3. 「ユーザーディレクトリの選択」のステップで、「LDAP」を選択します。
4. 「接続の指定」のステップで、セキュア認証を構成します。
a. 「セキュア認証」を選択します。
b. 「ホスト」フィールドに、LDAP サーバーの完全修飾の DNS 名または IP アドレスを入力します。
c. 「ポート」フィールドに、LDAP サーバーへのセキュアな接続に使用するポート番号を入力します。
デフォルトのポート番号は 636 です。
d. (省略可能)「ベース DN」フィールドに、検索ベースとして使用する LDAP オブジェクトの識別名 (DN) を入力
します。
例: cn=Users,dc=example,dc=com。
ベース DN は、ユーザーの検索に使用される LDAP ディレクトリの部分を制限するために使用します。
e. 「ユーザー名」および「パスワード」ボックスに、LDAP ディレクトリを検索するための十分な特権を持って
いるユーザーの DN およびパスワードを入力します。
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たとえば、cn=super-user,cn=Users,dc=example,dc=com。
5. 「証明書の検証」のステップで、SSL 証明書の詳細が正しいことを確認します。
6. 「会社の定義」のステップで、会社の詳細を入力します。
a. 「名前」フィールドに、会社名を入力します。
b. (省略可能)「電子メールドメイン名」フィールドに、電子メールドメイン名を 1 つ以上入力します。
複数のドメイン名はコンマ区切りのリストとして入力します。
電子メールドメインを入力する場合、ユーザーは電子メールアドレスを使用してログインできます。
c. (省略可能)「コメント」フィールドに、会社に関するメモを入力します。
7. 「レビュー」のステップで、会社の構成を確認し、「完了」をクリックします。
「会社」テーブルに新しい会社が追加されます。
8. (省略可能) 電子メールアドレスを使用してログインしたときに一度だけユーザーに認証させる場合は、ユーザー
ディレクトリ内のデフォルトドメインを設定します。
/opt/SUNWvda/sbin/vda directory-setprops [-u CompanyName] \
-p directory.default.domain=domainname

3.10. 複雑なフォレスト構成について
Oracle VDI では、次のタイプの Active Directory フォレスト構成がサポートされます。
• 単一ドメインフォレスト
• 複数ドメインの単一ツリーフォレスト
• 子ドメインがあるまたはない複数ドメインの複数ツリーフォレスト

単一ツリーフォレストの例
Active Directory は次のものを含むフォレストです:
• example.com というルートドメイン。グローバルカタログはルートドメインに存在します。
• users.example.com という子ドメイン、Oracle VDI Manager で認証を設定するのに使用したユーザーなど、すべて
のユーザーが存在します。
krb5.conf ファイルは次のようになるはずです。
[libdefaults]
default_realm = USERS.EXAMPLE.COM
[realms]
USERS.EXAMPLE.COM = {
kdc = users.host
admin_server = users.host
kpasswd_protocol = SET_CHANGE
}
EXAMPLE.COM = {
kdc = example.windows.host
admin_server = example.windows.host
kpasswd_protocol = SET_CHANGE
}
[domain_realm]
.users.example.com = USERS.EXAMPLE.COM
users.example.com = USERS.EXAMPLE.COM
.example.com = EXAMPLE.COM
example.com = EXAMPLE.COM
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また、Oracle VDI Manager では次の設定が使用されます:
• ドメイン: example.com
• ユーザー名: super-user@users.example.com

複数ツリーフォレストの例
たとえば、次のような、複数ドメインのある複数ツリー構成がサポートされます。
• central.vdi.example.com (フォレストルート) と子ドメイン child.central.vdi.example.com を含む 1 つのツリー
• east.vdi.example.com を含む 2 番目のツリー
• 両方のツリーは同じフォレスト (central.vdi.example.com) の一部である
Oracle VDI Manager でこのツリー構成を会社として追加するには、最初に Oracle VDI ホストで Kerberos が適切に構
成されていることを確認してください。
krb5.conf ファイルは次のようになるはずです。
[libdefaults]
default_realm = CENTRAL.VDI.EXAMPLE.COM
[realms]
CENTRAL.VDI.EXAMPLE.COM = {
kdc = centralroot.vdi.example.com
}
CHILD.CENTRAL.VDI.EXAMPLE.COM = {
kdc = centralchild.vdi.example.com
}
EAST.VDI.EXAMPLE.COM = {
kdc = eastroot.vdi.example.com
}
[domain_realm]
.central.vdi.example.com = CENTRAL.VDI.EXAMPLE.COM
central.vdi.example.com = CENTRAL.VDI.EXAMPLE.COM
.child.central.vdi.example.com = CHILD.CENTRAL.VDI.EXAMPLE.COM
child.central.vdi.example.com = CHILD.CENTRAL.VDI.EXAMPLE.COM
.east.vdi.example.com = EAST.VDI.EXAMPLE.COM
east.vdi.example.com = EAST.VDI.EXAMPLE.COM

Oracle VDI Manager の新規会社ウィザードの「接続の指定」のステップで、必ずフォレストルートのドメイン名を入
力してください。

3.11. ユーザーディレクトリ設定を再構成する方法
ユーザーディレクトリの設定は、Oracle VDI Manager の「設定」カテゴリの「会社」サブカテゴリで構成します。

3.11.1. ユーザーディレクトリの定義
ユーザーディレクトリを定義する方法については、「ユーザーディレクトリの統合について」で説明します。

3.11.2. セキュリティーレベルの変更
ユーザーディレクトリに対する接続のセキュリティーレベルを変更できます:
1. Oracle VDI Manager で、「設定」 → 「会社」の順に移動します。
2. 会社を選択し、(ユーザーディレクトリの種類に応じて)「LDAP」タブまたは「Active Directory」タブに移動しま
す。
3. 「セキュリティーレベル」の「編集」をクリックして、ウィザードを起動します。
4. 別のセキュリティーレベルに切り替え、必要に応じてほかの設定 (ポート、ユーザー名、パスワードなど) を変更
します。
5. 「次へ」をクリックして指定した内容を確認したあと、構成の更新を完了します。
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同じ種類のユーザーディレクトリ (LDAP または Active Directory) 内でのみセキュリティーレベルを切り替えることが
できます。LDAP タイプと Active Directory タイプを切り替えるには、vda directory-setprops コマンドを使用します。
接続の種類が LDAP の場合、追加のホストが定義されていると (「代替ホストの追加」を参照)、セキュリティーレベ
ルを変更できません。

3.11.3. 資格の変更
Kerberos 認証、単純認証、またはセキュア認証を使用している場合は、ユーザーディレクトリへの接続を開くために
使用される資格を更新できます。
1. Oracle VDI Manager で、「設定」 → 「会社」の順に移動します。
2. 会社を選択し、(ユーザーディレクトリの種類に応じて)「LDAP」タブまたは「Active Directory」タブに移動しま
す。
3. 「セキュリティーレベル」の「編集」をクリックして、ウィザードを起動します。
4. 必要に応じてユーザー名とパスワードを編集します。
5. 「次へ」をクリックして指定した内容を確認したあと、構成の更新を完了します。

3.11.4. サーバー SSL 証明書の更新
公開鍵認証またはセキュア認証を使用している場合にサーバーの SSL 証明書が変更されたときは、Oracle VDI で新し
い証明書を使用する必要があります。
1. Oracle VDI Manager で、「設定」 → 「会社」の順に移動します。
2. 会社を選択し、(ユーザーディレクトリの種類に応じて)「LDAP」タブまたは「Active Directory」タブに移動しま
す。
3. 「セキュリティーレベル」の「編集」をクリックして、ウィザードを起動します。
サーバー証明書の更新のみを行う場合は、既存の設定は変更しないでください。ウィザードの手順の 1 つで、
サーバーの SSL 証明書が示されます。「次へ」をクリックして証明書を永久的に受け入れます。
4. 「次へ」をクリックして指定した内容を確認したあと、構成の更新を完了します。

3.11.5. 代替ホストの追加
使用する接続の種類が LDAP の場合は、メインホストへの接続が失敗したときに代替として使用される LDAP ホスト
を追加できます。
追加の LDAP ホストは、メインホストの複製である必要があります。代替ホストへの接続は、メインホストと同じセ
キュリティーレベル、ポート、ベース DN、および資格を使用して開かれます。
LDAP ホストのリストは、「LDAP」タブで確認できます。ホストは、追加、削除、および順序変更することができま
す。

3.12. グローバル Oracle VDI Center について
「グローバル Oracle VDI Centers」機能は、サイト間を移動するユーザーを持つ会社にとって便利です。これは、基
本的なホットデスクによるエクスペリエンスが複数の Oracle VDI 環境に拡張されているので、ユーザーは移動すると
きに、自分のホーム Oracle VDI Center にあるデスクトップか、ローカルにホストされたデスクトップにアクセスで
きるようになります。
グローバル Oracle VDI Center は、グローバルなユーザーディレクトリインフラストラクチャーの存在を前提としま
す。グローバル Oracle VDI Center は常に有効ですが、ユーザーディレクトリを適切に準備していないと、この機能
を利用することはできません。ユーザーディレクトリを準備する方法については、「グローバル Oracle VDI Center
用にユーザーディレクトリを準備する方法」を参照してください。
ユーザーエクスペリエンスを検討するときには、ホットデスクに対して手動または自動のどちらのリダイレクション
を実装するのかと、ゲストプールを使用可能にするかどうかを決定するようにしてください。
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ゲストプールについては、「ゲストプール」を参照してください。ホットデスクの詳細については、『Sun Ray
Software 5.3 管理ガイド』の「ホットデスク」を参照してください。手動および自動のリダイレクションについて
は、後の「手動のリダイレクション」および「自動のリダイレクション」を参照してください。

3.12.1. ホームおよび外部の Oracle VDI Center
Oracle VDI Center は、1 つ以上の Oracle VDI ホストから構成される個々の Oracle VDI 環境です。ユーザーが通常作
業している Oracle VDI Center が、その人のホーム Oracle VDI Center になります。ユーザーの視点からは、その人の
ホーム Oracle VDI Center での作業とスタンドアロンの Oracle VDI Center での作業に違いはありません。グローバ
ル Oracle VDI Center を使用する場合、ユーザーディレクトリが適切に準備されていれば、ユーザーは移動中にホー
ム Oracle VDI Center にある既存のデスクトップにアクセスし続けるか、外部の Oracle VDI Center にあるゲストプー
ルからデスクトップを使用することができます。

3.12.2. ゲストプール
ゲストプールは、「ゲスト」フラグがオンになっているプールで、現在接続している Oracle VDI Center のデスク
トップまたはほかの非ゲストプールが割り当てられていないユーザーにデスクトップを提供します。ユーザーがこの
条件を満たしているときにのみ、ゲストプールはデスクトップセレクタダイアログに表示されます。
Oracle VDI Manager または CLI を使用して、プールをゲストプールとして設定できます。必須ではありませんが、ゲ
ストプールでは次の設定が推奨されます:
• 柔軟性のあるデスクトップ割り当て
• リソースを節約するための小さな推奨サイズ
• リソースを節約するための少数の空きデスクトップ
• 万一の場合に同時に作業することが予想されるゲスト数に応じた大きな最大サイズ

3.12.3. Oracle VDI のログインおよびデスクトップセレクタダイアログ
最初の Oracle VDI ログインダイアログの外観は、グローバル Oracle VDI Center を含まない以前のリリースの外観
と変わりません。ユーザーがユーザー名とパスワードを入力すると、ユーザーディレクトリのグローバル Oracle
VDI Center 関連のデータに基づいて、ユーザーの現在のホーム Oracle VDI Center に接続するのか、外部 Oracle VDI
Center に接続するのかがシステムによって判別されます。現在のユーザーにそのようなデータが見つからない場合、
現在の Oracle VDI Center はユーザーのホーム Oracle VDI Center であると見なされます。
したがって、ユーザーがホーム Oracle VDI Center に接続しても、ユーザーエクスペリエンスに違いは生じません。
ただし、外部の Oracle VDI Center に接続した場合は、デスクトップセレクタダイアログに次のような新しいエント
リが表示されます:
1. 1 つ以上のゲストプールエントリ。ゲストプールが正しく構成されている場合、ユーザーは外部の Oracle VDI
Center にあるゲストプールからローカルデスクトップを取得できるので、デスクトップセレクタにはゲストプー
ルではなくこのデスクトップが表示されます。
2. ユーザーのホーム Oracle VDI Center に切り替えるためのエントリ。このオプションでは、現在のセッションが
ユーザーのホーム Oracle VDI Center にリダイレクトされます。ユーザー名が入力されたログインダイアログが表
示され、ユーザーはパスワードをもう一度入力する必要があります。認証に成功すると、デスクトップセレクタダ
イアログが、ユーザーに割り当てられたデスクトップとプールを表示します。

3.12.3.1. 手動のリダイレクション
通常、Oracle VDI ログインダイアログでは、ユーザー名、ドメイン、パスワードの入力が求められます。認証が成
功すると、Oracle VDI システムがユーザーのホーム Oracle VDI Center を判別します。Sun Ray クライアントがユー
ザーのホーム Oracle VDI Center に接続されている場合、ダイアログの動作には何も変更はなく、ユーザーにはデス
クトップセレクタ画面が表示されます。ただし、Sun Ray クライアントがユーザーのホーム Oracle VDI Center に接
続されていない場合、デスクトップセレクタ画面には、その Oracle VDI Center のビジターが使用できるその他のゲ
ストデスクトップに加えて、Oracle VDI Center エントリが表示されます。ユーザーは、ホーム Oracle VDI Center に
リダイレクトされるのか、外部 Oracle VDI Center で使用できるゲストデスクトップのいずれかを使用するのかを選
択できるようになりました。
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ユーザーがホーム Oracle VDI Center エントリを選択した場合、Sun Ray クライアントはユーザーのホーム Oracle
VDI Center にあるいずれかの Sun Ray サーバーにリダイレクトされ、ログインダイアログにはユーザー名と現在のド
メインが表示されます。正しいパスワードを再入力すると、ユーザーには通常のデスクトップセレクタ画面が表示さ
れます。Sun Ray クライアントがユーザーのホーム Oracle VDI Center に接続されたので、ホーム Oracle VDI Center
内の割り当てられたデスクトップにアクセスできます。この時点で、ユーザーが新しいローカルセンターに戻ること
はできません。
リダイレクションを以前のホーム Oracle VDI Center に戻れるようにする方法については、「初期サーバーへの自動
リダイレクション」を参照してください。

3.12.3.2. 自動のリダイレクション
デフォルトのリダイレクションロジックでは、ユーザーが初期のログイン画面とリダイレクション後に、パスワー
ドを 2 回入力する必要があります。この不便さを解消するために、マルチステップ認証を実行するようにログイン
ダイアログを構成できます。client.autoredirection.homeserver=Enabled プロパティーの設定によって、ダイアログ
ではユーザー名とドメイン情報のみの入力が求められるように指定します (「client.autoredirect プロパティーを使用
してクライアントリダイレクションを管理するには、どのようにしますか」を参照)。ユーザーのホーム Oracle VDI
Center を決定するには、この情報で十分です。
ホーム Oracle VDI Center に接続済みのユーザーは、2 番目のステップとしてパスワードの入力が求められます。ま
だ接続していないユーザーについては、Sun Ray クライアントがそのユーザーのホーム Oracle VDI Center 内のサー
バーに自動的にリダイレクトされます。リダイレクション後、パスワードの入力画面が表示されます (ユーザー名とド
メインはあらかじめ設定されています)。認証に成功すると、デスクトップセレクタ画面が表示されます。
自動のリダイレクションでは、外部 Oracle VDI Center に接続したり、ゲストデスクトップを使用または選択したり
する機能は提供されません。代わりに、ユーザーは自分のホーム Oracle VDI Center 内でホストされているデスク
トップで作業する必要があります。

3.12.3.3. 初期サーバーへの自動リダイレクション
Sun Ray クライアントが別のサーバーにリダイレクトされたあとでユーザーが切断すると、Sun Ray クライアント
は、通常、そのサーバーにリダイレクトされたままになります。このことは次のユーザーに混乱を生じさせる可能性
があり、このユーザーは割り当てられたデスクトップで想定されるリストではなく、Oracle VDI Center リンクとゲス
トデスクトップのリストが表示されて驚くことになるかもしれません。ただし、自動リダイレクションでは、クライ
アントはログイン処理の過程で、現在のユーザーのホーム Oracle VDI Center に自動的にリダイレクトされます。
client.autoredirect.firstserver 設定を使用して Oracle VDI キオスクセッションを構成し、ユーザーがログオフ、切断、
またはセッションを終了したときに、Sun Ray クライアントをリダイレクトして初期サーバーに自動的に戻すことが
できます。この機能はデフォルトで有効になっています (「client.autoredirect プロパティーを使用してクライアント
リダイレクションを管理するには、どのようにしますか」を参照)。

3.13. グローバル Oracle VDI Center 用にユーザーディレクトリを準備す
る方法
グローバル Oracle VDICenter は、Oracle VDI 側の追加設定なしで作業できるように設計されました。ただし、Oracle
VDI Center のデータは、Oracle VDI で使用されているスキーマに従ってユーザーディレクトリに取り込まれる必要が
あります (「Oracle VDI Center のデータスキーマ」を参照)。
デフォルトとは異なる属性名やオブジェクトの種類を使用したい場合は、それも可能です。その場合、スキーマ内で
使用される属性とオブジェクトを反映するために、グローバル Oracle VDI Center で使用される LDAP フィルタと属
性をカスタマイズする必要があります。
必要な手順およびグローバル Oracle VDI Center のデフォルトの LDAP フィルタと属性については、「LDAP フィル
タと属性の編集方法」を参照してください。

3.13.1. Oracle VDI Center のデータスキーマ
Oracle VDI は、Oracle VDI Center データの格納に次のスキーマを使用するように構成されています。このスキーマで
は、LDAP v3 ディレクトリにすでに存在するクラスと属性が使用されます。
• Oracle VDI Center: Oracle VDI Center は組織単位 (ou) オブジェクトです。ユーザーディレクトリの任意の場
所にあります。Oracle VDI デスクトップセレクタダイアログで Oracle VDI Center を表すために使用する名前

38

LDAP フィルタと属性について

は、displayName 属性から取得されます (この属性が指定されている場合)。この属性が指定されていない場合
は、ou 属性が使用されます。Oracle VDI Center ou には (直接または階層を通して) いくつかの Oracle VDI ホスト
オブジェクトが含まれており、これらのオブジェクトは、Oracle VDI Center を構成する Oracle VDI ホストです。
• Oracle VDI ホスト: Oracle VDI ホストは、computer オブジェクト (Active Directory の場合) または device オブジェ
クト (ほかの LDAP ディレクトリの場合) です。Oracle VDI ホストのホスト名/IP アドレスは、dNSHostName 属性
(Active Directory の場合) または ipHostNumber 属性 (ほかの LDAP ディレクトリの場合) から取得されます。これら
の属性のいずれも定義されていない場合は、ホストオブジェクトの cn 属性の値が使用されます。
• Oracle VDI Center とユーザーとの関連付け: ユーザーが属する Oracle VDI Center は、ユーザーオブジェクトの
seeAlso 属性で定義されます。この属性のこの値は、そのユーザーの Oracle VDI Center オブジェクトの完全な DN
である必要があります。
図 3.1 に、Active Directory のグローバル Oracle VDI Center の例を示します。

図3.1 Active Directory の例

3.14. LDAP フィルタと属性について
Oracle VDI では、ユーザーディレクトリに保存されたデータを検索して解釈するためにさまざまな LDAP フィルタお
よび LDAP 属性のリストを使用します。
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このセクションでは、Oracle VDI で LDAP フィルタおよび LDAP 属性を使用して、それぞれのタスクに必要な各種の
ユーザーディレクトリ検索を実行する方法について説明します。
これらのフィルタの編集方法については、「LDAP フィルタと属性の編集方法」を参照してください。

3.14.1. ユーザーおよびグループの検索
管理ツール (Oracle VDI Manager または CLI) を使用すると、デスクトップまたはプールに割り当てるためにユーザー
およびグループを検索できます。
検索ロジックは次のとおりです:
• 最初にユーザーが検索されます:
• ユーザーの検索に使用されるフィルタは: (&ldap.user.object.filter ldap.user.search.filter)。
• プレースホルダ $SEARCH_STRING は *criteria* (条件は Oracle VDI Manager の検索フィールドに入力された文
字列) に置き換えられます。条件文字列にすでにワイルドカード文字 (*) が含まれている場合、プレースホルダ
$SEARCH_STRING は単に criteria に置き換えられます。
• それから、次のようにして、グループが検索されます:
• ユーザーの検索に使用されるフィルタ: (&ldap.group.object.filter ldap.group.search.filter)。
• プレースホルダ $SEARCH_STRING は *criteria* (条件は Oracle VDI Manager の検索フィールドに入力された文
字列) に置き換えられます。条件文字列にすでにワイルドカード文字 (*) が含まれている場合、プレースホルダ
$SEARCH_STRING は単に criteria に置き換えられます。
グローバル設定 ldap.search.wildcard が無効に設定されている場合、プレースホルダ $SEARCH_STRING は criteria
(両端のワイルドカード文字なし) に置き換えられます。この場合、入力された文字列と正確に一致する結果のみが返
されるようになりますが、これは、ユーザーディレクトリが非常に大規模かつ分散しているためにワイルドカード文
字を使用した検索の結果が返されるまでに時間がかかる場合に便利です。
ldap.search.wildcard の値はデフォルトで有効に設定されるので、ワイルドカード文字列はデフォルトで追加されま
す。

3.14.2. ユーザーのデスクトップの要求
ユーザーのデスクトップを要求する場合、Oracle VDI では、ユーザー DN のプールとデスクトップの割り当てを解決
する前に、ユーザー ID に一致するユーザー DN を最初に見つける必要があります。クライアント認証が有効になって
いる場合は、ユーザー ID 属性も認証に使用されます。
ユーザー ID の照合に使用される属性は ldap.userid.attributes で定義されます。

3.14.3. グループメンバーシップの解決
グループメンバーシップは、ldap.user.member.attributes および ldap.group.member.attributes で定義された属性を使
用して解決されます。
入れ子のグループの深さは 3 までに制限されます。
また、Oracle VDI は Active Directory 固有のプライマリグループメンバーシップも解決します。プライマリグループ
メンバーシップの解決に使用される属性は、ldap.group.short.attributes および ldap.user.member.attributes で定義さ
れます。

3.14.4. LDAP キャッシュ
パフォーマンスを改善してユーザーディレクトリの負荷を軽減するために、Oracle VDI によって取得されたユーザー
およびグループのエントリはキャッシュされます。LDAP キャッシュのエントリは、10 分後にタイムアウトになりま
す。
現時点では、LDAP キャッシュのタイムアウトを変更したりキャッシュをフラッシュしたりすることはできません。
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3.15. 会社の削除
Oracle VDI Manager の「すべての会社」ページから会社を削除できます。プールを持つ会社を削除することはできま
せん。会社を削除する前に会社のプールをすべて削除する必要があります。
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4.1. Oracle VM VirtualBox
4.1.1. Oracle VM VirtualBox について
Oracle VDI では、特定の Oracle VM VirtualBox リリースがバンドルおよびサポートされています。「Oracle VM
VirtualBox のシステム要件」を参照してください。
VirtualBox には、次の機能が備わっています。

共有メモリー
共有メモリー (メモリーバルーニング) とは、VirtualBox ホスト上でより多くのデスクトップを実行できるようにする
機能です。デスクトップ間で共有するメモリー量を指定することで、VirtualBox ホストのメモリーがデスクトップ間
で必要に応じて自動的に再配分されます。共有メモリー機能は、「プール」カテゴリの「設定」タブで、0% より大
きい 75% までの値を指定することで、プールごとに有効にできます。
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メモリー共有のこのパーセンテージは、あるデスクトップが自身のメモリーをすべて必要としない場合に、そのメモ
リーをほかのデスクトップが使用できる量です。たとえば、デスクトップのメモリーサイズが 1G バイトでメモリー
共有を 40% に設定している場合、そのデスクトップにはまず 600M バイトの実メモリーが割り当てられます。残りの
400M バイトは、ほかのデスクトップが必要に応じて使用できます。
Oracle VDI は、メモリー共有を有効にしているデスクトップを常に監視し、メモリー不足にならないようにしていま
す。あるデスクトップの空きメモリーが 64M バイトを下回った場合、より多くの使用可能なメモリーが提供されま
す。あるデスクトップに必要以上のメモリーがある場合、メモリー共有のパーセンテージに達するまで、メモリーの
一部が徐々に失われます。デスクトップのメモリーの変化は、ゲスト OS からはわかりません。

メモリーページング
メモリーページング (メモリーの重複除外) は、VirtualBox ホスト上でより多くのデスクトップを実行できるように
する機能です。複数のデスクトップのメモリーに同一の内容がある場合、ページを使用してハイパーバイザの実メモ
リーを 1 度だけ消費します。すべてのデスクトップはそのページを参照するため、同一ページ用に物理メモリーが不
要になります。
メモリーページング機能は、「プール」カテゴリの「設定」タブでプールごとに有効にできます。

4.1.2. Oracle VM VirtualBox のシステム要件
Oracle VDI には、Oracle VM VirtualBox の Release 4.1.14 が含まれています。下位互換性を維持するために、以前の
リリースの Oracle VDI に含まれていた一部の VirtualBox リリースも引き続き使用できます。このリリースでは、次の
VirtualBox リリースのみがサポートされています:
• 4.1.14
• 4.0.16
• 4.0.14
このリリースではストレージが変更されているため、Oracle Linux プラットフォームではバンドルされている
VirtualBox リリースを使用する必要があります。
最適なパフォーマンスを実現するためには、バンドルされている VirtualBox リリースを使用することをお勧めしま
す。
バンドルされている Oracle VDI リリースは、次のプラットフォームにインストールできます:
オペレーティングシステム

サポートされているリリース

Oracle Linux (64 ビット)、x86 プラット
フォーム

5.6 および 5.7

Oracle Solaris (64 ビット)、x86 プラット
フォーム

Solaris 10 リリース 09/10 (update 9) 以降
注: Solaris 11 はサポートされていません。

Oracle Linux で認定されている Oracle 製品は Red Hat Enterprise Linux でも認定およびサポートされますが、これ
は、両者の間には暗黙的な互換性があるからです。Oracle は、Red Hat Enterprise Linux 製品上では追加テストを実行
していません。ただし、バグ ID 13974640 のため、VirtualBox ホストのプラットフォームとして Oracle Linux を使用
する場合は Oracle の Unbreakable Enterprise Kernel を使用する必要があります。Red Hat カーネルはサポートされて
いません。
ストレージタイプの可用性と使用方法が異なるため、Oracle VM VirtualBox デスクトッププロバイダで同じオペレー
ティングシステムを使用する必要があります。Oracle Solaris と Oracle Linux の仮想ホストを混在させることはでき
ません。
どの VirtualBox ホストにも、AMD (AMD-V) および Intel (VT-x) 対応の仮想化拡張が必要です。ハードウェアサイジン
グの基本的なガイドラインの一部は、7章パフォーマンスとチューニングで説明しています。サイジングに関する詳細
なサポートについては、Oracle の営業またはサポート担当者にお問い合わせください。
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VirtualBox ホストでファイアウォールが有効になっている場合、開く必要がある可能性があるポートの詳細について
は、「Oracle VDI とデスクトッププロバイダ間のファイアウォール」を参照してください。

ストレージ要件
Oracle VM VirtualBox には、Oracle VDI で使用される仮想ディスクのためのストレージが必要です。サポート対象の
詳細は、「ストレージ」を参照してください。

ユーザー要件
VirtualBox をインストールするときに、そのホストで VirtualBox を実行するユーザーのユーザー名とパスワードを指
定します。Oracle VDI は、SSH を使用した VirtualBox ホストへのアクセスおよび VirtualBox Web サービスへのアク
セスに、この資格を使用します。デフォルトでは、root ユーザーが使用されます。仮想マシンを保存停止および復元
再開する VirtualBox の機能がどのような状況でも確実に動作するように、root ユーザーを使用することをお勧めしま
す。Oracle Linux プラットフォームでは、iSCSI ストレージまたは Sun ZFS ストレージを使用するには root ユーザー
を使用する必要があります。別のユーザーを使用する場合は、そのユーザーにホームディレクトリを割り当てる必要
があり、このホームディレクトリは、VirtualBox が稼働する複数のシステム間で共有されていてはなりません。

Oracle Solaris プラットフォームでの VirtualBox ホストのシステム要件
Solaris プラットフォームでは、zfs_arc_min が設定されていない場合、VirtualBox インストールスクリプトによって
警告が表示されます。専用の VirtualBox ホストに推奨される設定は 512M バイトです。
zfs_arc_min として 512M バイトを設定するには、root ユーザーでログインし、/etc/system に次を追加します:
set zfs:zfs_arc_min = 536870912

Oracle Linux プラットフォームでの VirtualBox ホストのシステム要件
Oracle Linux プラットフォームで VirtualBox が正しく動作するようにするには、特定のパッケージをインストールす
る必要があります。VirtualBox のインストールスクリプトによって、ソフトウェアをインストールする前にこれらの
パッケージが確認されます。必須パッケージが不足している場合、インストールスクリプトは有効な yum リポジト
リがホストに構成されていることを確認してから、yum コマンドを使用してパッケージが使用可能かどうかを確認し
ます。不足している必須パッケージが使用可能である場合、続行するように要求され、パッケージがダウンロードさ
れてインストールされます。yum リポジトリが構成されていない場合、または必須パッケージが使用できない場合は
インストールが失敗し、インストールする必要がある必須パッケージのリストが表示されます。VirtualBox をインス
トールするには、これらの依存関係をあらかじめ解決する必要があります。必須パッケージの確認は、VirtualBox の
新規インストールの場合のみに実行されます。
ソフトウェアをインストールする前に、yum が正しく構成され、機能していることを確認することをお勧めします。
yum コマンドなどのソフトウェアの自動更新ツールは、新しいリリースの Oracle Linux が使用可能になったときに、
ホストがその新しいリリースに更新されるように構成できます。この方法で実行される更新では、サポートされてい
ないリリースの Oracle Linux にホストが更新されてしまう可能性があります。yum 構成を編集して ol5_x86_64_latest
リポジトリへのアクセスを無効にするなどして、VirtualBox ホストが Oracle Linux のサポートされているリリースに
関する更新だけを受け取るように構成してください。

4.1.3. Oracle VM VirtualBox のインストール
このセクションでは、Oracle VDI にバンドルされている Oracle VM VirtualBox リリースをインストールする方法につ
いて説明します。
開始する前に、ホストがインストール要件を満たしていることを確認してください (「Oracle VM VirtualBox のシステ
ム要件」を参照)。
VirtualBox を更新する場合は、「Oracle VM VirtualBox のアップデート」を参照してください。

VirtualBox インストールスクリプトについて
Oracle VM VirtualBox のインストールとアンインストールは、vb-install スクリプトを使用して行います。VirtualBox
は、オープンソースパッケージ (Base Pack) と Oracle 専有パッケージ (Extension Pack) の 2 つのパッケージとして
提供されています。
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Oracle VDI ソフトウェアアーカイブには、Extension Pack のみが含まれています。vb-install スクリプトを実行する
と、wget プログラムを使用して Base Pack が自動的にダウンロードされます。ネットワーク接続の問題などが原
因でこれが失敗した場合は、スクリプトが終了し、その場合は Base Pack を手動でダウンロードする必要がありま
す。VirtualBox ダウンロードページから Base Pack と Extension Pack をダウンロードできます。
次の表に、複数のサーバーへのインストールをスクリプトで自動化するために vb-install スクリプトで使用できるオプ
ションを示します。
オプション

説明

-f

既存の仮想マシンを強制的に削除します。

-n <user>

VirtualBox ユーザーのユーザー名を指定します。デフォルトは root です。

-o <port>

VirtualBox への接続に使用する SSL ポートを指定します。デフォルトは、
ユーザーが root の場合はポート 443、それ以外の場合はポート 18083 です。

-p

パスワードがセキュアに入力されるように、標準入力 (stdin) からの入力を要
求します。

-u

現在インストールされている VirtualBox リリースをアンインストールしま
す。

手順
1. root で仮想化ホストにログインします。
2. メイン Oracle VDI ソフトウェアアーカイブをダウンロードします。
3. メイン Oracle VDI ソフトウェアアーカイブを解凍して、作業用ディレクトリを展開先ディレクトリに変更しま
す。
• Oracle Solaris ホスト上で:
# unzip vda_3.4_solaris_amd64.zip
# cd vda_3.4_solaris_amd64

• Oracle Linux ホスト上で:
# unzip vda_3.4_linux.zip
# cd vda_3.4_linux

4. VirtualBox アーカイブを解凍して、作業用ディレクトリを展開先ディレクトリに変更します。
# unzip vbox_4.1.zip
# cd vbox_4.1

5. VirtualBox をインストールします。
# ./vb-install

インストールスクリプトによって、VirtualBox の Base Pack がダウンロードされ、Base Pack と Extension Pack
の両方がインストールされます。ユーザー名、パスワード、および SSL 接続用のポート番号を入力してインス
トールを完了します。
Base Pack のダウンロードに失敗した場合は、VirtualBox ダウンロードページから手動でダウンロードする必要が
あります。必ず、このリリースの Oracle VDI にバンドルされているサポート対象のリリースをダウンロードして
ください。Base Pack を vb-install スクリプトと同じフォルダにコピーし、スクリプトを再実行してください。

4.1.4. Oracle VM VirtualBox のアップデート
Oracle VM VirtualBox を更新するには、Oracle VDI リリースにバンドルされている新しいリリースをインストールし
ます。更新する場合は、最初に既存の VirtualBox バージョンをアンインストールする必要があります。新しいリリー
スをインストールする際には、インストールスクリプトによって既存のリリースをアンインストールするように求め
られます。または、vb-install -u コマンドを使用して、既存のリリースを手動でアンインストールすることもできま
す。
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VirtualBox をアンインストールする際には、稼働中の仮想マシンをすべて停止するように求められます。アンインス
トールの前に、稼働中の仮想マシンをすべて停止する必要があります。また、仮想マシンの登録解除と削除も求めら
れます。登録解除と削除を行うと、更新後にそれらの仮想マシンを再登録できなくなります。
VirtualBox の更新後に、すべてのテンプレートおよびデスクトップで Guest Additions を更新する必要があります。

4.1.5. VRDP ポート範囲の構成
VirtualBox RDP (VRDP) プロトコルをデスクトッププロトコルとして選択した場合、Oracle VDI から Oracle VM
VirtualBox ホストへの接続に、49152 - 65534 のポート範囲が使用されます。VRDP ポート範囲を構成するには、vda
settings-setprops コマンドを使用します。
• root ユーザーで次のコマンドを実行します。
# /opt/SUNWvda/sbin/vda settings-setprops -p \
vbox.rdp.port.range="<StartPort>-<EndPort>"

例:
# /opt/SUNWvda/sbin/vda settings-setprops -p \
vbox.rdp.port.range="50000-60000"

4.2. Microsoft Hyper-V およびリモートデスクトップサービス
4.2.1. Microsoft Hyper-V
Oracle VDI では、ユーザーは、Microsoft Hyper-V によってホストされる仮想マシンにアクセスできます。Microsoft
Hyper-V は、無償提供のスタンドアロン製品としてインストールすることも、Windows サーバーで Hyper-V ロールと
して有効にすることもできます。
Oracle VDI は、Microsoft Hyper-V デスクトッププロバイダの仮想化ホストをリモートで管理します。Microsoft
Hyper-V をホストする Windows サーバーと Oracle VDI との通信を有効にするには、Windows サーバーを準備する必
要があります。詳細については、「Windows サーバーの準備」を参照してください。
Microsoft ソフトウェアは Oracle VDI パッケージには含まれておらず、Oracle のサポート担当者はサードパーティー
のソフトウェアに関連する問題には対応しません。

4.2.2. Microsoft Hyper-V のシステム要件
Microsoft Hyper-V デスクトッププロバイダは、次の仮想化プラットフォームでサポートされています:
• Microsoft Hyper-V Server 2008 R2
• Microsoft Windows Server 2008 R2 (SP1 を含む)
Hyper-V サーバーのシステム要件:
• Hyper-V Server 2008 R2
• Windows Server 2008 R2
Hyper-V ロールをインストールするには、Microsoft の『Hyper-V ファースト ステップ ガイド』を参照してくださ
い。
スタンドアロン製品をインストールするには、Microsoft Hyper-V Server 2008 R2 サイトを参照してください。

Microsoft Hyper-V のストレージ要件
Microsoft Hyper-V を使用する場合、Oracle VDI で使用される仮想ディスクを格納するためのストレージサーバーが必
要になります。このサーバーは、Hyper-V ホスト自体とは別に必要です。サポート対象の詳細は、「ストレージ」を
参照してください。
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4.2.3. Microsoft リモートデスクトップサービス
Oracle VDI を使用すると、個々の Windows サーバーあるいはリモートデスクトップセッションホストファームま
たはネットワーク負荷分散クラスタに属するサーバークラスタにより、Microsoft Windows サーバーで提供される
Windows ターミナルサービスセッションやリモートデスクトップサービス (ターミナルサービス) セッションにアクセ
スできます。
Windows サーバーに関するセッション情報と負荷情報を Oracle VDI Manager およびコマンド行で表示するに
は、Windows サーバーの Windows リモート管理 (WinRM) を準備して、HTTPS を介して Oracle VDI と通信できるよ
うにする必要があります。詳細については、「Windows サーバーの準備」を参照してください。
Oracle VDI はリモートデスクトップサービスとともに実装されている一部の Microsoft ツールを利用して、負荷分散
やセッションの再接続を可能にする RDS ホストのファームやクラスタなどの高度な機能を実現しています。
Microsoft ソフトウェアは Oracle VDI パッケージには含まれておらず、Oracle のサポート担当者はサードパーティー
のソフトウェアに関連する問題には対応しません。

4.2.4. Microsoft リモートデスクトップサービスのシステム要件
Microsoft リモートデスクトッププロバイダは、次の仮想化プラットフォームでサポートされています:
• Microsoft Windows Server 2008 R2 (SP1 を含む)
• Microsoft Windows Server 2003 (SP1 と SP2 を含む)
リモートデスクトップサービスホストのシステム要件
• Windows Server 2008 R2
• Windows Server 2003
Windows サーバーでリモートデスクトップサービスのロールをインストールするには:
• Windows Server 2008 R2
• Windows Server 2003

4.2.5. Microsoft RDS ファーム (NLB クラスタ) の管理
リモートデスクトップセッションホストファームまたは NLB クラスタに属する RDS ホストが存在する場
合、Microsoft リモートデスクトッププロバイダの構成方法は、Oracle VDI Manager またはコマンド行でセッション
情報や CPU/メモリー負荷情報を表示できるようにするかどうかによって変わってきます。
Oracle VDI でセッション情報や負荷情報を表示する場合は、Microsoft リモートデスクトッププロバイダを次のように
構成します:
• 「Windows サーバーの準備」の説明に従って、各 RDS ホストを準備します。
• 新規プロバイダウィザードで、「新規ホストの指定」オプションを使用してファームにすべての RDS ホストを追加
します。
このように構成した場合、Oracle VDI は、プロバイダの最初の RDS ホストに問い合わせることで、ファームに関す
る情報を検出します。ユーザーがセッションにアクセスしようとすると、検出されたファーム名がリモートクライア
ントに返されます。セッションは、ファームに参加している任意のホストで開始できます。
Oracle VDI でセッション情報や負荷情報を表示しない場合は、Microsoft リモートデスクトッププロバイダを次のよう
に構成します:
1. 新規プロバイダウィザードで、「リモートデスクトップサーバーファームの選択」オプションを選択します。
2. RDS ファームまたは NLB クラスタの DNS 名または IP アドレスを入力します。
このように構成した場合、ユーザーがセッションにアクセスしようとすると、構成したファーム名がリモートクライ
アントに返されます。
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Windows Server 2003 の Microsoft ターミナルサービス
Oracle VDI を使用すると、Windows Server 2003 を実行している単一のサーバーあるいは Windows Server 2003 の任
意のエディションを実行しているサーバーのクラスタによって提供される、ターミナルサービスセッションにアクセ
スできます。
このクラスタは Microsoft ネットワーク負荷分散 (Network Load Balancing、NLB) クラスタであり、サーバー間の負荷
分散を実現します。
Microsoft セッションディレクトリを使用して、ユーザーが既存のセッションに再接続できるようにすることができま
す。
Microsoft の参考ドキュメント:
• Session Directory and Load Balancing Using Terminal Server
• ネットワーク負荷分散クラスタ

Windows Server 2008 R2 の Microsoft リモートデスクトップサービス
Oracle VDI を使用すると、次によって提供されるリモートデスクトップサービスセッションにアクセスできます:
• Windows Server 2008 R2 を実行する単一のサーバー
• 次の特性を持つサーバーのファーム:
• Windows Server 2008 R2 を実行するすべてのサーバー
• Microsoft リモートデスクトップ接続ブローカ (以前のターミナルサービスセッションブローカ) を使用して、負荷
分散を有効にし、ユーザーが既存のセッションに再接続できるようにします。
Microsoft のドキュメントで説明されているように、DNS ラウンドロビン、Microsoft ネットワーク負荷分散 (Network
Load Balancing、NLB)、またはハードウェアロードバランサを使用して、事前の負荷分散を行うことができます。
Microsoft の参考ドキュメント:
• ステップ バイ ステップ ガイド - Windows Server 2008 TS セッション ブローカの負荷分散
• ステップ バイ ステップ ガイド - Windows Server 2008 のターミナル サービスでネットワーク負荷分散を構成する

4.2.6. Microsoft リモートデスクトッププロバイダとプールの制限
Microsoft リモートデスクトップサービス (RDS) とほかの仮想化プラットフォームの間には違いがあるため、デスク
トッププロバイダとプールの構成には、次のようにいくつかの制限があります:
• Windows サーバーが同じネットワーク負荷分散 (NLB) クラスタまたはリモートデスクトップセッションホスト
ファームのメンバーである場合、デスクトッププロバイダには複数の Windows サーバーが含まれる可能性がありま
す。この場合、Oracle VDI ではなく NLB クラスタまたはリモートデスクトップ接続ブローカが、ホスト間のセッ
ションの負荷分散を担当します。
• デスクトッププロバイダには、1 つまたは複数のスタンドアロン Windows サーバーを含めることができます。デ
スクトッププロバイダに追加された最初の Windows サーバーに Windows リモート管理 (WinRM) が構成されてい
ない場合、プロバイダには 1 つの Windows サーバーだけを含めることができます。WinRM が構成されている場合
は、プロバイダに複数の Windows サーバーを含めることができ、Oracle VDI がホスト間のセッションの負荷分散
を行います。
• 特定の Windows サーバーは 1 つのデスクトッププロバイダにのみ含めることができます。
• 各 Microsoft リモートデスクトッププロバイダには 1 つのプールしかありません。
• ユーザーが接続すると Windows サーバーまたはファームが新しい RDS セッションを開くため、プールはクローニ
ングを使用しません。
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• プールのデスクトップ割り当てタイプは常に柔軟です。RDS ホストがセッションの再接続用に構成されている場
合、ユーザーは自分の既存の RDS セッションに再接続できます。再接続は Oracle VDI によって処理されるのでは
ありません。
• プール用に表示されるデスクトップのリストは、プロバイダに関連付けられたすべての RDS ホストからのすべての
RDS セッションのリストです。Oracle VDI からのセッションかどうかにかかわらず、すべての RDS セッションが
表示されます。
• グループまたはユーザーを RDS プールに割り当てることはできますが、手動でユーザーを RDS デスクトップに割
り当てることはできません。

4.2.7. Windows サーバーの準備
Microsoft Hyper-V または Microsoft リモートデスクトップサービスをインストールしたあとで、Oracle VDI と通信す
るように Windows サーバーを準備する必要があります。Oracle VDI では Windows サーバーにエージェントをイン
ストールする必要はなく、代わりに、Oracle VDI が HTTPS (セキュアなプロトコル) を介して Windows リモート管
理 (WinRM) を使用して Windows サーバーと通信します。HTTPS を使用する場合、正しく動作するために WinRM は
サーバー証明書を必要とします。この証明書は通信チャネルの暗号化に使用されます。詳細は、Microsoft ドキュメン
トの「Windows Remote Management」または「Configuration and Security」を参照してください。
Oracle VDI と通信するように Windows サーバーを準備するには、2 つのステップの手順が必要です。最初
に、Microsoft インターネットインフォメーションサービス (IIS) 6.0 リソースキット ツールを使用して、自己署名付
き証明書を生成する必要があります (次のステップ 1)。次に、HTTPS 要求を待機するように winrm を構成します (次
のステップ 3)。

注記
これらの手順は、サーバーに関する重要な情報 (CPU 使用状況、メモリー使用状況、ユー
ザーセッションの数など) を Oracle VDI Manager やコマンド行で表示できるようにするため
に、RDS (またはターミナルサービス) ホストで必要になります。Oracle VDI でセッション
情報や負荷情報を表示しない場合、次の手順は不要です (詳細は、「Microsoft RDS ファー
ム (NLB クラスタ) の管理」を参照)。ただし、RDS プールからのデスクトップセッション
の提供は、引き続き通常の RDP 接続によって行われます。デスクトッププールごとの RDP
設定の構成方法については、「プールごとに RDP オプションを構成する方法」を参照して
ください。

注意
次のコマンドは、PowerShell ではなくコマンドシェルで実行してください。
1. Windows サーバーで自己署名付き証明書を生成します。
Microsoft サポート Web サイトからダウンロード可能な、IIS 6.0 リソースキットに含まれる selfssl.exe ツールを
使用します。
a. selfssl.exe を Windows サーバーにコピーします。
b. 次のように自己署名付き証明書を作成します:
C:\Program Files\IIS Resources\SelfSSL\selfssl /T /V:<days>

パラメータ /V: には、証明書が有効な日数を指定します。最大値はありません。
c. certutil コマンドを実行し、新しい証明書の証明書ハッシュを書きとめます:
certutil -store MY

注記
Windows サーバーと Oracle VDI サーバーの時間が同期していない場合は、両方のサー
バーの時間の差によって証明書が無効とされ、Oracle VDI をサーバーに接続できない可
能性があります。
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2. (Windows Server 2003 のみ) WS-Man (WinRM) をインストールします。

注記
Windows Server 2008 と Hyper-V Server 2008 では、WinRM はプリインストールされて
います。
a. WS-MAN v1.1 のインストールファイルを Microsoft ダウンロードセンターからダウンロードします。
b. WS-Man をインストールします。
3. Windows リモート管理を HTTPS 用に構成します。
winrm ツールを使用して、サーバーのリモート管理設定を構成します。使用する証明書ハッシュと、Oracle VDI
による要求の送信を可能にする認証設定を指定する必要があります。
a. Windows サーバーにリスナーを作成します。
コマンドシェルで次を実行します:
winrm create winrm/config/listener?Address=IP:<HYPER_IP>+Transport=HTTPS ^
@{Hostname="<HOST>";CertificateThumbprint="<CERTHASH>";Port="443"}

• <HYPER_IP> は Windows サーバーの IP アドレスに置き換えます。
• <HOST> は Windows サーバーのコンピュータ名に置き換えます。
• <CERTHASH> は、selfssl によって作成された自己署名付き証明書から書きとめた、スペースを含まない証
明書ハッシュの値に置き換えます。
b. そのポートを開き、Windows サーバーが Oracle VDI からの要求を受信できるようにします。
netsh firewall add portopening TCP 443 "Oracle VDI Remote Management"

デフォルトでは、Oracle VDI が待機するポートはポート 443 です。
c. 次のコマンドを実行して、サーバー上で基本認証を有効にします:
winrm set winrm/config/service/auth @{Basic="true"}

注記
Oracle VDI と Microsoft Hyper-V または RDS との通信に 443 以外のポートを使用する場
合は、Oracle VDI Manager にホストを追加するときにこのポートを指定する必要がありま
す。

4.3. VMware vCenter
4.3.1. VMware vCenter のシステム要件
VMware vCenter デスクトッププロバイダは、次の仮想化プラットフォームでサポートされています:
• VMware vCenter Server 5.0
• VMware vCenter Server 4.1 (Update 1 を含む)
• VMware vCenter Server 4.0 (すべての Update を含む)
• VMware VirtualCenter Server 2.5 (すべての Update を含む)

ストレージ要件
VMware vCenter デスクトッププロバイダには、デスクトップで使用される仮想ディスクを格納するためのストレー
ジが必要です。ストレージは Oracle VDI ではなく VMware Infrastructure によって管理されます。ただし、Oracle
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VDI は、使用可能なストレージに関して vCenter にクエリーを送信でき、仮想ディスクの作成時には使用するデータ
ストアを選択できます。
VMware 認定のすべてのストレージを使用できます (詳細は、「VMware Compatibility Guide」を参照)。

4.3.2. VMware ESX サーバーの設定
VMware ESX サーバーは、物理ホストの CPU リソース、ストレージ、およびメモリーを複数の仮想マシンに抽象化
することにより、仮想化プラットフォームを実現する Linux ベースのアプライアンスです。

手順
1. ホストマシンの電源を入れ、VMware ESX サーバーの CD を CD ドライブに挿入します。
可能な場合は、Integrated Lights Out Manager (ILOM) などのリモート管理アプリケーションを使用して、よりす
ばやくインストールを完了させることもできます。
2. インストール時は、提示されるデフォルト設定を安全に信頼できます。
VMware ESX サーバーのインストール方法の詳細は、VMware のドキュメントを参照してください。
3. インストールが完了したら、VMware ESX サーバーにアクセスできるようにするため、VMware Virtual
Infrastructure Client をインストールします。
VMware Virtual Infrastructure Client のインストール方法の詳細は、VMware のドキュメントを参照してください。

4.3.3. VMware vCenter サーバーの設定
VMware vCenter は、複数の VMware ESX サーバーの集中管理を実現し、物理ホストにも仮想ホストにもインストー
ルすることができます。VMware のドキュメントを参照してください。

手順
VMware vCenter をインストールしたら、次の構成手順を完了します:
1. 管理対象のホストとして VMware ESX サーバーを追加します。
VMware vCenter で、ホストを追加するデータセンターを選択します。メニューバーで「インベントリ」、「デー
タセンター」、「ホストを追加」の順に移動し、手順に従います。
2. Windows XP の Windows システム準備ツールをインストールします。
これらのツールは、次の Microsoft Web サイトからダウンロードできます:
• Windows XP Service Pack 2 展開ツール
• Windows XP Service Pack 3 展開ツール
3. Sysprep ツールを CAB から次のディレクトリに展開します:
C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\VMWare\VMWare VirtualCenter\sysprep\xp

Microsoft Sysprep ツールのインストール方法の詳細は、VMware のドキュメントを参照してください。
4. Web サービス API にアクセスできるようにサーバーが構成されていることを確認します。
Oracle VDI では、VMware Infrastructure SDK によって提供される Web サービス API を利用して、VMware
vCenter と HTTPS 経由で通信します。
a. VMware vCenter Web Access コンポーネントがインストールされ、構成されていることを確認します。
b. システム上でアクティブになる可能性があるすべてのファイアウォールでポート 443 (HTTPS) が有効になって
いることを確認します。
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c. 簡単なテストとして、https:// <vCenter Host> /mob に移動します。すべて正常に機能する場合、VMware 管理
者のユーザー名とパスワードを入力したあとで VMware Infrastructure SDK ブラウザにアクセスできるように
なります。

4.3.4. プラットフォームの設定のテスト
Oracle VDI コンポーネントを設定する前に、仮想化プラットフォームの構成をテストすることを強くお勧めします。
簡単に手動テストを行うには、対象のテンプレートとカスタマイズ仕様を使用して仮想マシンをクローニングしたあ
と、クローニングした仮想マシンに RDP 経由でリモートアクセスします。

始める前に
プラットフォームの設定をテストするには、最初に、仮想マシンを作成する必要があります。詳細については、「仮
想マシンの作成方法 (VMware vCenter)」を参照してください。

手順
1. Virtual Infrastructure Client を開きます。
2. 対象のテンプレートを右クリックし、「このテンプレートから仮想マシンを配備する」を選択します。
a. 新しい仮想マシンの名前を指定するようウィザードから求められます。対象のホスト/クラスタおよび十分な空
き領域のあるデータストアを選択します。
b. 「ゲストのカスタマイズ」のステップで、「既存のカスタマイズ仕様を使用してカスタマイズする」オプショ
ンを選択し、先に作成したカスタマイズ仕様をリストから選択します。
c. 選択内容を確認し、「完了」をクリックすると、クローニングが開始されます。
3. クローニングが完了したら、新しい仮想マシンを選択して電源を投入します。
しばらくすると、仮想マシンの IP アドレスとホスト名が Virtual Infrastructure Client に表示されます。その IP ア
ドレスが一意であること、および、ホスト名が仮想マシン名に対応していることを確認してください。
4. VMware vCenter サーバーで、「スタート」、「すべてのプログラム」、「アクセサリ」、「通信」、「リモート
デスクトップ接続」の順にクリックして、「リモート デスクトップ接続」を開きます。
a. 「リモート デスクトップ接続」ウィンドウで、新しくクローニングした仮想マシンの IP アドレスを入力し
て、「接続」をクリックします。
b. すべてが正しく構成されている場合は、仮想マシンに対する全画面リモートデスクトップセッションが表示さ
れるはずです。

4.4. Sun Ray キオスクデスクトッププロバイダ
Oracle VDI Sun Ray キオスクデスクトッププロバイダを使用すると、標準の Oracle VDI デスクトップの代わりに、
既存の Sun Ray キオスクモードセッションタイプを使用できるようになります。Sun Ray キオスクデスクトッププロ
バイダのプールでは、キオスクセッションの引数を指定できます。ユーザー、グループ、またはトークンをキオスク
プールに割り当てると、標準の Oracle VDI デスクトップのほか、ユーザーのデスクトップセレクタ画面にもキオスク
セッションが表示されます。キオスクセッションが終了すると、ログイン画面に戻ります。
Sun Ray キオスクデスクトッププロバイダを使用すると、Oracle VDI 自体には用意されていないセッションタイプへ
のアクセスを提供でき、たとえば、Sun Ray VMware View コネクタなどの別のブローカを使用してリモートデスク
トップに接続したり、ロックダウンされた Web ブラウザで Web ベースのアプリケーションにアクセスできるように
することができます。
各 Sun Ray キオスクデスクトッププロバイダは、Oracle VDI Center で使用可能な 1 つのキオスクセッションタイプ
に対応しています。Sun Ray キオスクセッションプロバイダに接続された各プールには、キオスクセッションに関し
てそれぞれ固有の設定を指定できます (「キオスク設定を構成する方法 (Sun Ray キオスクプロバイダ)」を参照)。
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キオスクセッション環境
Sun Ray キオスクデスクトッププロバイダによって提供される一部の情報をキオスクセッションスクリプトで使用し
て、キオスクセッションが Oracle VDI で実行されているかどうかを検出できます。これは、Oracle VDI に各種キオ
スクセッションを統合するのに役立ち、たとえば、シングルサインオン機能を提供したり、ユーザーが複数のデスク
トップを使用できるように複数の異なるセッションを統合デスクトップとして動作させたりすることができます。次
の情報を使用できます:
• ログインしている Oracle VDI ユーザーのユーザー名は、VDA_USER 環境変数で使用できます。
• Oracle VDI ユーザーのパスワードは、VDA_SSO_AWARE 環境変数が true に設定されている場合にかぎり、キオス
クセッションプロセスによって標準入力から読み取ることができます。この環境変数はキオスクセッション記述子
で設定されている必要があります。デフォルトでは、パスワードは標準入力からは読み取られません。
• ログインしている Oracle VDI ユーザーのドメインは、VDA_DOMAIN 環境変数で使用できます。
• キオスクセッションに使用する X11 ディスプレイは、VDA_DISPLAY 環境変数で使用できます。
これが設定されていない場合は、現在のディスプレイの全画面表示と見なされます。
• キオスクセッションが表示される画面位置 (X11 ジオメトリ形式) は、VDA_GEOMETRY 環境変数で使用できま
す。
これが設定されている場合は、VDA_DISPLAY で指定されたディスプレイのウィンドウでセッションが実行されま
す。ジオメトリが設定されていない場合は、指定されたディスプレイの全画面表示でセッションが実行されます。
このような情報がキオスクセッションスクリプトでどのように使用される可能性があるかを次に簡単に示していま
す。
theUser="$VDA_USER"
thePassword=
theDomain="$VDA_DOMAIN"
theDisplay="$VDA_DISPLAY"
theGeometry="$VDA_GEOMETRY"
read thePassword

キオスクセッションタイプに関する制限
Sun Ray キオスクデスクトッププロバイダで使用できるキオスクセッションタイプには、いくつかの制限がありま
す。これらの制限のほとんどは、Oracle VDI 自体が Sun Ray キオスクモードで実行されることによるものです。Sun
Ray キオスクデスクトッププロバイダで実行されるキオスクセッションは、メイン Oracle VDI キオスクセッションの
サブプロセスです。次の点に注意してください:
• Sun Java Desktop System 3 および共通デスクトップ環境のキオスクタイプ (Oracle Solaris プラットフォームでの
み使用可能) は、Sun Ray キオスクデスクトッププロバイダ用に選択することはできますが、Oracle VDI では使用
できません。
• Oracle VDI セッションの検出に VDA_DISPLAY や VDA_GEOMETRY 環境変数を使用しないキオスクセッションタ
イプは、ユーザーが複数のデスクトップにアクセスできる場合、正しく機能しない可能性があります。
• root で実行する必要のあるキオスクセッション前スクリプトやキオスクセッション後スクリプトはサポートされて
いません。
KIOSK_SESSION_PRE または KIOSK_SESSION_POST キーを設定したキオスクセッションタイプは、Oracle VDI
で使用できません。
• キオスクセッションが終了しても、キオスクユーザーのホームディレクトリにある一時ファイルや一時フォルダは
消去されません。一時ファイルや一時フォルダは、同タイプまたは別タイプを問わず、ほかのキオスクセッション
に影響を及ぼす可能性があるため、一時ファイルや一時フォルダが作成されるキオスクセッションタイプは使用し
ないでください。
• キオスクセッションでバックグラウンドプロセスとして開始されるプロセスは、Oracle VDI セッションが終了する
まで継続して実行されます。
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• キオスクセッションで動作するキオスクコマンドやキオスク関数は、それを含んでいる Oracle VDI セッションに対
して次のように動作します:
• キオスクセッションを終了するために、kioskrestart(1) コマンドを使用することはできません。このコマンドを使
用すると、Oracle VDI セッション全体が終了します。
• kioskparam(1) や kioskstatus(1) などのコマンドを使用して、キオスクセッションの構成やステータスを照会する
ことはできません。これらのコマンドを使用しても、Oracle VDI キオスクセッションのパラメータしか報告され
ません。
• キオスクセッションによってプロセスが重要なプロセスとして開始された場合、その重要なプロセスが終了した
ときに、Oracle VDI セッション全体が終了します。キオスクセッション自体は、重要なプロセスとして実行され
ません。
• キオスクアプリケーションリストは、Sun Ray キオスクデスクトッププロバイダによって実行されるキオスク
セッションと正しく連携しません。構成可能なアプリケーションリストをサポートしている「デスクトップスタ
イル」セッションタイプは使用しないでください。

4.5. 汎用デスクトッププロバイダ
Oracle VDI などのデスクトップ仮想化ソリューションの利点の 1 つに、会社が従来のインフラストラクチャーから
仮想化インフラストラクチャーにゆっくりと移行できることがあります。Oracle VDI セットアップの構築は、ボトム
アップではなくトップダウンで実施した方がよい場合もあります。汎用デスクトッププロバイダ機能は、まさにこう
した目的のために作られました。
汎用デスクトッププロバイダは、任意の仮想マシンまたは物理マシンに対して RDP 接続を使用したデスクトッププロ
バイダとして機能します。これにより、Oracle VDI Manager を使用して個別の Windows PC をインポートおよび管理
できます。
詳細な手順については、「個別の Windows PC をインポートする方法」を参照してください。
個別の Windows PC のインポートについては、「個別の Windows PC をインポートする方法」を参照してください。

4.6. ストレージ
4.6.1. ストレージの概要
仮想化プラットフォームにはデスクトップに使用する仮想ディスクを作成および格納する場所が必要であるため、ス
トレージは仮想化と密接に関連しています。
ハードウェアに限りがある場合でも専用のストレージアプライアンスがある場合でも、Oracle VDI はユーザーの要件
に応じてさまざまなストレージタイプを使用できるように設計されています。Oracle VDI では 4 つのストレージタイ
プがサポートされています:
• ローカルストレージ
• ネットワークファイルシステムストレージ
• iSCSI ストレージ
• Sun ZFS ストレージ
特定のタイプのデスクトッププロバイダに使用できるストレージタイプは、次の表に示すように、仮想化プラット
フォームとオペレーティングシステムによって異なります。
ストレージタイプ

VirtualBox (Linux)

ローカル

✓

ネットワークファイルシス
テム

✓

iSCSI

✓

Sun ZFS

✓
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VirtualBox (Solaris)

Microsoft Hyper-V

✓

✓

ローカルストレージ

VMware vCenter デスクトッププロバイダにもストレージは必要ですが、このストレージは Oracle VDI ではなく
VMware Infrastructure によって管理されます。ただし、Oracle VDI は、使用可能なストレージに関して vCenter にク
エリーを送信でき、仮想ディスクの作成時には使用するデータストアを選択できます。
その他すべてのデスクトッププロバイダでは、ストレージは Oracle VDI とは無関係に管理されます。
サポートされているどのストレージタイプも、使用する前に準備する必要があります。必要な準備のレベルは、スト
レージがどれほど直接 Oracle VDI で管理されるかによって異なります。
デスクトッププロバイダは、高可用性のために複数のストレージを使用するように構成できます。Oracle VDI は、
最適なパフォーマンスの実現と負荷分散のために、仮想ディスクをクローニングおよびホストするストレージを、使
用可能な空き領域と現在のワークロードに基づいて選択します。仮想ディスクが作成されると、削除されるまでスト
レージに残ります。Sun Unified Storage Systems などの一部のストレージプラットフォームでは、ストレージクラス
タを作成し、ストレージサーバーのハードウェアコンポーネントに冗長性を持たせることもできます。
管理者はストレージの保守モードを有効にすることができます。保守モードでは、ストレージが無効になり、実行中
のすべてのデスクトップが停止または保存停止されます。このモードを有効にすると、ストレージで保守を実行でき
ます。また、このモードは、たとえばハードウェアを交換するためにストレージサーバーをレプリケートおよび交換
する場合にも便利です。

4.6.2. ローカルストレージ
ローカルストレージを使用すると、仮想化ホスト上の任意のローカルディレクトリを使用できます。
ローカルストレージは、Oracle Linux プラットフォームの Oracle VM VirtualBox デスクトッププロバイダでのみ使用
可能です。
ローカルストレージは低コストで設定でき、妥当なパフォーマンスが得られますが、高可用性配備には適しません。
このストレージは仮想化ホスト間で共有されないため、ハイパーバイザ間での個人用デスクトップの負荷分散はでき
ず、障害時の冗長性もありません。
ローカルストレージは、すべての仮想化ホストからアクセスされる集中ストレージではないため、ほかのすべてのス
トレージタイプとは異なります。代わりに、各仮想化ホストは自身のローカルディスクにアクセスして仮想ディスク
を格納します。ローカルストレージでは、仮想化ホストとストレージホストは同一です。ローカルストレージを使用
する場合、Oracle VDI はデスクトッププロバイダに追加された各仮想化ホストのローカルストレージを自動的に作成
して、各ホストの空き領域とデスクトップの数を監視できるようにします。
ローカルストレージは 1 つの Oracle VM VirtualBox デスクトッププロバイダに 1 つだけ作成でき、ローカルストレー
ジとほかのストレージタイプを混在させることはできません。

ストレージの準備
Oracle VDI でローカルストレージを使用するには、各仮想化ホストの同じ場所にディレクトリを構成する必要があり
ます。ディレクトリはローカルファイルシステム上にあることが必要で、共有のストレージ場所から提供されていて
はいけません。デスクトッププロバイダのストレージを追加するときは、そのディレクトリのパスを単純に指定しま
す。

ストレージが使用される仕組み
ユーザーがデスクトップを要求すると、Oracle VDI は仮想マシンを仮想化ホストに登録し、これにはローカルファイ
ルシステム内の仮想ディスクへのファイルパスが含まれます。

4.6.3. ネットワークファイルシステムストレージ
ネットワークファイルシステムストレージを使用すると、仮想化ホストでマウントまたは共有できる任意の分散ファ
イルシステムを使用できます。
ネットワークファイルシステムストレージは、Oracle Linux プラットフォームの Oracle VM VirtualBox デスクトップ
プロバイダでのみ使用可能です。
ネットワークファイルシステムストレージには、ネットワークファイルシステム (NFS) 共有を使用できます。本稼働
環境では、Oracle Cluster File System version 2 (OCFS2) など、クラスタ化用に設計されているファイルシステムを
使用することをお勧めします。
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ローカルストレージと比較して、ネットワークファイルシステムストレージは仮想化ホストに共有アクセスを提供し
ます。複数の共有と複数のネットワークパスを使用することにより、高可用性と冗長性を実現できます。ただし、
仮想ディスク I/O のパフォーマンスはローカルディスクより遅い場合があります。また、このストレージタイプの設
定、監視、および保守には管理のオーバーヘッドになります。

ストレージの準備
Oracle VDI でネットワークファイルシステムストレージを使用するには、ストレージホスト上にネットワークファイ
ルシステムを構成し、デスクトッププロバイダのすべての仮想化ホストの同じマウントポイントにマウントする必要
があります。デスクトッププロバイダのストレージを追加するときは、ストレージのマウントポイントのパスを単純
に指定します。
セキュアなファイルアクセス権で仮想ディスクをクローニングできるようになるため、仮想化ホストからネットワー
クファイルシステムへのルートアクセスを許可することをお勧めします。

ストレージが使用される仕組み
ユーザーがデスクトップを要求すると、Oracle VDI は仮想マシンを仮想化ホストに登録し、これには共有ファイルシ
ステム内の仮想ディスクへのファイルパスが含まれます。

4.6.4. iSCSI ストレージ
iSCSI ストレージを使用すると、Internet SCSI (iSCSI) プロトコルをサポートしている任意のストレージデバイスに仮
想化ホストを接続できます。
iSCSI ストレージは、Oracle Linux プラットフォームの Oracle VM VirtualBox デスクトッププロバイダでのみ使用可
能です。
iSCSI ストレージでは、既存の IP ネットワークを使用してストレージエリアネットワーク (SAN) デバイス上の LUN
に仮想ホストを接続することにより、ホストにはその LUN がローカルに接続されたディスクのように見えるようにし
ます。仮想化ホストは iSCSI イニシエータ (クライアント) として機能し、ストレージは iSCSI ターゲットです。
Oracle VDI で iSCSI ストレージを使用するための要件は次のとおりです:
• ストレージには Oracle Enterprise Linux の iSCSI スタックとの互換性が必要です。
• ストレージは iSCSI ターゲットと論理ユニット番号 (LUN) を公開できる必要があります。
• ストレージは LUN に対する非認証アクセスを提供する必要があります。

ストレージの準備
Oracle VDI で iSCSI ストレージを使用するには、ストレージホストに iSCSI ターゲットと LUN を構成する必要があ
ります。 Sun ZFS システムでの iSCSI ターゲットの設定には、iSCSI ターゲットを準備するための手順の例がいくつ
か示されています。
デスクトッププロバイダのストレージを追加するときは、次の詳細を指定します:
• ストレージホストの IP アドレスまたは完全修飾 DNS 名。
• iSCSI ターゲットの iSCSI 修飾名 (IQN)。
• LUN 番号。

ストレージが使用される仕組み
Oracle VDI は iSCSI を使用してストレージホスト上の LUN に接続します。次に、Oracle VDI は Oracle Cluster File
System version 2 (OCFS2) を使用して LUN を自動的にフォーマットし、すべての仮想化ホストの /vdi にファイル
システムをマウントします。VirtualBox コマンド行を使用して、共有ファイルシステムに仮想ディスクが作成されま
す。
ユーザーがデスクトップを要求すると、Oracle VDI は仮想マシンを仮想化ホストに登録し、これには、マウントされ
た OCFS2 ファイルシステム内の仮想ディスクへのパスが含まれます (図 4.1を参照)。
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図4.1 iSCSI ストレージと VirtualBox

4.6.5. Sun ZFS ストレージ
Sun ZFS ストレージを使用すると、Sun Storage 7000 Unified Storage System または Oracle Solaris ホスト上の
Zettabyte File System (ZFS) ストレージプールを使用できます。サポートされている Sun ZFS ストレージプラット
フォームは次のとおりです:
• Oracle Solaris 10 10/09 x86 (64 ビット) 以降

注記
Oracle Solaris 11 および SPARC プラットフォームの Oracle Solaris はサポートされてい
ません。
• Sun Storage 7000 シリーズ Unified Storage System 2009.Q2.5.1 以降
Sun Storage 7000 Unified Storage System については、次の点に注意してください:
• パフォーマンスの理由から、LogZilla とも呼ばれる書き込み半導体ドライブ (SSD) がない場合は書き込みキャッ
シュを無効にしないでください。書き込みキャッシュが有効になっていて、書き込み SSD が存在する場合、書き込
み SSD は使用されません。書き込みキャッシュの詳細は、「ZFS ストレージキャッシュについて」を参照してく
ださい。
• Oracle VDI では、デフォルトプールのみがサポートされています。
関心領域を区分けするには、プロジェクトを使用します。
サポートされているストレージの詳細は、次を参照してください:
• Oracle VDI での Sun ZFS Storage Appliance の使用に関する Oracle Technology Network の記事
• Oracle Solaris 10 のドキュメント
• Sun Unified Storage 7000 シリーズのホワイトペーパーおよびドキュメント
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ストレージの準備
ZFS ストレージを使用するには、Oracle VDI にはストレージホストおよびそのホスト上の ZFS プールに対する SSH
ルートアクセスが必要です。次にいくつかの手順例が示されています:
• Sun Storage 7000 Unified Storage System の設定
• Oracle Solaris ストレージの設定
Sun Storage 7000 Unified Storage System を使用すると、ストレージクラスタを作成し、ストレージホストのハード
ウェアコンポーネントに冗長性を持たせることができます。Oracle VDI で使用するクラスタの構成については、 Sun
Storage 7000 Unified Storage System のストレージクラスタ化を参照してください。
ストレージを構成したあとは、障害時のバックアップと回復に備えてストレージホストを準備することをお勧めしま
す。次にいくつかの手順例が示されています:
• Sun Storage 7000 Unified Storage System のレプリケートと置き換え
• Oracle Solaris ストレージシステムのレプリケートと置き換え
デスクトッププロバイダのストレージを追加するときは、次の詳細を指定します:
• ストレージホストの IP アドレスまたは完全修飾 DNS 名。
• ホストで使用される SSH ポート。
• ホストに対するルートアクセスを持つユーザーのユーザー名とパスワード。

VirtualBox (Solaris) および Hyper-V デスクトッププロバイダでストレージが使用される仕組み
各仮想ディスクは ZFS プール内にシンプロビジョニングされた (疎) ZFS ボリュームとして作成され、各 ZFS ボ
リュームはストレージホスト上に iSCSI ターゲットとして構成されます。Oracle VDI は Sun Unified Storage コマン
ド行 (Sun Storage 7000 Unified Storage System) または ZFS コマンド (Oracle Solaris ホスト) を使用して、この構成
を実行します。
ユーザーがデスクトップを要求すると、Oracle VDI は仮想マシンを仮想化ホストに登録し、これには ZFS ボリューム
の iSCSI ターゲットアドレスが含まれます。デスクトップが起動されると、図 4.2に示すように、iSCSI を使用してデ
スクトップが仮想ディスクに接続されます。

図4.2 Oracle Solaris プラットフォームでの Sun ZFS ストレージと VirtualBox
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VirtualBox (Linux) デスクトッププロバイダでストレージが使用される仕組み
ZFS プール内に単一のシンプロビジョニングされた (疎) ZFS ボリュームが構成され、この ZFS ボリュームはス
トレージホスト上に iSCSI ターゲットとして構成されます。Oracle VDI は Sun Unified Storage コマンド行 (Sun
Storage 7000 Unified Storage System) または ZFS コマンド (Oracle Solaris ホスト) のいずれかを使用して、この構成
を実行します。仮想化ホストでは、Oracle VDI は iSCSI を使用してストレージホスト上の ZFS ボリュームに接続し
ます。このボリュームは Oracle Cluster File System version 2 (OCSF2) ファイルシステムを使用してフォーマットさ
れ、すべての仮想化ホストの /vdi にマウントされます。次に、VirtualBox コマンド行を使用して、共有ファイルシス
テムに仮想ディスクが作成されます。
ユーザーがデスクトップを要求すると、Oracle VDI は仮想マシンを仮想化ホストに登録し、これには、マウントされ
た OCFS2 ファイルシステム内の仮想ディスクへのパスが含まれます (図 4.3を参照)。

図4.3 Oracle Linux プラットフォームでの Sun ZFS ストレージと VirtualBox

4.6.6. iSCSI および Sun ZFS ストレージの準備
4.6.6.1. Sun ZFS システムでの iSCSI ターゲットの設定
次の手順は、Sun Storage 7000 Unified Storage System および Oracle Solaris システムに iSCSI ターゲットを構成す
る方法の例として示されています。自分の iSCSI ストレージデバイスに合わせて原則を適用してください。

Sun Storage 7000 Unified Storage System での iSCSI ターゲットの設定
1. Sun Storage 7000 Unified Storage System のブラウザユーザーインタフェース (BUI) にログインします。
2. ナビゲーション領域で、「構成」をクリックし、「SAN」をクリックします。
3. iSCSI ターゲットを作成します。
a. 「iSCSI ターゲット」をクリックし、「追加」ボタン (+) をクリックします。
新規 iSCSI ターゲットのウィンドウが表示されます。
b. ターゲット IQN に自動割り当てが選択されていることを確認します。
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c. 「別名」ボックスに iSCSI ターゲットの別名を入力します。
別名は Oracle VDI で実際には使用されません。
d. イニシエータ認証モードに「なし」が選択されていることを確認します。
e. 「了解」をクリックします。
新しい iSCSI ターゲットがターゲットのリストに追加されます。
iSCSI ターゲットの iSCSI 修飾名 (IQN) は、デスクトッププロバイダのストレージを構成するときに必要にな
るため、この IQN を書きとめてください。
4. iSCSI ターゲットを iSCSI ターゲットグループに追加します。
a. 新しい iSCSI ターゲットを iSCSI ターゲットグループのリストにドラッグ&ドロップします。
ターゲットの新しいグループを作成するか、既存のグループにターゲットを追加することができます。
b. 「適用」ボタンをクリックします。
5. ナビゲーション領域で、「共有」をクリックし、そのページがまだ選択されていない場合は「共有」をクリックし
ます。
6. 論理ユニット番号 (LUN) を作成します。
a. 「LUN」をクリックし、「追加」ボタン (+) をクリックします。
LUN の作成のウィンドウが表示されます。
b. 「プロジェクト」リストから自分のプロジェクトを選択します。
c. 「名前」ボックスに LUN の名前を入力します。
d. ボリュームサイズボックスにボリュームのサイズを入力します。
ボリュームには、このストレージを使用するすべてのデスクトッププロバイダのすべての仮想ディスクを格納
できる十分な大きさが必要です。
e. シンプロビジョニングを選択します。
f.

ターゲットグループのリストから、この iSCSI ボリュームが属する iSCSI ターゲットグループを選択します。

g. 動作ステータスのリストから「オンライン」が選択されていることを確認します。
h. 「適用」ボタンをクリックします。
新しい LUN が LUN のリストに追加されます。
7. 新しい LUN の設定を編集します。
a. LUN の名前をダブルクリックするか、LUN 名の右にある鉛筆アイコンをクリックします。
b. 「プロトコル」をクリックし、書き込みキャッシュが有効を選択します。
c. 「適用」ボタンをクリックします。
8. 表示される、割り当てられた LU 番号を書きとめます。
この LUN 番号は、デスクトッププロバイダのストレージを構成するときに必要です。

Oracle Solaris システムでの iSCSI ターゲットの設定
1. Oracle Solaris ホストにスーパーユーザーとしてログインします。
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2. ZFS 疎ボリュームを作成します。
# zfs create -sV<size> <poolname>/<volumename>

例:
# zfs create -sV 100G vdipool/vdi-disks

3. ZFS ボリュームを iSCSI 上で共有します。
# zfs set shareiscsi=on <poolname>/<volumename>

例:
# zfs set shareiscsi=on vdipool/vdi-disks

4. iscsitadm list target コマンドを使用して iSCSI ターゲットの詳細を取得します。
# iscsitadm list target
Target: vdipool/vdi-disks
iSCSI Name: iqn.1986-03.com.sun:02:f3510986-6ed5-ca3e-bc25-a25e2056e5a7
Connections: 0

詳細を書きとめます。Oracle VDI でストレージを構成するときに、「ターゲット」には iSCSI 名、「LU 番号」に
は 0 を使用します。

4.6.6.2. Sun Storage 7000 Unified Storage System の設定
サポートされている Sun Storage 7000 Unified Storage System のリストについては、「Sun ZFS ストレージ」を参照
してください。

手順
1. システムを設定します。
Sun Storage 7000 Unified Storage System の「Quick Setup」マニュアルに記載されている手順に従ってくださ
い。
2. (省略可能) Sun Storage 7000 Unified Storage System ソフトウェアを更新します。
Sun Storage 7000 Unified Storage System ソフトウェアを更新して、重要なパフォーマンスの機能拡張を入手し
ます。サポートされているソフトウェアリリースについては、「Sun ZFS ストレージ」を参照してください。
3. プロジェクトを作成します。
デフォルトのプールだけがサポートされているため、Oracle VDI で使用する別の ZFS プールを作成する必要はあ
りません。代わりに、プロジェクトを使用してデータを分離します。
プロジェクト名は一意にする必要があります。ストレージクラスタを使用している場合、両方のヘッドに存在する
プロジェクト名を使用すると、フェイルオーバー時に Oracle VDI が失敗します。

4.6.6.3. Oracle Solaris ストレージの設定
サポートされている Oracle Solaris ストレージシステムのリストについては、「Sun ZFS ストレージ」を参照してく
ださい。

手順
1. Oracle Solaris オペレーティングシステムをインストールします。
Oracle Solaris インストーラには、ルートファイルシステム用に UFS または ZFS を使用する選択肢があります。
ホストにディスクが 1 つだけある場合は、ZFS を選択します。ホストに複数のディスクがあり、ほかのディスク
が Oracle VDI ZFS プール専用になっている場合、2 つのオプションのどちらを選択しても構いません。
2. ルートアクセスを有効にします。
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a. ファイル /etc/ssh/sshd_config を編集し、PermitRootLogin no という行を PermitRootLogin yes に変更しま
す。
b. SSHD サービスを再起動し、sshd_config ファイルに対して行なった変更を実装します。
# svcadm restart ssh

3. (省略可能) ZFS プールを作成します。
インストール時に ZFS が選択された場合、Oracle Solaris OS インストーラは rpool という名前のプールを作成し
ます。このプールは、ルートファイルシステムを含み、Oracle VDI によっても使用可能です。専用のプールを作
成して、Oracle VDI データを Oracle Solaris ファイルシステムから切り離します。
# zpool create <pool name> <disk1> <disk2> <disk3> ...

4. iSCSI アクセスを有効にします。
Oracle Solaris OS ストレージサーバーの root として次の CLI コマンドを入力します。
# svcadm enable svc:/system/iscsitgt:default

4.6.6.4. Sun Storage 7000 Unified Storage System のストレージクラスタ化
ファームウェア 2010.Q1.0.0 以降を使用している Sun Storage 7000 Unified Storage System の場合、Oracle VDI はア
クティブ/パッシブおよびアクティブ/アクティブのストレージクラスタをサポートします。クラスタ化されたストレー
ジは、個別のストレージと同じ方法で Oracle VDI によって管理されます。
ストレージクラスタは、CPU、メモリー、メインボード、ネットワークカードなどのサーバーコンポーネントに冗長
性をもたらしますが、ディスクやそのコントローラの冗長性は高めません。その点については、JBODS および RAID
レベルの使用によって対処します。
クラスタ内の 2 つのストレージサーバー (「ヘッド」と呼びます) は、Clustron という特別なカードによって接続され
るため、ヘッド同士で状態や構成情報を交換したり、故障したヘッドを検出したりできるようになります。
リソースは、クラスタの主要な概念で、一般にはネットワークインタフェースまたはストレージプールのいずれかの
ことです。可用性を確保するため、ヘッドが停止した場合は、別のヘッドがリソースを引き継ぎます。
クラスタを設定するときの主な構成手順は、単独の設定の場合と同じようにリソースを定義し (「構成」、「ストレー
ジ」または「構成」、「ネットワーク」)、ヘッドをリソースの所有者として割り当てる (「構成」、「クラスタ」) こ
とです。
一方のヘッドがすべてのリソースを所有している場合、そのクラスタは「アクティブ/パッシブ」と呼ばれます。両方
のヘッドがリソースを所有している場合、そのクラスタは「アクティブ/アクティブ」と呼ばれます。アクティブ/パッ
シブのクラスタでは、片方のヘッドに障害が発生してもパフォーマンスが低下しないのに対し、アクティブ/アクティ
ブのクラスタでは、通常動作時に両方のヘッドが活発に要求を処理するため、利用可能なハードウェアをより有効に
利用できます。
両方のストレージで利用できる同一のハードウェアは、1 つのヘッドが所有する 1 つのリソースを作成する場
合のみに使用できます。たとえば、nge0 デバイスを使用して 192.168.100.100 インタフェースを構成し、ヘッ
ド 1 をその所有者として割り当てた場合、ヘッド 2 はヘッド 1 に障害が発生した際に nge0 デバイスを使用して
192.168.100.100 インタフェースを引き継ぎます。これを実現するためには、nge0 デバイスがヘッド 2 で使用されて
いないことが必要です。
クラスタ化されたインタフェースに関するもう 1 つの制約は、静的に構成する必要があることです。DHCP は使用で
きません。
それぞれ 4 台のネットワークデバイスとアレイを備えた 2 つのストレージの一般的な設定:
Head1

Head2

nge0

所有者

-

nge1

所有者

-

nge2

-

所有者
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Head1

Head2

nge3

-

所有者

アレイ 1

所有者

-

アレイ 2

-

所有者

一般に、nge0 と nge1 および nge2 と nge3 はトランキング/集積されています。
Sun Storage 7000 シリーズ Unified Storage System およびクラスタ化の詳細は、管理ガイドを参照してください:
• PDF 形式 - Sun Storage 7000 シリーズ Unified Storage System
• オンラインヘルプ形式 - https://your storage DNS または IP:215/wiki/index.php/Configuration:Cluster

4.6.6.5. Sun Storage 7000 Unified Storage System のレプリケートと置き換え
ストレージのレプリケーションは、低コストで Oracle VDI をインストールする場合にストレージサーバーの可用性を
高めるための有効な手法です。Sun Storage 7000 Unified Storage System がレプリケートされたあと、Oracle VDI の
ストレージ置き換え機能によって、何らかの理由でストレージサーバーで障害が発生した場合に、レプリケートした
ストレージサーバーを Oracle VDI Manager から容易に有効にすることができます。

準備
Sun Storage 7000 Unified Storage System をレプリケーション用に構成し、レプリケートします。レプリケーション
は、組み込まれている機能で、Sun Unified Storage System のブラウザユーザーインタフェース (BUI) から構成でき
ます。次の手順は、2010.Q1 以上のファームウェアに対して有効です。
1. レプリケーションのターゲットストレージを「リモートレプリケーション」サービスに追加します。「構成」、
「サービス」の順に選択します。
2. プロジェクトにレプリケーションアクションを追加します。「共有」、「プロジェクト」、<プロジェクト>、
「レプリケーション」の順に選択します。「スナップショットを含める」オプションを選択する必要があります。
これで、ZFS 構造がレプリケーションパッケージとしてターゲットストレージにレプリケートされます。

障害回復
ストレージサーバーに障害が発生した場合は、次の手順を使用してストレージサーバーを置き換え、再度有効にしま
す。
1. 障害の発生したストレージサーバーを無効にします。
a. Oracle VDI Manager で、「デスクトッププロバイダ」に移動します。
b. 障害の発生したストレージサーバーを使用しているデスクトッププロバイダを選択します。
c. 「ストレージ」タブに移動し、ストレージサーバーを選択して、「保守」をクリックします。
d. サーバーが保守モードに入り始める時間を選択するか、「今すぐ」をクリックして現在の時間を選択します。
e. 「OK」をクリックして保守モードジョブを送信します。
2. Unified Storage System UI で、レプリケーションパッケージをローカルプロジェクトに変換します。
レプリケーションターゲットのレプリケーション接続を切断します。「共有」、「プロジェクト」、「レプリ
カ」、<レプリケーションパッケージ>、「レプリケーション」の順に選択します。
3. 新しいストレージサーバーを有効にします。
a. Oracle VDI Manager で、「デスクトッププロバイダ」に移動します。
b. 障害の発生したストレージサーバーを使用しているデスクトッププロバイダを選択します。
c. 「ストレージ」タブに移動します。
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d. 置き換えるストレージサーバーを選択し、「置換」をクリックしてストレージの置換ウィザードを起動しま
す。新しいストレージ (レプリケーションターゲット) に関する情報を入力します。
e. 新しいストレージを選択し、「編集」をクリックしてストレージの編集ウィザードを起動します。
f.

新しいストレージに関する追加情報を入力します。

g. 新しいストレージを選択し、「有効」をクリックします。

4.6.6.6. Oracle Solaris ストレージシステムのレプリケートと置き換え
ストレージのレプリケーションは、低コストで Oracle VDI をインストールする場合にストレージサーバーの可用性を
高めるための有効な手法です。Oracle Solaris ストレージシステムをレプリケートしたあと、Oracle VDI Manager を
使用して、障害の発生したストレージサーバーをレプリケート済みストレージに置き換えることができます。

準備
Oracle Solaris ストレージを別のホストにレプリケートします。
1. ストレージプール全体の ZFS スナップショットを取得します。
# zfs snapshot <pool>@rep

2. ストレージプールの各ボリュームの ZFS スナップショットを取得します。
各ボリュームに対して次のコマンドを使用します。
# zfs snapshot <pool>/<volume>@rep

3. ZFS ファイルシステムを新しいストレージホストにエクスポートします。
# zfs send -R <pool>@rep | ssh root@<host> zfs receive -dF <newpool>

4. 元のストレージサーバーおよび新しいストレージサーバーですべての ZFS スナップショットを削除します。
ストレージプール全体に対して次のコマンドを使用します。
# zfs destroy <pool>@rep

各ボリュームに対して次のコマンドを使用します。
# zfs destroy <pool>/<volume>@rep

障害回復
ストレージサーバーに障害が発生した場合は、この手順を使用してストレージサーバーを置き換えます。
1. 障害の発生したストレージサーバーを無効にします。
a. Oracle VDI Manager で、「デスクトッププロバイダ」に移動します。
b. 障害の発生したストレージサーバーを使用しているデスクトッププロバイダを選択します。
c. 「ストレージ」タブに移動します。
d. ストレージサーバーを選択し、「保守」をクリックします。
e. サーバーが保守モードに入り始める時間を選択するか、「今すぐ」をクリックして現在の時間を選択します。
f.

「OK」をクリックして保守モードジョブを送信します。

2. 新しいストレージサーバーを有効にします。
a. 「ストレージ」タブに移動します。
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b. 置き換えるストレージサーバーを選択し、「置換」をクリックしてストレージの置換ウィザードを起動しま
す。
c. 新しいストレージに関する情報を入力します。
d. 新しいストレージを選択し、「編集」をクリックしてストレージの編集ウィザードを起動します。
e. 新しいストレージに関する追加情報を入力します。
f.

新しいストレージを選択し、「有効」をクリックします。

4.7. デスクトッププロバイダの作成
デスクトッププロバイダには、ベースとなる仮想化プラットフォームの詳細がカプセル化されます。デスクトップ
プールを作成するには、少なくとも 1 つのデスクトッププロバイダを構成する必要があります。システムが管理可能
なプロバイダの数に制限はありません。いつでも追加のプロバイダを構成できます。
デスクトッププロバイダは、指定したピーク時間中および時間外に、デスクトップのクローニングおよびリサイクル
の同期ジョブを指定した数だけ実行するようにも構成できます。詳細については、「デスクトッププロバイダのピー
ク時の設定」を参照してください。

4.7.1. Oracle VM VirtualBox デスクトッププロバイダの作成
ストレージタイプの可用性と使用方法が異なるため、Oracle VM VirtualBox デスクトッププロバイダで同じオペレー
ティングシステムを使用する必要があります。Oracle Solaris と Oracle Linux の仮想ホストを混在させることはでき
ません。
Oracle VM VirtualBox デスクトッププロバイダには、ストレージのほかに仮想化ホストが必要です。サポートされて
いるストレージタイプ、および Oracle VDI で使用するために必要な準備の詳細については、「ストレージの概要」を
参照してください。

Oracle VDI Manager の手順
1. Oracle VDI Manager で、ナビゲーションツリーから「デスクトッププロバイダ」を選択します。
2. 「デスクトッププロバイダ」テーブルで「新規」をクリックします。
新規デスクトッププロバイダウィザードが表示されます。
3. 「デスクトッププロバイダの種類を選択」のステップで、「Oracle VM VirtualBox」を選択します。
4. 「ホストの指定」のステップで、「新規ホストの指定」を選択します。
5. 「新規ホストの指定」のステップで、ホストの詳細を入力します。
a. 「ホスト」フィールドに、VirtualBox ホストの完全修飾 DNS 名または IP アドレスを入力します。
b. 「SSL ポート」フィールドに、VirtualBox ホストとの SSL 通信に使用するポート番号を入力します。
これは、VirtualBox のインストール時に指定されたポートです。デフォルトの SSL ポートはポート 443 で
す。
SSL を使用しない場合は、「SSL 暗号化を使用」を選択解除します。
c. 「SSH ポート」フィールドに、VirtualBox ホストへの SSH 接続に使用するポート番号を入力します。
d. 「ユーザー名」および「パスワード」フィールドに、VirtualBox ホストに対するルートアクセスを持つユー
ザーの資格を入力します。
e. 「証明書の検証」のステップで、SSH および SSL の証明書の詳細が正しいことを確認します。
これは、デスクトッププロバイダに正規の VirtualBox ホストを追加していることを確認して、セキュリティー
を確保するための重要なステップです。
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「ホストの指定」のステップが再度表示されます。
6. VirtualBox ホストをさらに追加する場合は、「新規ホストの指定」を選択し、ステップ 5 に示されているホストの
詳細を入力します。それ以外の場合は、「既存のホストの選択」を選択します。
7. 「ストレージの指定」のステップで、「新規ストレージの指定」を選択します。
Oracle Solaris 仮想化ホストの場合は、Sun ZFS ストレージだけを使用できます。
Oracle Linux 仮想化ホストの場合は、ローカルストレージとほかのストレージタイプを混在させることはできませ
ん。ローカルストレージは 1 つだけ追加できます。
Sun ZFS ストレージ:
a. 「ストレージの種類」リストから Sun ZFS ストレージを選択します。
b. 「ストレージ」フィールドに、ストレージの完全修飾 DNS 名または IP アドレスを入力します。
c. 「SSH ポート」フィールドに、ストレージへの SSH 接続に使用するポート番号を入力します。
d. 「ユーザー名」および「パスワード」フィールドに、ストレージに対するルートアクセスを持つユーザーの資
格を入力します。
e. 「証明書の検証」のステップで、SSH 証明書の詳細が正しいことを確認します。
これは、デスクトッププロバイダに正規のストレージホストを追加していることを確認して、セキュリティー
を確保するための重要なステップです。
f.

「ZFS プールの選択」のステップで、「ZFS プール」リストから ZFS プールの名前をクリックします。

iSCSI ストレージ:
a. 「ストレージの種類」リストから「iSCSI ストレージ」を選択します。
b. 「ストレージ」フィールドに、ストレージの完全修飾 DNS 名または IP アドレスを入力します。
c. 「ターゲット」フィールドに、iSCSI ボリュームの iSCSI 修飾名 (IQN) を入力します。
d. 「LU 番号」フィールドに、iSCSI ボリュームの論理ユニット番号を入力します。
ネットワークファイルシステムストレージ:
a. 「ストレージの種類」リストから「ネットワークファイルシステム」を選択します。
b. 「名前」フィールドにストレージの名前を入力します。
c. 「パス」フィールドに、仮想化ホスト上のストレージのマウントポイントを入力します。
ローカルストレージ:
a. 「ストレージの種類」リストから「ローカルストレージ」を選択します。
b. 「パス」フィールドに、仮想化ホスト上のストレージのパスを入力します。
ストレージを追加したら、「ホストの指定」のステップが再度表示されます。
8. さらにストレージを追加する場合は、「新規ストレージの指定」を選択し、ステップ 7 に示されているストレー
ジの詳細を入力します。それ以外の場合は、「既存のホストの選択」を選択します。
9. 「デスクトッププロバイダの定義」のステップで、デスクトッププロバイダの詳細を入力します。
a. 「名前」フィールドにデスクトッププロバイダの名前を入力します。
b. (省略可能)「コメント」フィールドに、デスクトッププロバイダに関する任意の注記を入力します。
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10. 「レビュー」のステップで、デスクトッププロバイダの構成を確認し、「完了」をクリックします。
新しいデスクトッププロバイダが「デスクトッププロバイダ」テーブルに追加されます。
ローカルストレージを追加し、デスクトッププロバイダに複数の仮想化ホストが含まれている場合、Oracle VDI
は各仮想化ホストのローカルストレージを自動的に作成して、空き領域とデスクトップの数を監視できるようにし
ます。

注意
デスクトッププロバイダのストレージをはじめて追加したときに、仮想化ホストで
Oracle Linux プラットフォームが使用されている場合は、Oracle VDI Manager に重大
な警告が表示され、この警告がクリアされるまでにしばらくかかることがあります。
これは、Oracle VDI が構成済みのストレージを Oracle Cluster File System version 2
(OCFS2) を使用してフォーマットするためで、ボリュームのサイズによってはこれに時
間がかかることがあります。

コマンド行の手順
1. 新規 Oracle VM VirtualBox デスクトッププロバイダを作成します。
vda provider-vb-create -p name=<name>

2. VirtualBox ホストを少なくとも 1 つ、デスクトッププロバイダに追加します。
vda provider-add-host -p host=<host>,username=<username> <provider>

3. ストレージホストを少なくとも 1 つ、デスクトッププロバイダに追加します。
ストレージを追加する前に、VirtualBox ホストを少なくとも 1 つ、デスクトッププロバイダに追加する必要があり
ます。
Oracle Solaris 仮想化ホストの場合は、Sun ZFS ストレージだけを使用できます。
Oracle Linux 仮想化ホストの場合は、ローカルストレージとほかのストレージタイプを混在させることはできませ
ん。ローカルストレージは 1 つだけ追加できます。
Sun ZFS ストレージ:
vda provider-add-storage-zfs \
-p host=<host>,username=<username>,zfspool=<zfspool> <provider>

iSCSI ストレージ:
vda provider-add-storage-iscsi \
-p host=<host>,target=<target>,lu-number=<lu-number> <provider>

ネットワークファイルシステムストレージ:
vda provider-add-storage-networkfs \
-p host=<host>,path=<path> <provider>

ローカルストレージ:
vda provider-add-storage-local \
-p path=<path> <provider>

ローカルストレージを追加し、デスクトッププロバイダに複数の仮想化ホストが含まれている場合、Oracle VDI
は各仮想化ホストのローカルストレージを自動的に作成して、各ホストの空き領域とデスクトップの数を監視でき
るようにします。

注意
デスクトッププロバイダのストレージをはじめて追加したときに、仮想化ホストで
Oracle Linux プラットフォームが使用されている場合は、プロバイダのステータスが
重大と表示され、重大ステータスがクリアされるまでにしばらくかかることがありま
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す。これは、Oracle VDI が構成済みのストレージを Oracle Cluster File System version 2
(OCFS2) を使用してフォーマットするためで、ボリュームのサイズによってはこれに時
間がかかることがあります。
次の例では、2 つのホストと 1 つの iSCSI ストレージを備えた Oracle VM VirtualBox デスクトッププロバイダを作成
します。
vda provider-vb-create -p name="VB provider"
vda provider-add-host \
-p host=vb1.example.com,username=root "VB provider"
vda provider-add-host \
-p host=vb2.example.com,port=444,username=root "VB provider"
vda provider-add-storage-iscsi \
-p host=192.168.0.1,\
target=iqn.1986-03.com.sun:02:a5e94e8d-03b8-e50e-9b67,lu-number=12 "VB provider"

4.7.2. Microsoft Hyper-V デスクトッププロバイダの作成
Oracle VDI Manager の手順
1. Oracle VDI Manager で、ナビゲーションツリーから「デスクトッププロバイダ」を選択します。
2. 「デスクトッププロバイダ」テーブルで「新規」をクリックします。
新規デスクトッププロバイダウィザードが表示されます。
3. 「デスクトッププロバイダの種類を選択」のステップで、「Microsoft Hyper-V」を選択します。
4. 「ホストの指定」のステップで、「新規ホストの指定」を選択します。
5. 「新規ホストの指定」のステップで、ホストの詳細を入力します。
a. 「ホスト」フィールドに、Hyper-V ホストの完全修飾 DNS 名または IP アドレスを入力します。
b. 「SSL ポート」フィールドに、Hyper-V ホストとの SSL 通信に使用するポート番号を入力します。
これは、ホストで Windows リモート管理 (WinRM) 用に構成されているポートです。デフォルトの SSL ポー
トはポート 443 です。
c. 「ユーザー名」および「パスワード」ボックスに、Hyper-V ホストに対する管理特権を持つユーザーの資格を
入力します。
d. 「証明書の検証」のステップで、SSL 証明書の詳細が正しいことを確認します。
これは、デスクトッププロバイダに正規の Hyper-V ホストを追加していることを確認して、セキュリティーを
確保するための重要なステップです。
「ホストの指定」のステップが再度表示されます。
6. Microsoft Hyper-V ホストをさらに追加する場合は、「新規ホストの指定」を選択し、ステップ 5 に示されている
ホストの詳細を入力します。それ以外の場合は、「既存のホストの選択」を選択します。
7. 「ストレージの指定」のステップで、「新規ストレージの指定」を選択します。
a. 「ストレージ」フィールドに、ストレージの完全修飾 DNS 名または IP アドレスを入力します。
b. 「SSH ポート」フィールドに、ストレージへの SSH 接続に使用するポート番号を入力します。
c. 「ユーザー名」および「パスワード」ボックスに、ストレージに対するルートアクセスを持つユーザーの資格
を入力します。
d. 「証明書の検証」のステップで、SSH 証明書の詳細が正しいことを確認します。
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これは、デスクトッププロバイダに正規のストレージホストを追加していることを確認して、セキュリティー
を確保するための重要なステップです。
e. 「ZFS プールの選択」のステップで、「ZFS プール」リストから ZFS プールの名前をクリックします。
ストレージを追加したら、「ホストの指定」のステップが再度表示されます。
8. さらにストレージを追加する場合は、「新規ストレージの指定」を選択し、ステップ 7 に示されているストレー
ジの詳細を入力します。それ以外の場合は、「既存のホストの選択」を選択します。
9. 「デスクトッププロバイダの定義」のステップで、デスクトッププロバイダの詳細を入力します。
a. 「名前」フィールドにデスクトッププロバイダの名前を入力します。
b. (省略可能)「コメント」フィールドに、デスクトッププロバイダに関する任意の注記を入力します。
10. 「レビュー」のステップで、デスクトッププロバイダの構成を確認し、「完了」をクリックします。
新しいデスクトッププロバイダが「デスクトッププロバイダ」テーブルに追加されます。

コマンド行の手順
1. 新規 Microsoft Hyper-V デスクトッププロバイダを作成します。
vda provider-hv-create -p name=<name>

2. Microsoft Hyper-V ホストを少なくとも 1 つ、デスクトッププロバイダに追加します。
vda provider-add-host \
-p host=<host>,username=<username> <provider>

3. ストレージホストを少なくとも 1 つ、デスクトッププロバイダに追加します。
vda provider-add-storage-zfs \
-p host=<host>,username=<username>,zfspool=<zfspool> <provider>

次の例では、2 つのホストと 1 つのストレージを備えた Microsoft Hyper-V デスクトッププロバイダを作成します。
vda provider-hv-create -p name="HyV provider"
vda provider-add-host \
-p host=my.first.hyv.com,port=443,username=root "HyV provider"
vda provider-add-host \
-p host=my.second.hyv.com,port=443,username=root "HyV provider"
vda provider-add-storage \
-p host=my.zfs.com,username=root,zfspool=vda_zfspool "HyV provider"

4.7.3. Microsoft リモートデスクトッププロバイダの作成
Microsoft リモートデスクトッププロバイダの構成方法は、リモートデスクトップサービス (RDS) ホストに Windows
リモート管理 (WinRM) が構成されているかどうか、および、RDS ファームが存在するかどうかによって異なりま
す。Oracle VDI は WinRM を使用してセッション情報と負荷情報を RDS ホストから取得します。WinRM が構成され
ておらず、RDS ファームがない場合、Oracle VDI はセッションをホスト間で負荷分散できないため、デスクトッププ
ロバイダには 1 つの RDS ホストだけを含めることができます。

Oracle VDI Manager の手順 (WinRM が構成されている場合)
次のいずれかを含むデスクトッププロバイダを構成するには、次の手順に従います:
• RDS ファームがなく、WinRM が構成されている個別の RDS ホスト。
• ファーム内の各 RDS ホストに WinRM が構成されている、RDS ホストのファーム。
1. Oracle VDI Manager で、ナビゲーションツリーから「デスクトッププロバイダ」を選択します。
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2. 「デスクトッププロバイダ」テーブルで「新規」をクリックします。
新規デスクトッププロバイダウィザードが表示されます。
3. 「デスクトッププロバイダの種類を選択」のステップで、「Microsoft リモートデスクトップ」を選択します。
4. 「ホストの指定」のステップで、「新規ホストの指定」を選択します。
5. 「新規ホストの指定」のステップで、ホストの詳細を入力します。
a. 「ホスト」フィールドに、RDS ホストの完全修飾 DNS 名または IP アドレスを入力します。
b. 「SSL ポート」フィールドに、RDS ホストとの SSL 通信に使用するポート番号を入力します。
デフォルトの SSL ポートはポート 443 です。
c. 「ユーザー名」および「パスワード」ボックスに、RDS ホストの管理者の資格を入力します。
d. 「証明書の検証」のステップで、MD5 フィンガープリントが RDS ホストの SSL 証明書のフィンガープリン
トと一致していることを確認します。
これは、デスクトッププロバイダに正規の RDS ホストを追加していることを確認して、セキュリティーを確
保するための重要なステップです。
「ホストの指定」のステップが再度表示されます。
6. RDS ホストをさらに追加する場合は、「新規ホストの指定」を選択し、ステップ 5 を繰り返します。それ以外の
場合は、「既存のホストの選択」を選択します。
7. 「デスクトッププロバイダの定義」のステップで、デスクトッププロバイダの詳細を入力します。
a. 「名前」フィールドにデスクトッププロバイダの名前を入力します。
b. (省略可能)「コメント」フィールドに、デスクトッププロバイダに関する任意の注記を入力します。
8. 「レビュー」のステップで、デスクトッププロバイダの構成を確認し、「完了」をクリックします。
新しいデスクトッププロバイダが「デスクトッププロバイダ」テーブルに追加されます。
9. RDS ホストごとに、ホスト名または IP アドレス、SSL ポート、および管理者資格を指定します。

コマンド行の手順 (WinRM が構成されている場合)
次のいずれかを含むデスクトッププロバイダを構成するには、次の手順に従います:
• RDS ファームがなく、WinRM が構成されている個別の RDS ホスト。
• ファーム内の各 RDS ホストに WinRM が構成されている、RDS ホストのファーム。
1. Microsoft リモートデスクトップのデスクトッププロバイダを作成します。
$ vda provider-ts-create -p name=<name>

2. RDS ホストを少なくとも 1 つ、デスクトッププロバイダに追加します。
$ vda provider-add-host \
-p host=<host>,username=<username> <provider>

username プロパティーは、RDS ホストの管理者のユーザー名です。パスワードが求められます。RDS ホストと
の SSL 通信に標準以外のポートを使用する場合は、port=<port> プロパティーを使用してポート番号を指定する必
要があります。
次の例では、「RDS Sessions」という名前の Microsoft リモートデスクトッププロバイダを作成し、1 つの RDS ホス
トを追加します。
vda provider-ts-create -p name="RDS Sessions"
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vda provider-add-host -p host=rds1.example.com,username=Administrator "RDS Sessions"

Oracle VDI Manager の手順 (WinRM が構成されていない場合)
次のいずれかを含むデスクトッププロバイダを構成するには、次の手順に従います:
• RDS ファームがなく、WinRM が構成されていない 1 つの RDS ホスト。
• ファーム内の各 RDS ホストに WinRM が構成されていない、RDS ホストのファーム。
1. Oracle VDI Manager で、ナビゲーションツリーから「デスクトッププロバイダ」を選択します。
2. 「デスクトッププロバイダ」テーブルで「新規」をクリックします。
新規デスクトッププロバイダウィザードが表示されます。
3. 「デスクトッププロバイダの種類を選択」のステップで、「Microsoft リモートデスクトップ」を選択します。
4. 「ホストの指定」のステップで、「リモートデスクトップサーバーファームの選択」を選択します。
5. 「リモートデスクトップサーバーファームの選択」のステップで、RDS ファームの完全修飾 DNS 名または IP ア
ドレスを「ファーム名」フィールドに入力します。
6. 「デスクトッププロバイダの定義」のステップで、デスクトッププロバイダの詳細を入力します。
a. 「名前」フィールドにデスクトッププロバイダの名前を入力します。
b. (省略可能)「コメント」フィールドに、デスクトッププロバイダに関する任意の注記を入力します。
7. 「レビュー」のステップで、デスクトッププロバイダの構成を確認し、「完了」をクリックします。
新しいデスクトッププロバイダが「デスクトッププロバイダ」テーブルに追加されます。

コマンド行の手順 (WinRM が構成されていない場合)
次のいずれかを含むデスクトッププロバイダを構成するには、次の手順に従います:
• RDS ファームがなく、WinRM が構成されていない 1 つの RDS ホスト。
• ファーム内の各 RDS ホストに WinRM が構成されていない、RDS ホストのファーム。
1. Microsoft リモートデスクトップのデスクトッププロバイダを作成します。
vda provider-ts-create -p name=<name>

2. RDS ファームを指定します。
vda provider-add-host \
-p host=<host>,farm=true <provider>

次の例では、ファーム rdsfarm.example.com の「RDS farm」という名前のデスクトッププロバイダを作成していま
す。
vda provider-ts-create -p name="RDS farm"
vda provider-add-host -p host=rdsfarm.example.com,farm=true "RDS farm"

4.7.4. VMware vCenter デスクトッププロバイダの作成
Oracle VDI Manager の手順
1. Oracle VDI Manager で、「デスクトッププロバイダ」に移動します。
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2. 「デスクトッププロバイダ」テーブルで、「新規」をクリックして新規デスクトッププロバイダウィザードを起動
します。
このウィザードでは、複数のホストと複数のストレージを繰り返し追加できます。
「完了」をクリックすると、新しいデスクトッププロバイダが Oracle VDI Manager に表示されます。
新規デスクトッププロバイダウィザードで必要になる情報は、使用する仮想化プラットフォームによって異なり
ます。たとえば、ほとんどのデスクトッププロバイダでホストの IP アドレスと管理者の資格が必要です。Oracle
VDI または Microsoft Hyper-V デスクトッププロバイダではホストとストレージが必要です。
データセンター、VMware クラスタ、データストアなど、VMware vCenter リソースの詳細を参照できます。

コマンド行の手順
• 新規 VMware vCenter デスクトッププロバイダを作成します。
vda provider-vc-create \
-p name=<name>,host=<host>,username=<username>

次の例では、VMware vCenter デスクトッププロバイダを作成します。
vda provider-vc-create \
-p name="VC provider",host=my.vc.com,username=Administrator

4.7.5. Sun Ray キオスクデスクトッププロバイダの作成
始める前に、Oracle VDI でキオスクセッションタイプを使用する方法について、「Sun Ray キオスクデスクトッププ
ロバイダ」を参照してください。

Oracle VDI Manager の手順
1. Oracle VDI Manager で、ナビゲーションツリーから「デスクトッププロバイダ」を選択します。
2. 「デスクトッププロバイダ」テーブルで「新規」をクリックします。
新規デスクトッププロバイダウィザードが表示されます。
3. 「デスクトッププロバイダの種類を選択」のステップで、「Sun Ray キオスク」を選択します。
4. 「キオスクセッションタイプの選択」のステップで、「セッションタイプ」リストで Sun Ray キオスクセッショ
ンのタイプを選択します。
5. 「デスクトッププロバイダの定義」のステップで、デスクトッププロバイダの詳細を入力します。
a. 「名前」フィールドにデスクトッププロバイダの名前を入力します。
b. (省略可能)「コメント」フィールドに、デスクトッププロバイダに関する任意の注記を入力します。
6. 「レビュー」のステップで、デスクトッププロバイダの構成を確認し、「完了」をクリックします。
新しいデスクトッププロバイダが「デスクトッププロバイダ」テーブルに追加されます。

コマンド行の手順
1. (省略可能) 使用可能なキオスクセッションタイプを一覧表示します。
# /opt/SUNWkio/bin/kioskdesc list -s

2. Sun Ray キオスクデスクトッププロバイダを作成します。
vda provider-kiosk-create -p name="<name>",session=<session>

次の例では、VMWare View Manager Session キオスクセッションを使用する「VMWare View Provider」という名
前の Sun Ray キオスクデスクトッププロバイダを作成します。

73

汎用デスクトッププロバイダの作成

vda provider-kiosk-create -p name="VMWare View Provider",session=vdm

4.7.6. 汎用デスクトッププロバイダの作成
Oracle VDI Manager の手順
1. Oracle VDI Manager で、ナビゲーションツリーから「デスクトッププロバイダ」を選択します。
2. 「デスクトッププロバイダ」テーブルで「新規」をクリックします。
新規デスクトッププロバイダウィザードが表示されます。
3. 「デスクトッププロバイダの種類を選択」のステップで、「汎用」を選択します。
4. 「デスクトッププロバイダの定義」のステップで、デスクトッププロバイダの詳細を入力します。
a. 「名前」フィールドにデスクトッププロバイダの名前を入力します。
b. (省略可能)「コメント」フィールドに、デスクトッププロバイダに関する任意の注記を入力します。
5. 「レビュー」のステップで、デスクトッププロバイダの構成を確認し、「完了」をクリックします。
新しいデスクトッププロバイダが「デスクトッププロバイダ」テーブルに追加されます。

コマンド行の手順
• 汎用デスクトッププロバイダを作成します。
vda provider-pc-create -p name=<name>

次の例では、「windows-pcs」という名前の汎用デスクトッププロバイダを作成します。
vda provider-pc-create -p name=windows-pcs
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5.1. プールについて
5.1.1. デスクトッププールを作成する方法
Oracle VDI はデスクトップをプールにまとめます。プールは、デスクトップの集合 (コンテナ) です。通常は、ユー
ザーの種類ごとに異なるプールを作成します。たとえば、社内の技術チームは、マーケティング部門とは異なるデス
クトップ要件がある可能性があります。

注意
プール設定を NAT ネットワークから Windows RDP を使用するホストネットワークに変更
する場合、実行中の既存のデスクトップを停止して再起動しないと、それらのデスクトップ
に対する後続のユーザー要求が失敗します。
この問題は、既存の実行中のデスクトップが NAT を使用し、公開 IP アドレスを持たないた
めに発生します。プール設定が変更されると、そのデスクトップに対する後続の要求は非公
開 (つまりアクセスできない) NAT IP 経由でデスクトップにアクセスしようとします。

注記
Microsoft リモートデスクトッププロバイダごとに作成できるプールは 1 つだけです。

Oracle VDI Manager の手順
1. Oracle VDI Manager で、「プール」に移動します。
2. 会社を選択します。
3. 「プール」テーブルで、「新規」をクリックします。
新規プールウィザードが表示されます。
a. Oracle VM VirtualBox および Microsoft Hyper-V デスクトッププロバイダについては、次のプールの種類のうち
の 1 つを選択します:
• 動的プールには、クローニングされたフレキシブルなデスクトップを挿入できます。「動的プール」の種類
を選択した場合、プール内のデスクトップは一時的にユーザーに割り当てられます。それらは、ユーザーが
ログアウトするたびにリサイクルされます。このプールの種類は、ユーザーとデスクトップの割り当てが頻
繁に変化するので動的と見なされます。
• 拡張プールには、クローニングされた個人用デスクトップを挿入できます。「拡張プール」の種類を選択し
た場合、プール内のデスクトップは永続的にユーザーに割り当てられます。ユーザーは、自身のデスクトッ
プ設定を失うことなく、ログインとログアウトを行うことができます。デスクトップはリサイクルされませ
ん。
• 手動プールは、最初は空です。個人用デスクトップをインポートすることにより、手動によって満たされま
す。クローニングされたデスクトップの割り当てを選択しない場合は、「手動プール」の種類を使用するよ
うにしてください。

注記
Microsoft リモートデスクトッププロバイダの場合は、プールの種類は適用されま
せん。

CLI の手順
• プールを作成します。
# /opt/SUNWvda/sbin/vda pool-create -p name=pool name,provider=desktop provider name

• 例 - Oracle VM VirtualBox デスクトッププロバイダのプールを作成する。
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example% /opt/SUNWvda/sbin/vda pool-create \
-p name="Templates",provider="VB provider",assignment-type=personal

• 例 - VMware vCenter デスクトッププロバイダを作成し、テンプレートを指定して、プールにデスクトップを追加
する。
example% /opt/SUNWvda/sbin/vda provider-list-templates "VC provider"
NAME ID PATH
XP-Template vm-134 [Datacenters, ADatacenter, vm]
XPClone vm-629 [Datacenters, ADatacenter, vm]
example% /opt/SUNWvda/sbin/vda pool-create \
-p name="VC pool",provider="VC provider",template=vm-134,preferred-size=30,\
free-size=5,max-size=35,power-state=on,assignment-type=flexible,\
recycle-policy=reuse,idle-timeout=2

5.1.2. プールごとのネットワークを構成する方法
プールごとのネットワーク構成機能により、管理者がデスクトップを配置するサブネットを指定できるようになりま
す。Oracle VM VirtualBox、Microsoft Hyper-V、および VMware vCenter デスクトッププロバイダの場合、Oracle VDI
により、プロバイダのホストで構成されているネットワークが検出され、特定のプールでこれらのネットワークのう
ちどのネットワークを使用すべきかを管理者が選択できるようになります。
Oracle VDI では、ネットワークの構成は 2 つのレベルで行われます:
• デスクトッププロバイダ (Oracle VM VirtualBox および Microsoft Hyper-V のみ) - Oracle VDI または Microsoft
Hyper-V ホストのいずれかで使用可能な各サブネットは、一意のラベルによって識別されます。デフォルトでは、
このラベルはサブネットアドレスですが、デスクトッププロバイダの「ネットワーク」タブでラベルを変更できま
す。ホストがデスクトッププロバイダに追加されると、Oracle VDI により、そのホスト上で使用可能なサブネット
が検出され、それに応じて「ネットワーク」テーブルが更新されます。プロバイダ内のどのホストでもサブネット
が使用可能でない場合、Oracle VDI は警告を表示します。デスクトッププロバイダの「ホスト」タブでホストを選
択することにより、特定のホストの使用可能なサブネットの一覧を表示できます。ホストのネットワークに変更を
加える場合、「ネットワーク」タブの「リフレッシュ」ボタンをクリックして、Oracle VDI によりホスト上で使用
可能なサブネットを再スキャンできるようにします。
• デスクトッププール
• Oracle VM VirtualBox および Microsoft Hyper-V デスクトッププロバイダのみ - プールには 1 つ以上のネットワー
クを割り当てることができます。プールが作成されると、Oracle VDI では、プールのデスクトッププロバイダ
のすべてのホストでネットワークが使用可能であるかどうかを確認し、これらのネットワークのいずれかをプー
ルに割り当てます。プロバイダのどのホストにも使用可能なネットワークがない場合、管理者は、プールの「設
定」タブを使用してプールで使用されるネットワークを明示的に指定する必要があります。プール内でデスク
トップがインポートまたはクローニングされると、Oracle VDI はデスクトップ上にネットワークデバイスを作成
し、プールに対し有効になっているネットワークに置かれるようにデバイスを構成します。プールに対して複数
のネットワークが構成されている場合、Oracle VDI では、デスクトップへの RDP 接続を確立しようとするとき
にプライマリネットワークとして構成されているネットワークを使用します。プールのプライマリネットワーク
は、「設定」タブで構成できます。
• VMware vCenter デスクトッププロバイダのみ - VMware vCenter プールのデフォルトの動作では、VMware
vCenter テンプレートと仮想マシンを使用して格納されたネットワーク構成が使用されます。プールの「設定」
タブでカスタマイズされたネットワーク設定の使用を有効にすることによって、指定されたプールのこの動作を
オーバーライドできます。

注記
プールごとのネットワーク構成機能は、ホストネットワーキングが使用されている場合に
Oracle VM VirtualBox デスクトッププロバイダプールでのみ使用できます。

Oracle VDI Manager の手順
1. Oracle VDI Manager で、「プール」に移動します。
2. プールを選択します。
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3. 「設定」タブに移動して、プール内のデスクトップでどのネットワークを構成するかを指定します。
そのプールに新しいデスクトップが作成されると、選択した各ネットワーク用のネットワークアダプタがそのデス
クトップに作成されます。

注記
Oracle VM VirtualBox および Hyper-V デスクトッププロバイダの注記:
• デスクトッププロバイダのネットワークリストの名前を変更またはリフレッシュする 「デスクトッププロバイダ」カテゴリを選択して、対象の Oracle VM VirtualBox または
Microsoft Hyper-V デスクトッププロバイダを選択します。「ネットワーク」タブを選択し
て、デスクトッププロバイダで構成されたネットワークを表示します。VirtualBox または
Microsoft Hyper-V ホストのネットワークの変更後、「リフレッシュ」ボタンをクリックし
て、プロバイダのネットワークリストを再スキャンします。
• 特定のホストのネットワークの読み取り専用リストを表示する - 「デスクトッププロバイ
ダ」カテゴリに移動して、デスクトッププロバイダを選択します。次に、「ホスト」タブ
でホストを選択します。

注記
VMware vCenter デスクトッププロバイダの注記:
• 「デスクトッププロバイダ」カテゴリで VMware vCenter ネットワークにはアクセスでき
ません。代わりに VMware vCenter 管理ツールを使用してネットワークを作成および管理
できます。

5.1.3. プールごとに RDP オプションを構成する方法
ユーザーが各自のデスクトップに接続したときに、Sun Ray セッションにより使用される RDP オプションを構成で
きます。
Sun Ray Windows コネクタ (uttsc) でデフォルトで使用されるオプション:
• USB リダイレクション: 有効 (-r usb:on)
• デスクトップの背景: 有効 (-E wallpaper)
• テーマ: 有効 (-E theming)
• 全画面モード: 有効 (-m)
プールに対して追加の RDP オプションを構成するには、次の手順に従います。

Oracle VDI Manager の手順
1. Oracle VDI Manager で、「プール」に移動し、プールを選択します。
2. 「設定」タブに移動します。
3. 「Sun Ray」セクションで、「Sun Ray RDP 設定の編集」をクリックします。
4. RDP 設定を変更して、「保存」をクリックします。
設定の詳細については、 プールの Sun Ray RDP 設定を参照してください。
5. 「戻る」をクリックします。
6. 「Sun Ray」セクションで、「カスタマイズ設定の使用」を選択します。
7. 「保存」をクリックします。
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5.1.3.1. プールの Sun Ray RDP 設定
Sun Ray Windows コネクタ (uttsc) は、ユーザーのデスクトップへの RDP 接続を構成するための広範なオプションを
サポートしています。
Oracle VDI では、これらのオプションのサブセットをプールごとに構成できます。次のいくつかの表は、サポー
トされているオプションの一覧です。Sun Ray Windows コネクタの完全な一覧については、uttsc コマンドのマ
ニュアルページ (man -M /opt/SUNWuttsc/man uttsc) を参照してください。その他のオプションの使用方法について
は、「Oracle VDI Sun Ray キオスクセッションについて」を参照してください。
仮想デスクトップで実際に使用できるオプションは、プールで選択した RDP プロトコル、デスクトップのオペレー
ティングシステム、および仮想デスクトップ自体の構成によって異なります。詳細については、次を参照してくださ
い:
• 「VRDP と MS-RDP の間の選択」
• 「デスクトップアクセスについて」
• 「サポートされるデスクトップオペレーティングシステム」

一般設定
名前

説明

デフォルト値

セッション言語

この設定は、ユーザーのデスクトップセッションに使用され
る言語を識別するために使用します。

en-US

この設定のオプションは次のとおりです:
• <language>-<COUNTRY> という形式の RFC1766 言語タグ
(たとえば、フランス語 (スイス) の場合は fr-CH)。
• Microsoft 言語 ID の 10 進法の値 (たとえば、英語 (UK) の場
合は 2057 (0x0809))。
キーボードの配列

この設定は、リモートデスクトップサーバーによるキーボー
ド入力を処理するために使用されるキーボードの配列を識別
する場合に使用します。

en-US

この設定のオプションは次のとおりです:
• <language>- <COUNTRY>[:<layout>] という形式の拡張
RFC1766 言語タグ (たとえば、US インターナショナルキー
ボードの場合は en-US:INT)。
• Microsoft キーボード配列 ID の 10 進法の値 (たとえば、US
English Dvorak 配列の場合は 66569 (0x10409))。
キーボードの種類

この設定は、ユーザーのデスクトップセッションに使用され
るキーボードの種類を識別する場合に使用します。

すべての Sun および PC USB キー
ボード

この設定の有効な値には、「すべての Sun および PC USB
キーボード」、「Sun Type6 日本語キーボード」、および
「Sun 韓国語キーボード」があります。
ホットデスク

この設定は、ホットデスク発生時の RDP セッションの切断と デバイスクライアントアクセスラ
再接続動作を構成する場合に使用します。
イセンスモードが構成されている
場合は、RDP セッションの切断と
再接続が実行されます。
デバイスクライアントアクセスラ
イセンスモードが構成されていな
い場合は、RDP セッションは切断
されません。
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名前

説明

デフォルト値

Windows プルダウンヘッ
ダー

この設定は、Windows プルダウンヘッダーを有効または無効
にする場合に使用します。

有効

RDP パケットデータ圧縮

この設定は、RDP パケットデータの圧縮を有効または無効に
する場合に使用します。

有効

名前

説明

デフォルト値

発色数

この設定は、ユーザーのデスクトップセッションの優先され
る発色数を指定する場合に使用します。この設定の有効な値
は、8、15、16、24、および 32 です。

32

表示設定

注: 発色数は、ユーザーが接続するデスクトップの構成によっ
て制限される可能性があります。その場合は、デスクトップ
の使用可能な発色数は、プールに対して構成されている色深
度よりも優先されます。
注: Oracle Secure Global Desktop は 15 ビットの発色数をサ
ポートしません。仮想デスクトップにこの発色数を指定する
と、8 ビット色が代わりに使用されます。
注: 32 ビット色は、Windows Vista または Windows Server
2008 以降のプラットフォームで使用できますが、クライアン
トデバイスが 32 ビット色を表示できなければなりません。
テーマ

この設定は、ユーザーのデスクトップセッションのテーマを
有効または無効にする場合に使用します。

使用不可

注: この設定を無効にすると、表示のパフォーマンスを高める
ことができます。
デスクトップの背景

この設定は、ユーザーのデスクトップセッションのデスク
トップの背景を有効または無効にする場合に使用します。

使用不可

注: この設定を無効にすると、表示のパフォーマンスを高める
ことができます。
ドラッグ中にウィンドウの
内容を表示

この設定は、ユーザーのデスクトップセッションでウィンド
ウをドラッグするときに、完全なウィンドウの内容を表示す
るための機能を有効または無効にする場合に使用します。

使用不可

注: この設定を無効にすると、表示のパフォーマンスを高める
ことができます。
メニューの遷移効果

この設定は、ユーザーのデスクトップセッションでメニュー
の使用中に視覚効果を有効または無効にする場合に使用しま
す。

使用不可

注: この設定を無効にすると、表示のパフォーマンスを高める
ことができます。
ポインタシャドウ

この設定は、ユーザーのデスクトップセッションでポインタ
シャドウの使用を有効または無効にする場合に使用します。

使用不可

注: この設定を無効にすると、表示のパフォーマンスを高める
ことができます。
ポインタスキーム

この設定は、ユーザーのデスクトップセッションでポインタ
スキームの使用を有効または無効にする場合に使用します。
注: この設定を無効にすると、表示のパフォーマンスを高める
ことができます。
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名前

説明

デフォルト値

フォント平滑化

この設定は、デスクトップ上のテキストのフォントの平滑化
を有効または無効にする場合に使用します。

使用不可

サウンド入力

この設定は、クライアントからデスクトップへのサウンド入
力リダイレクションを有効にし、送信されるサウンドの質を
選択する場合に使用します。

オフ

この設定のオプションは次のとおりです:
• 高: 可能なかぎり最高のサンプルレートでサウンドを送信し
ます。
• 中: 最大 22.05kHz でサウンドを送信します。
• 低: 最大 8kHz でサウンドを送信します。
• オフ: サウンド入力を無効にします。
サウンド出力

この設定は、デスクトップからクライアントへのサウンド出
力リダイレクションを無効にするか、送信されるサウンドの
質を選択する場合に使用します。

高

この設定のオプションは次のとおりです:
• 高: 22.05kHz 以上でサウンドを送信します。デフォルトで
は「高」品質のサウンド出力が有効になっており、ローカ
ルで再生されます。
• 低: 8kHz でサウンドを送信します。
• ミュート: クライアント上ではなくデスクトップ上でサウン
ドが再生されます。
• オフ: サウンド出力を無効にします。

リダイレクション設定
名前

説明

デフォルト値

スマートカード

この設定は、Sun Ray クライアントからユーザーのデスク
トップセッションへのスマートカードのリダイレクションを
有効または無効にする場合に使用します。

使用不可

USB

この設定は、Sun Ray クライアントからユーザーのデスク
有効
トップセッションへの USB のリダイレクションを有効または
無効にする場合に使用します。

シリアルデバイス

この設定は、ユーザーのデスクトップセッションにリダイレ
クトすべきシリアルデバイスを識別する場合に使用します。

デフォルトではシリアルデバイス
はリダイレクトされません。

この設定の有効な値は、comport=device という形式を使用
して指定し、device にはリダイレクトされるシリアルデバイ
スを、comport には device がリダイレクトされるようにする
ポート (ユーザーのデスクトップ上) を指定します。
パス

この設定は、ユーザーのデスクトップセッションでドライブ
にリダイレクトされるべき、Oracle VDI ホスト上で使用可能
なパスを識別する場合に使用します。
この設定の有効な値は、drive name=path という形式を使用し
て指定し、path にはリダイレクトされるパスを、drive name
には path がリダイレクトされるようにするドライブ (ユー
ザーのデスクトップ上) を指定します。
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名前

説明

デフォルト値

プリンタ

この設定は、ユーザーのデスクトップセッションにリダイレ
クトされるべきプリンタキューを識別する場合に使用しま
す。

デフォルトではプリンタキューは
リダイレクトされません。

この設定の有効な値は、printer=[driver] という形式を使用して
指定し、printer にはリダイレクトされるプリンタキューを指
定し、driver にはユーザーのデスクトップセッションでプリン
タ用に使用されるプリンタドライバを指定します。driver が省
略されると、デフォルトで単純な PostScript ドライバが使用
されます。

5.1.4. USB リダイレクトを有効にする方法
手順
1. 仮想マシンテンプレートを準備します。
a. USB 2.0 デバイスを使用するには、仮想マシンテンプレート内で USB 2.0 (EHCI) コントローラが有効になっ
ていることを確認します。
b. VMware vCenter または Microsoft Hyper-V で作成した仮想マシンテンプレートの USB ドライバをさらに追加
します。
Oracle VM VirtualBox 仮想マシンの場合、このステップを実行する必要はありません。
この方法の詳細については、『Sun Ray Software 5.3 管理ガイド』の「USB ドライバを仮想マシンに追加する
方法」を参照してください。
c. Sun Ray Windows コネクタの USB リダイレクションコンポーネントをインストールします。
このステップは、仮想マシンへの接続に MS-RDP プロトコルが使用されている場合のみ実行する必要があり
ます。
この方法の詳細については、『Sun Ray Software 5.3 管理ガイド』の「Windows システムに Windows
Connector コンポーネントをインストールする方法」を参照してください。
2. 準備した仮想マシンをテンプレートとして Oracle VDI ホストにインポートします。
次を参照してください:
• 「デスクトップのインポート方法 (Oracle VM VirtualBox)」
• 「デスクトップのインポート方法 (Microsoft Hyper-V)」
• 「デスクトップのインポート方法 (VMware vCenter)」
3. (省略可能) テンプレート内で USB 2.0 (EHCI) コントローラが有効になっていることを確認します。
a. Oracle VDI Manager で、「プール」に移動します。
b. プールを選択します。
c. 「テンプレート」タブに移動します。
d. 「テンプレート」テーブルで、テンプレートの名前をクリックします。
「テンプレートのサマリー」ページが表示されます。
e. 「仮想マシン」リンクをクリックします。
「マシンの構成」ページが表示されます。
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f.

「USB 2.0 (EHCI) コントローラ」オプションが選択されていることを確認します。

4. USB サポートを有効にします。
a. Oracle VDI Manager で、「プール」に移動します。
b. プールを選択します。
c. 「設定」タブに移動します。
d. 「Sun Ray クライアント」セクションで、「Sun Ray RDP 設定の編集」をクリックします。
「Sun Ray RDP 設定」が表示されます。
e. 「リダイレクト」セクションで、「USB を有効にする」が選択されていることを確認します。
f.

「保存」をクリックして、「戻る」をクリックします。
「設定」タブが表示されます。

g. 「Sun Ray クライアント」セクションで、「カスタマイズ設定の使用」をクリックします。
h. 「保存」をクリックします。
5. テンプレート内に USB コントローラが存在することを確認します。
a. (省略可能) テンプレートから仮想マシンをクローニングします。
b. 仮想マシンにログインします。
c. 「コンピュータ」 → 「プロパティ」 → 「ハードウェア」 → 「デバイスマネージャ」の順に選択して、デバイ
スが「USB (Universal Serial Bus) コントローラ」の下に表示されることを確認します。

5.1.5. スマートカードの取り外しの構成方法
Sun Ray クライアントからスマートカードを取り外したときのユーザーのデスクトップへの表示方法を制御でき
ます。スマートカードの取り外しポリシーを使用すると、一定時間 Sun Ray クライアントからスマートカードを
取り外された状態のときに、ユーザーのデスクトップを停止、中断、またはリサイクルすべきであることを示す
ことができます。一定時間が経過する前にユーザーがスマートカードを再度挿入した場合、デスクトップ上の関
連する動作はキャンセルされます。スマートカードの取り外しポリシーは、プールごとに構成可能で、Oracle VM
VirtualBox、Microsoft Hyper-V、および VMware vCenter プールすべてで利用可能です。このポリシーは、Oracle VDI
Manager または CLI を使用して構成できます。
リサイクルは、デスクトップがフレキシブル割り当てになっている場合にのみ適用されます。スマートカードの取り
外しポリシーにリサイクルのオプションを選択すると、個人に割り当てられたデスクトップには影響しません。

Oracle VDI Manager の手順
1. Oracle VDI Manager で、「プール」に移動します。
2. プールを選択します。
3. 「設定」タブに移動します。
4. 「Sun Ray」セクションで、「カード取り外し時のアクション」メニューを使用して、シンクライアントからのス
マートカードの取り外しに関連付けるアクションを指定します。
• 「アクションなし」 - スマートカードを取り外しても Oracle VDI が無視するようにする場合に選択します。
• 「デスクトップのリサイクル」 - フレキシブルに割り当てられたデスクトップをリサイクルする場合に選択しま
す。
• 「デスクトップのシャットダウン」 - デスクトップをシャットダウンする場合に選択します。
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• 「中断」 - デスクトップを中断させる場合に選択します。
5. 「アクションの遅延」フィールドで、シンクライアントからスマートカードが取り外されてからアクションが実行
されるまでの時間 (秒) を指定します。
6. 「保存」をクリックします。

CLI の手順
1. スマートカードの取り外しに関連付けるデスクトップアクションを構成します。
# /opt/SUNWvda/sbin/vda pool-setprops \
-p card-removed=desktop action pool name

2. シンクライアントからスマートカードが取り外されてからアクションが実行されるまでの時間 (秒) を指定しま
す。
# /opt/SUNWvda/sbin/vda pool-setprops \
-p card-removed-timeout=time in seconds pool name

次の例では、シンクライアントからスマートカードが取り外されたあと、30 秒が経過してから実行すべきデスク
トップアクションを構成します。
# /opt/SUNWvda/sbin/vda pool-setprops \
-p card-removed=suspend,card-removed-timeout=30 MyPool

5.1.6. キオスク設定を構成する方法 (Sun Ray キオスクプロバイダ)
Sun Ray キオスクモードセッションに引数を渡すよう定義することで、キオスクの設定を構成できます。キオスク設
定は、プールごとに構成可能で、Sun Ray キオスクプールでのみ利用できます。キオスクセッション引数は、コマン
ド行構文でテキストとして指定します。設定は、Oracle VDI Manager または CLI から構成できます。
各キオスクセッションタイプでは、サポートされるオプションと引数が定義されています。キオスクセッションタ
イプで定義されているデフォルト引数は、指定した引数によってオーバーライドされます。詳細については、『Sun
Ray Software 5.3 管理ガイド』の「キオスクモード」と該当するキオスクセッションタイプのドキュメントを参照し
てください。
Sun Ray キオスクセッションについては、「Sun Ray キオスクデスクトッププロバイダ」を参照してください。

Oracle VDI Manager の手順
1. Oracle VDI Manager で、「プール」に移動します。
2. プールを選択します。
3. 「設定」タブに移動します。
4. 「キオスク設定」フィールドに、キオスクセッションに渡す引数を入力します。
5. 「保存」をクリックします。

CLI の手順
• プールに対してキオスク設定を構成します。
# /opt/SUNWvda/sbin/vda pool-setprops -p kiosk-settings="kiosk session arguments" "pool name"

次の例では、Sun Ray VMware View Connector キオスクセッションの設定を構成します。
# /opt/SUNWvda/sbin/vda pool-setprops \
-p kiosk-settings="-s myvdmserver.domain -https -- -E theming" "VDM-Pool"

5.1.7. VRDP と MS-RDP の間の選択
Oracle VDI では、仮想デスクトップでのデータの送受信にリモートデスクトッププロトコル (RDP) が使用されま
す。Oracle VDI は、VirtualBox RDP (VRDP) と Microsoft RDP (MS-RDP) の 2 種類の RDP をサポートします。
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VRDP を使用すると、Oracle VDI をマシンレベルで仮想デスクトップに接続できます。この特性により、ユーザー
は実際のコンピュータと同じように仮想マシンのブートの様子を確認でき、デスクトップセッションが開始する時間
が短く感じられます。また VDRP では、ネットワークアドレス変換 (NAT) ネットワークか、ホストネットワーク (ブ
リッジネットワーク) のどちらかを選択できます。NAT ネットワークは、仮想マシンから外部ネットワークにアクセ
スするためのもっとも簡単な方法で、一般に、ホストネットワークや仮想マシンに対して構成を行う必要がありませ
ん。
MS-RDP では、Oracle VDI はオペレーティングシステムレベルで接続します。ユーザーはマシンのブートの様子を確
認できず、仮想マシンがブートして RDP 接続を受け付けられるようになるまで待つ必要があるため、デスクトップ
セッションが開始するまでに時間がかかるように感じられます。
Oracle VM VirtualBox デスクトッププロバイダによってホストされる仮想デスクトップでは、VRDP または MS-RDP
のどちらかを使用できます。プールのネットワーク設定で必要なプロトコルとネットワーク方法を選択します (「プー
ルごとのネットワークを構成する方法」を参照)。デフォルトでは、プールが VRDP および NAT ネットワークを使用
するように構成されています。MS-RDP を使用するには、ホストネットワークを選択する必要があります。
その他のデスクトッププロバイダではすべて、MS-RDP が使用されます。
次の表は、Oracle VDI の機能をプロトコル別に示しています。クライアントと仮想マシン構成の選択は、仮想デス
クトップで使用可能な機能にも影響します。詳細については、「デスクトップアクセスについて」を参照してくださ
い。
機能

説明

VRDP

MS-RDP

録音 (入力オーディオ)

クライアントデバイスから仮想デスクトップ
への記録が可能になります。

✓

✓

オーディオリダイレクション

仮想デスクトップのオーディオコンテンツを
クライアントデバイスで再生可能になりま
す。

✓

✓

自動ログオン

ユーザーがリモートデスクトップに自動的に
ログイン可能になります。

✓

✓

クリップボードリダイレクション クライアントデバイスと仮想デスクトップの
間でテキストのコピー&ペースト機能が使用
可能になります。

✓

✓

COM ポートマッピング

クライアントデバイスに接続されているシリ
アルデバイスへのアクセスが可能になりま
す。

✗

✓

圧縮

仮想デバイスで送受信されるデータの一括圧
縮が可能になります。

✗

✓

ドライブリダイレクション (クラ
イアントドライブマッピング)

クライアントデバイスのドライブへのアクセ
スが可能になります。

✗

マルチデスクトップ

複数のモニターをクライアントデバイスに接
続している場合に複数の仮想デスクトップを
表示可能になります。

✓

✓

マルチモニター

クライアントデバイスに接続されている複数 ✓
のモニターが使用可能になります。複数のモ
ニターで 1 つまたは複数のデスクトップセッ
ションが表示可能になります。

✓

ネットワークセキュリティー (暗
号化レベル)

仮想デスクトップ間のデータの暗号化伝送が
可能になります (オプションでホスト検証を
使用)。

✓

✓

セッションディレクトリ

既存の仮想デスクトップセッションへの自動
再接続が可能になります。

✗

✓

スマートカードデバイスリダイレ クライアントデバイスに接続されているス
クション
マートカードデバイスへのアクセスが可能に
なります。

✗
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b
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機能

説明

VRDP

MS-RDP

タイムゾーンリダイレクション

仮想デスクトップの時間がクライアントデバ
イスのタイムゾーンに一致するように調整可
能になります。

✗

✓

USB デバイスリダイレクション

クライアントデバイスに接続されている USB ✓
デバイスへのアクセスが可能になります。

✓

ビデオの高速化

拡張機能によってビデオストリームおよび
Adobe Flash コンテンツのパフォーマンスを
向上させることが可能になります。

✓

✓

Windows プリンタマッピング (ク クライアントデバイスに接続されているプリ ✗
ライアント出力)
ンタへの出力、または仮想デスクトップや
Sun Ray Software サーバーに接続されている
ローカルプリンタまたはネットワークプリン
タへの出力が可能になります。

c

✓

a

クライアント USB ストレージデバイスへのアクセスがサポートされています。
クライアント USB スマートカードデバイスへのアクセスがサポートされています。
c
クライアント USB プリンタへのアクセスがサポートされています。
b

上記の表に示した機能や、MS-RDP および Sun Ray Windows コネクタの使用に関する情報については、『Sun Ray
Software 5.3 管理ガイド』の「Windows コネクタ」を参照してください。
VRDP については、Oracle VM VirtualBox ドキュメントの「リモート仮想マシン」を参照してください。

デスクトップパフォーマンス設定と VRDP
多くの RDP クライアントプログラムには、リモートデスクトップのパフォーマンス向上に使用できる設定が用意され
ています。たとえば、Sun Ray クライアントの場合、こうした設定を使用してプールを構成できます (「プールごと
に RDP オプションを構成する方法」を参照)。パフォーマンス設定では、発色数、マウスカーソルの影、ウィンドウ
とメニューのアニメーションなどを制御します。ただし、VRDP プロトコルを使用してデスクトップに接続する場合
は、これらの設定は有効になりません。VRDP はオペレーティングシステムレベルではなくマシンレベルで接続する
ためです。

自動ログオン
VRDP プロトコルを使用する Windows デスクトップで自動ログオンを使用するには、VirtualBox Windows Guest
Addition モジュールをテンプレートまたはデスクトップにインストールする必要があります。Guest Additions は、コ
マンド行で /with_autologon スイッチを指定してインストールしてください。
自動ログオンは Windows デスクトップのみでサポートされています。

録音 (入力オーディオ) と MS-RDP
MS-RDP プロトコルを使用して仮想デスクトップに接続している場合、Sun Ray クライアントから録音 (入力オー
ディオ) のサポートを構成するには、Sun Ray Windows コネクタのオーディオ入力コンポーネントをテンプレート
またはデスクトップにインストールする必要があります。このコンポーネントは、Windows XP と Windows Server
2003 でのみサポートされます。
詳細については、『Sun Ray Software 5.3 管理ガイド』の「Windows システムに Windows Connector コンポーネン
トをインストールする方法」を参照してください。
オーディオ入力はデフォルトで無効になっています。プールの RDP オプションでこれを有効にします。詳細について
は、「プールごとに RDP オプションを構成する方法」を参照してください。

マルチモニター
VRDP によるマルチモニターサポートでは、Oracle VDI はモニター接続ごとに別々の Sun Ray Windows コネクタイ
ンスタンスを実行します。
MS-RDP によるマルチモニターサポートでは、Oracle VDI は Oracle VDI セッションごとに 1 つの Sun Ray Windows
コネクタインスタンスを実行します。
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Oracle VDI では、ワンタイムパスワードを設定して VRDP 接続のセキュリティーを向上させています。正しいユー
ザー名とワンタイムパスワードを指定しないと、RDP クライアントは接続に失敗します。
Windows 7 のすべてのエディションにマルチモニターのサポートが含まれているわけではありません。詳細について
は、「リモート デスクトップ接続: よく寄せられる質問」を参照してください。

USB リダイレクションと MS-RDP
MS-RDP プロトコルを使用して仮想デスクトップに接続している場合、Sun Ray クライアントから USB リダイレク
ションのサポートを構成するには、Sun Ray Windows コネクタの USB リダイレクションコンポーネントをテンプ
レートまたはデスクトップにインストールする必要があります。詳細については、「USB リダイレクトを有効にする
方法」を参照してください。

ビデオの高速化と VRDP
VirtualBox では、VRDP 用のビデオリダイレクション機能をサポートしています。VRDP サーバーは仮想マシンのビ
デオストリームを頻繁に更新される矩形として自動検出します。ビデオフレームは Motion JPEG (M-JPEG) 形式を使
用して圧縮されるので、標準的な RDP のビットマップ圧縮方法に比べて高い圧縮率が実現できます。ビデオリダイレ
クション機能は、ゲストに追加ソフトウェアをインストールせずに動作します。この機能をオフにしたり、圧縮率を
変更したりすることはできません。
ビデオリダイレクション機能は、VRDP を使用するサポートされるすべてのデスクトップでサポートされ、Sun Ray
クライアント、RDP Version 7 をサポートするクライアントからアクセスされます。Sun Ray クライアントでは、MJPEG ビデオストリームは SunFlash チャネルを経由して配信されます。

ビデオの高速化と MS-RDP
ビデオの高速化は、RDP Version 7 を使用する接続でサポートされます。
MS-RDP プロトコルを使用して仮想デスクトップに接続している場合、Sun Ray クライアントからビデオの高速化の
サポートを構成するには、Sun Ray Windows コネクタの次のコンポーネントをテンプレートまたはデスクトップにイ
ンストールする必要があります:
• マルチメディアリダイレクション: このコンポーネントは、Windows Media Player のパフォーマンスを向上させま
す。
• Adobe Flash の高速化: このコンポーネントは、Adobe Flash コンテンツの再生機能を強化します。
• オーディオ/ビデオ同期: このコンポーネントは、マルチメディアコンテンツのオーディオ/ビデオ同期を強化しま
す。
マルチメディアリダイレクションとオーディオ/ビデオ同期のコンポーネントは、Windows XP と Windows Server
2003 でのみサポートされます。
コンポーネントのインストール方法については、『Sun Ray Software 5.3 管理ガイド』の「Windows システムに
Windows Connector コンポーネントをインストールする方法」を参照してください。
Sun Ray Windows コネクタコンポーネントについては、『Sun Ray Software 5.3 管理ガイド』の「Windows コネク
タ」を参照してください。

5.2. デスクトップについて
「デスクトップ」という用語は、仮想化ホスト上で実行されるオペレーティングシステムのインスタンスを指しま
す。デスクトップはユーザーに提供され、デスクトップアクセスクライアントを介してアクセスされます。Oracle
VDI は、次のいずれかの仮想化プラットフォームでデスクトップを管理します:
• Oracle VM VirtualBox
• VMware Infrastructure
• Microsoft Hyper-V
• Microsoft リモートデスクトップ
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デスクトップはユーザーごとに 1 つずつ作成することもできますが、同じアプリケーションを必要とするユーザーグ
ループがいくつかあるという状況が一般的です。Oracle VDI を利用するとデスクトップテンプレートの準備および使
用ができ、テンプレートから必要な数のデスクトップをクローニングできます。テンプレートについては、「テンプ
レートとリビジョンについて」セクションを参照してください。

5.2.1. サポートされるデスクトップオペレーティングシステム
次の表に、デスクトッププロバイダタイプごとにサポートされるデスクトップオペレーティングシステムを示しま
す。特に、この表の下に記載されている注記にはご注意ください。
デスクトップオペレーティングシステム

Oracle VM VirtualBox VMware vCenter

Microsoft Hyper-V

Windows 7 (32 ビットと 64 ビット)

✓

✓

✓

Windows Vista Enterprise

✓

✓

✓

Windows XP SP2/SP3 (32 ビットと 64 ビッ
ト)

✓

✓

✓

Windows 2000 SP4

✓ (VRDP のみ)

Oracle Linux 5.6

✓ (VRDP のみ)

Oracle Solaris 10 (2009 年 10 月リリース以
降)

✓ (VRDP のみ)

Ubuntu 11.04 (Natty Narwhal)

✓ (VRDP のみ)

Ubuntu 10.04 (Lucid Lynx)

✓ (VRDP のみ)

Windows 7 のすべてのエディションにリモートデスクトップ接続のサポートが含まれているわけではありません (詳
細については、「リモート デスクトップ接続: よく寄せられる質問」を参照してください)。
Microsoft リモートデスクトッププロバイダでサポートされるデスクトップについては、「Microsoft リモートデスク
トップサービスのシステム要件」を参照してください。
仮想デスクトップで使用できる機能は、プールに対して選択した RDP プロトコルや Oracle VDI へのアクセスに使用
される方法によって異なります。詳細については、次を参照してください:
• 「VRDP と MS-RDP の間の選択」
• 「デスクトップアクセスについて」

5.2.2. デスクトップで選択可能な操作
プラットフォームによっては使用できない操作もあります。VMware には VMware vCenter という独自の管理ツール
があるため、Oracle VDI はデータにアクセスするだけです。Microsoft リモートデスクトップはほかと異なり仮想化プ
ラットフォームではないので、デスクトップをインポートしたり個人的に割り当てたりできません。
アクション

詳細

Oracle VDI Manager での場所

デスクトップのイ Oracle VDI に仮想マシ 「デスクトップ」タブ → 「インポー
ンポート
ンをインポートします。 ト」(ボタン)
その後、デスクトップ
を任意のユーザーに割
り当てられます。Oracle
VM VirtualBox および
Microsoft Hyper-V でホ
ストされるマシンは、共
有フォルダからインポー
トできます。さらに、
仮想マシンは VirtualBox
ホストから直接インポー
トできます。VMware
vCenter の場合、仮想マ
シンは VMware vCenter
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vda サブコマンド

デスクトッププロ
バイダ

pool-vb-import

• Oracle VM
VirtualBox

pool-vb-importunmanaged

• Hyper-V

pool-vc-import

• VMware

pool-hv-import

• 汎用

デスクトップで選択可能な操作

アクション

詳細

Oracle VDI Manager での場所

vda サブコマンド

デスクトッププロ
バイダ

の管理下に置かれたまま
になりますが、ユーザー
割り当てと実行時管理
は Oracle VDI で行いま
す。
詳細については、次を参
照してください:
• 「デスクトップのイ
ンポート方法 (Oracle
VM VirtualBox)」
• 「デスクトップのイン
ポート方法 (Microsoft
Hyper-V)」
• 「デスクトップのイン
ポート方法 (VMware
vCenter)」
デスクトップの複 任意のデスクトップと同 「デスクトップ」タブ → 「複製」(メ desktop-duplicate
製
一のクローンを作成しま ニュー)
す。

• Oracle VM
VirtualBox

デスクトップ名の デスクトップ名を変更し 「デスクトップ」タブ → 「名前の変
変更
ます。複数のデスクトッ 更」(メニュー)
プがユーザーに割り当て
られている場合にも、こ
の名前は表示されます。

desktop-setprops

• Oracle VM
VirtualBox

デスクトップのエ 選択したデスクトップ
「デスクトップ」タブ → 「エクス
クスポート
をディスクにエクスポー ポート」(メニュー)
トしますが、このデスク
トップは仮想マシンのプ
ロパティーについて記述
した XML ファイルと、
デスクトップのハードド
ライブの内容について
記述した .vdi ファイル
で構成されています。
その後、エクスポートし
たデスクトップを格納し
て Oracle VDI 以外から
使用できるようになりま
す。

desktop-export

• Oracle VM
VirtualBox

デスクトップの削 必要に応じて、デスク
「デスクトップ」タブ → 「デスク
除
トップは停止されま
トップの削除」(メニュー)
す。VirtualBox および
Microsoft Hyper-V でホ
ストされるデスクトッ
プの場合、iSCSI ディ
スクがストレージから
削除されます。VMware
vCenter デスクトップの
場合、VMware vCenter
で仮想マシンを利用可
能な状態にしておくとい

desktop-delete

• Oracle VM
VirtualBox
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• Hyper-V

• Hyper-V
• 汎用

• Hyper-V
• VMware
• 汎用

デスクトップで選択可能な操作

アクション

詳細

Oracle VDI Manager での場所

vda サブコマンド

デスクトッププロ
バイダ

desktop-template

• Oracle VM
VirtualBox

う選択も可能です。デス
クトップへのすべての参
照は、Oracle VDI デー
タベースから削除されま
す。
デスクトップをテ デスクトップをプールの 「デスクトップ」タブ → 「テンプ
ンプレートに変換 テンプレート管理に移動 レートに変換」(メニュー)
して最初のリビジョンを
作成します。

• Hyper-V

クローニングのリ リサイクルポリシーに
「デスクトップ」タブ → 「クローニ
セット
かかわらず、クローニン ングのリセット」(メニュー)
グされたすべてのデスク
トップ (現在使用されて
いないものまたは個人に
割り当てられていないも
の) を削除して新しいデ
スクトップがクローニン
グされます。この操作を
実行すれば、すべてのデ
スクトップを同一のテン
プレートまたは最新のマ
スターリビジョンから確
実にクローニングし、
命名規則や Windows シ
ステム準備などの「プー
ル」 - 「クローニング」
タブの最新の設定を使用
できます。

• Oracle VM
VirtualBox
• Hyper-V
• VMware

デスクトップの割 ユーザーとデスクトッ
「デスクトップ」タブ → 「割り当
り当て
プの間に永続的な関係を て」(ボタン)
作成します。このデスク
トップは、そのユーザー
の個人用のデスクトップ
として予約されます。

user-personaldesktop

ユーザーの削除

user-unassign

• Oracle VM
VirtualBox
• Hyper-V
• VMware
• 汎用

ユーザーとデスクトップ 「デスクトップ」タブ → 「ユーザー
間の永続的な関係を破棄 の削除」(メニュー)
します。

• Oracle VM
VirtualBox
• Hyper-V
• VMware
• 汎用

ユーザーのログア ユーザーを RDS セッ
「デスクトップ」タブ → 「ユーザー
ウト
ションからログアウト
のログアウト」(ボタン)
し、このセッションは存
在しなくなります。
切断

desktop-logoff

ユーザーを RDS セッ
「デスクトップ」タブ → 「切断」(ボ desktop-disconnect
ションから切り離しま
タン)
す。ただし、セッショ
ンは RDS セッションホ
ストに引き続き存在し、
ユーザーはあとで再接続
できます。
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• MS Remote

• MS Remote

デスクトップで選択可能な操作

アクション

詳細

Oracle VDI Manager での場所

vda サブコマンド

デスクトッププロ
バイダ

デスクトップの起 ホスト上でデスクトップ 「デスクトップ」タブ → 「起動」(ボ desktop-start
動
を起動します。ホスト上 タン)
でデスクトップが登録さ
れていない場合、空きメ
モリーに基づいてデスク
トップが選択されます。
その後、デスクトップは
登録されて起動します。

• Oracle VM
VirtualBox

デスクトップの終 ACPI の終了信号をデス 「デスクトップ」タブ → 「終了」(メ desktop-stop
了
クトップに送信します。 ニュー)
(「-p」オプションなし)

• Oracle VM
VirtualBox

• Hyper-V
• VMware

• Hyper-V
• VMware

デスクトップの再 同じホストでデスクトッ 「デスクトップ」タブ → 「再起動」
起動
プを再起動します。PC (ボタン)
のリセットボタンを押
した場合と同様に、ファ
イルが開いている場合は
データが失われる可能性
があります。

desktop-restart

デスクトップの電 ただちにデスクトップの 「デスクトップ」タブ → 「電源切
源切断
電源を切り、VirtualBox 断」(メニュー)
または Microsoft HyperV ホストから登録解除し
ます。VMware vCenter
仮想化ホストの場合、デ
スクトップの電源を切る
だけです。

desktop-stop -p

• Oracle VM
VirtualBox
• Hyper-V
• VMware

(「-p」オプションを指
定)

• Oracle VM
VirtualBox
• Hyper-V
• VMware

デスクトップの中 デスクトップの状態を
「デスクトップ」タブ → 「中断」(メ desktop-suspend
断
ディスクに保存します。 ニュー)
デスクトップを再開する
と、一時停止前と同じ状
態になります。

• Oracle VM
VirtualBox

デスクトップコン 新しいウィンドウを開い 「デスクトップ」タブ → 「コンソー
ソールを開く
て、ブラウザからデスク ル」タブ → 「ウィンドウで開く」(ボ
トップに直接アクセスし タン)
ます。

• Oracle VM
VirtualBox

ISO をマウントま 仮想マシンに対して ISO 「デスクトップ」タブ → 「ISO イ
desktop-mount-iso
たはマウント解除 イメージをマウントまた メージのマウント」、または「ISO
する
はマウント解除します。 イメージのマウント解除」(メニュー) desktop-unmount-iso

• Oracle VM
VirtualBox

デスクトップの有 一部のエラー状況
「デスクトップ」タブ → 「有効にす
効化
で、Oracle VDI はデス る」(メニュー)
クトップを「応答がな
い」としてマークし、デ
スクトップが使用できな
くなります。デスクトッ
プを以前の状態に戻すに
は、「有効にする」をク
リックします。

• Oracle VM
VirtualBox
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desktop-activate

• Hyper-V
• VMware

• Hyper-V

• Hyper-V

テンプレートとリビジョンについて

5.3. テンプレートとリビジョンについて
クローンの伝播元となるマスターコピーとして使用するように設計されたデスクトップは、テンプレートと呼ばれま
す。テンプレートは、ゲストオペレーティングシステムのプロファイル、ハードウェアプロファイル、および 1 つ以
上の仮想ハードディスクで構成されています。テンプレートを使用することで、使用可能なデスクトップでプールを
満たしてそれらに更新を伝播させるような管理タスクを、簡単に実行および制御できるようになります。デスクトッ
プについては、「デスクトップについて」を参照してください。
テンプレートの選択および管理に関する要件は、各プラットフォームで少し異なっています。Oracle VDI で
は、Oracle VM VirtualBox および Microsoft Hyper-V デスクトッププールのテンプレート管理が提供されています。た
だし、VMware Infrastructure にはそれ自体のテンプレート管理規則があるため、Oracle VDI は VMware vCenter 内の
使用可能なテンプレートのリストへのアクセスを提供します。
Oracle VM VirtualBox および Microsoft Hyper-V デスクトッププールについて、Oracle VDI にはテンプレートリビジョ
ンも用意されています。テンプレートリビジョンにより、ソフトウェア更新やその他の変更を、クローニングされた
デスクトップのプールに簡単に拡散できます。Oracle VDI にはテンプレートのリビジョン履歴が保存されます。テン
プレートリビジョンを使用すると、ソフトウェアアプリケーションの追加、エラーの修正、特定のデスクトップのイ
ンスタンスを新しく提供できます。大規模なクローニングを行う前にリビジョンをテストして、必要に応じて以前の
リビジョンに戻すこともできます。

注記
ウィルススキャンは、個々の仮想デスクトップではなく、テンプレートまたはストレージ
(あるいはその両方) に対して実行することを常にお勧めしますが、これは、ローカルスキャ
ンが CPU とメモリーリソースの両方を消費し、仮想デスクトップのパフォーマンスに影響
する可能性があるからです。
テンプレートがアップグレードされ新しいマスターリビジョンとして公表されると、Oracle VDI は、ユーザーに割り
当てられていないデスクトップと、アイドル状態 (「デスクトップの状態」を参照) にあるデスクトップを削除して、
新しいマスターテンプレートに基づく新しいバージョンに置き換えます。
ただし、その時点で使用中のデスクトップは、ユーザーがログアウトするまで、テンプレートリビジョンのメカニズ
ムによる影響を受けません。ユーザーがログアウトしたら、デスクトップがアイドル状態に戻ります。その時点でデ
スクトップが削除され、新しいバージョンに置き換えられます。

図5.1 テンプレートとリビジョン
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テンプレートで使用可能な操作

5.3.1. テンプレートで使用可能な操作
テンプレートおよびリビジョンには多数の操作が選択可能です。
アクション

詳細

Oracle VDI Manager での場所

テンプレートのイ Oracle VDI に仮想マシ 「テンプレート」タブ → 「テンプ
ンポート
ンをインポートし、最初 レートのインポート」(ボタン)
のリビジョンを作成しま
す。このリビジョンは、
同一のデスクトッププロ
バイダを使用する任意の
プールでクローニングを
行う際に使用できます。

vda サブコマンド

デスクトッププロ
バイダ

pool-vb-import

• Oracle VM
VirtualBox

pool-vb-importunmanaged
pool-vc-import
pool-hv-import

コンソールを開く 新しいウィンドウを開い 「テンプレート」タブ → 「コンソー
て、ブラウザからテンプ ルを開く」(ボタン)
レートに直接アクセスし
ます。

• Oracle VM
VirtualBox

リビジョンの作成 テンプレートの現在の状 「テンプレート」タブ → 「リビジョ
態を新規リビジョンとし ンの作成」(ボタン)
て保存します。

revision-create

名前の変更

template-setprops

テンプレートまたはリビ 「テンプレート」タブ → 「名前の変
ジョンの名前を変更しま 更」(メニュー)
す。

• Hyper-V

• Oracle VM
VirtualBox
• Hyper-V
• Oracle VM
VirtualBox
• Hyper-V

テンプレートのデ 使用可能なデスクトップ 「テンプレート」タブ → 「デスク
スクトップへのコ にテンプレートをコピー トップにコピー」(メニュー)
ピー
します。以前は「デスク
トップに変換」と呼ばれ
ていた操作です。

template-desktop

テンプレートのエ 選択したテンプレート
「テンプレート」タブ → 「エクス
クスポート
をディスクにエクスポー ポート」(メニュー)
トしますが、このテンプ
レートは仮想マシンのプ
ロパティーについて記述
した XML ファイルと、
テンプレートのハードド
ライブの内容について
記述した .vdi ファイル
で構成されています。
その後、エクスポートし
たデスクトップを格納し
て Oracle VDI 以外から
使用できるようになりま
す。

template-export

• Oracle VM
VirtualBox
• Hyper-V
• Oracle VM
VirtualBox

テンプレートの起 テンプレートに変更を適 「テンプレート」タブ → 「起動」(メ template-start
動
用するため、デスクトッ ニュー)
プを起動します。

• Oracle VM
VirtualBox

テンプレートの再 同じホストでテンプレー 「テンプレート」タブ → 「再起動」
起動
トを再起動します。PC (メニュー)
のリセットボタンを押
した場合と同様に、ファ
イルが開いている場合は
データが失われる可能性
があります。

• Oracle VM
VirtualBox
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template-restart

• Hyper-V

• Hyper-V

リビジョンで使用可能な操作

アクション

詳細

Oracle VDI Manager での場所

vda サブコマンド

デスクトッププロ
バイダ

テンプレートの終 ACPI の終了信号をテン 「テンプレート」タブ → 「終了」(メ template-stop
了
プレートに送信します。 ニュー)
(「-p」オプションなし)
テンプレートの電 ただちにテンプレートの 「テンプレート」タブ → 「電源切
源切断
電源を切り、仮想化ホス 断」(メニュー)
トから登録解除します。

template-stop -p
(「-p」オプションを指
定)

• Oracle VM
VirtualBox
• Hyper-V

ISO をマウントま 仮想マシンに対して ISO 「テンプレート」タブ → 「ISO イ
template-mount-iso
たはマウント解除 イメージをマウントまた メージのマウント」、または「ISO
する
はマウント解除します。 イメージのマウント解除」(メニュー) template-unmount-iso

• Oracle VM
VirtualBox

クローニングの適 プールの設定として自動 「テンプレート」タブ → 「プールで
用
クローニングが選択され のクローニングの適用」(メニュー)
ている場合、プールに新
しいデスクトップがある
と、クローニング用に適
用されているテンプレー
トからクローニングされ
ます。

pool-setprops

• Oracle VM
VirtualBox

テンプレートを戻 テンプレートを直近のリ 「テンプレート」タブ → 「元に戻
す
ビジョンに戻します。
す」(メニュー)

template-revert

• Hyper-V

• Hyper-V

• Oracle VM
VirtualBox
• Hyper-V

テンプレートの削 テンプレートおよびその 「テンプレート」タブ → 「削除」(メ template-delete
除
テンプレートに対応する ニュー)
すべてのリビジョンを削
除します。

• Oracle VM
VirtualBox
• Hyper-V

5.3.2. リビジョンで使用可能な操作
アクション

詳細

リビジョンマス
ターの作成

Oracle VDI Manager での場所

vda サブコマンド

仮想化プラット
フォーム

クローニング用のテン
「テンプレート」タブ → 「マスター
プレートを選択している の作成」(ボタン)
プールのリビジョンを、
クローニング用として指
定します。

revision-setprops

• Oracle VM
VirtualBox

リビジョン名の変 リビジョン名を変更しま 「テンプレート」タブ → 「名前の変
更
す。
更」(メニュー)

revision-setprops

テンプレートへの このリビジョンに基づい 「テンプレート」タブ → 「テンプ
リビジョンのコ
た新しいテンプレートを レートにコピー」(メニュー)
ピー
作成します。この操作を
実行すると、任意の既存
のリビジョンから独立し
たブランチが作成されま
す。

template-create

デスクトップへの 同一プール内で新しい独 「テンプレート」タブ → 「デスク
リビジョンのコ
立したデスクトップを作 トップにコピー」(メニュー)
ピー
成します。

revision-desktop

• Hyper-V
• Oracle VM
VirtualBox
• Hyper-V
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• Oracle VM
VirtualBox
• Hyper-V

• Oracle VM
VirtualBox
• Hyper-V

デスクトップと仮想マシンの状態について

アクション

詳細

Oracle VDI Manager での場所

リビジョンのク
ローニング

同一プール内で選択した 「テンプレート」タブ → 「デスク
リビジョンを基にデスク トップのクローニング」(メニュー)
トップを作成します。

vda サブコマンド

仮想化プラット
フォーム

revision-clone

• Oracle VM
VirtualBox
• Hyper-V

リビジョンのエク 選択したリビジョンを
「テンプレート」タブ → 「エクス
スポート
ディスクにエクスポー
ポート」(メニュー)
トしますが、このリビ
ジョンは仮想マシンの
プロパティーについて
記述した XML ファイル
と、デスクトップのハー
ドドライブの内容につい
て記述した .vdi ファイ
ルで構成されています。
その後、エクスポートし
たデスクトップを格納し
て Oracle VDI 以外から
使用できるようになりま
す。

revision-export

• Oracle VM
VirtualBox

リビジョンへのシ 内部で、クローンが
「テンプレート」タブ → 「システム
ステムの準備の適 作成および起動され
の準備」(メニュー)
用
て、Windows Sysprep
コマンドが呼び出されま
す。その後、プール内の
デスクトップのクローニ
ングに使用される新しい
スナップショットが作成
されます。

revision-sysprep

• Oracle VM
VirtualBox

クローニングの適 クローニング用に特定
「テンプレート」タブ → 「クローニ
用
のリビジョンを使うべき ングの適用」(メニュー)
プールを選択します。指
定しない場合はマスター
リビジョンが使用されま
す。

pool-setprops

• Hyper-V

リビジョンの削除 Oracle VDI および
「テンプレート」タブ → 「削除」(メ revision-delete
Hyper-V の場合、iSCSI ニュー)
ディスクがストレー
ジから削除されま
す。VMware の場
合、vCenter で仮想マシ
ンを利用可能な状態に
しておくという選択も可
能です。リビジョンへの
すべての参照は、Oracle
VDI データベースから削
除されます。

• Oracle VM
VirtualBox
• Hyper-V

• Oracle VM
VirtualBox
• Hyper-V

5.4. デスクトップと仮想マシンの状態について
Oracle VDI では、ユーザーは 1 つまたは複数の仮想デスクトップに割り当てられ、どこからでも、従来のパーソナ
ルコンピュータで実行しているかのようにこれらのデスクトップを使用できます。Oracle VDI は、何千台ものデスク
トップを効果的に管理できる高度な管理機能とライフサイクル機能を提供します。デスクトップは、Oracle VDI の設
定によって定義された状態の間を遷移します。
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仮想マシンを使用して、デスクトップを描画するオペレーティングシステムを実行します。これらは、Oracle VM
VirtualBox、Microsoft Hyper-V、VMware Infrastructure などのハイパーバイザによって制御されます。電源切断や実行
などの従来のマシン状態をサイクルします。

5.4.1. 仮想マシンの状態
仮想マシンの状態は仮想化プラットフォームによって定義されます。
• 実行中
実行中のデスクトップは、単一のハイパーバイザホストで登録および起動されています。仮想マシンが実行中のホ
ストは、Oracle VDI Manager の「デスクトップのサマリー」ページを使用して判定できます。実行中の仮想マシン
は直接ストレージに接続されています。
• 電源切断
電源切断された仮想マシンは、Oracle VDI 環境の 2 つの場所 (データベースとストレージ) に存在します。Oracle
VDI データベースには、ハイパーバイザにデスクトップを登録するためのデスクトップ構成情報が含まれていま
す。ストレージサーバーには、デスクトップのハードディスクのデータが含まれています。
電源切断された仮想マシンは、通常どのハイパーバイザホストにも関連付けまたは登録されていません。この方針
により、仮想マシンが起動されるたびに、Oracle VDI が最適なホストを選択できます。この設定では、使用可能な
VirtualBox または Microsoft Hyper-V ホストに仮想マシンを分散できるため、各ホストでのリソースの使用を最小限
に抑えることができます。
• 中断中
中断中の仮想マシンは、ハイパーバイザによって中断されています。
• 一時停止、中止、スタック
これらのマシンの状態は VirtualBox に固有の状態です。
• 不明
この状態は通常、VMware vCenter サーバーにアクセスして状態情報を取得できないか、VirtualBox ホストが null を
返すことを示しています。
• アクティブまたは切断
これらのマシンの状態は、Microsoft リモートデスクトップにのみ適用されます。Oracle VDI は、デスクトップへの
接続を制御するだけで、マシンの状態は制御しません。

5.4.2. デスクトップの状態
デスクトップの状態を使用して、次のことを実行できます:
• デスクトップのライフサイクルの実装。
• Oracle VDI ホストと仮想プラットフォームの同期。
• システムの状態を監視および解析するツールとしての使用。
次の図は、柔軟に割り当てられたデスクトップのライフサイクルを簡略化して表したものです。
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図5.2 柔軟に割り当てられたデスクトップのライフサイクル

発生する可能性のあるデスクトップの状態は:
• 使用可能 - 最初の状態
デスクトップがデータベースに追加され、テンプレートからクローニングされたあとに、利用可能状態に設定され
ます。利用可能になったあと、デスクトップはユーザーに割り当て可能になります。リサイクルポリシーが「デス
クトップの再利用」または「スナップショットにリセット」に設定された場合、デスクトップはこの状態に戻りま
す。
• アイドル - 中間の状態
デスクトップが割り当てられ、ユーザーがそれを使用していないとき、たとえば、デスクトップが割り当てられ、
ユーザーがまだログインしていないときや、デスクトップが割り当てられ、ユーザーがちょうどログアウトしたと
きは、デスクトップは常にこの状態です。構成可能な時間を経過してもデスクトップがこの状態のままの場合、デ
スクトップはリサイクルされます。
VMware vCenter デスクトッププロバイダにはその他に 2 つのアイドル状態があります: デスクトップが割り当てら
れたときに仮想マシンが中断される場合と、デスクトップが割り当てられたときにゲスト OS が vCenter オプショ
ンの「ゲスト OS で実行中の VM の待機状態を維持」によって待機状態になる場合です。
• 使用済み - アクティブな状態
ユーザーがデスクトップにログインすると、デスクトップはただちに使用済み状態になります。ユーザーがログイ
ンし、デスクトップを使用して、ログアウトするまでは、デスクトップはこの状態のままです。
• 予約済み - 保守状態
デスクトップが Oracle VDI によって使用中の場合は、デスクトップは予約済みになります。通常、デスクトップが
手動コピー操作のソースとなるか、またはデスクトップがリサイクルされる場合に、デスクトップはこの状態にな
ります。予約済み状態の終了後、デスクトップは利用可能になります。
• 応答なし - 隔離状態
Oracle VDI がデスクトップについて重大な問題を検出したときは、デスクトップは必ず応答なし状態になります。
応答がないデスクトップは、デスクトップのライフサイクル外になるため、管理者は注意する必要があります。管
理者はこの問題を修正して、デスクトップをライフサイクルに戻すための「有効にする」アクションをデスクトッ
プに適用するか、デスクトップを削除することができます。

5.5. デスクトップイメージの作成
このセクションでは、デスクトップイメージとして使用される仮想マシンを作成する方法について説明します。
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仮想マシンを作成してデスクトップオペレーティングシステムをインストールしたら、仮想マシンのデスクトッ
プオペレーティングシステムのパフォーマンスを最適化することをお勧めします。このセクションのガイドライン
は、Oracle VDI のデスクトップパフォーマンスを最大限にするデスクトップイメージの設定の概要を示したもので
す。これらは要件ではなく、パフォーマンス向上のための提案です。

5.5.1. 仮想マシンの作成方法 (Oracle VM VirtualBox)
Oracle VDI では、ユーザーが仮想マシンで実行されている自分の仮想デスクトップ (任意のデスクトップオペレー
ティングシステムのインスタンス) に簡単にアクセスできます。手動で仮想マシンを作成したり、テンプレートから自
動的に追加の仮想マシンが作成またはクローニングされるように Oracle VDI を構成したりできます。

始める前に
Oracle VM VirtualBox をインストールすると、最初の仮想マシンを作成できるようになります。仮想マシンはサー
バー、または VirtualBox のローカルインストール上に作成できます。仮想マシンを作成するために VirtualBox のロー
カルインストールの使用を選択した場合は、必ず Oracle VDI で提供されるバージョンと同じリリースを使用してくだ
さい。

手順
1. VirtualBox Web Console を起動します。
# /opt/VirtualBox/VirtualBox

a. 「新規」をクリックして仮想マシンの新規作成ウィザードを起動します。
b. このウィザードの指示に従って仮想マシンを作成します。
必ず、目的の構成に適したハードディスクや RAM 容量を選択してください。
• Windows Vista および Windows 7 の場合、1024M バイト以上の RAM と 5723M バイト以上のハードディス
クが推奨されます。
• Windows 2000 および Windows XP の場合、384M バイト以上の RAM と 4G バイト以上のハードディスク
が推奨されます。
仮想マシンのシステム要件については、Oracle VM VirtualBox のドキュメントを参照してください。
2. オペレーティングシステムをインストールします。
この時点では、OS がインストールされていない PC と同様に、仮想マシンは空の状態です。次のステップとし
て、OS のブートメディアを選択してインストールします。
a. 新規作成した仮想マシンを選択し、「設定」をクリックします。
b. 「設定」GUI で「高度」タブを開きます。
c. 最初のブートデバイスとして「CD/DVD-ROM」が設定されていることを確認します。
d. 「設定」ダイアログの左側にあるパネルで「CD/DVD-ROM」オプションを選択します。
e. 「CD/DVD ドライブのマウント」オプションを選択します。
f.

「OK」をクリックして変更を保存すると、「設定」GUI が閉じられます。
この時点で、OS インストールを開始するために新規仮想マシンを起動します。

g. 新規仮想マシンを選択して「起動」をクリックします。
h. インストールの指示に従うか、または、インストールの詳細について、OS のメーカーに問い合わせてくださ
い。
3. VirtualBox Guest Additions をインストールします。
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VirtualBox には、Windows XP、Windows Vista、および Windows 7 のゲストに自動ログオンするための Windows
Guest Addition モジュールが用意されています。自動ログオン機能は、Guest Additions のインストール中にのみ
有効にできます。従来の Guest Additions をインストールすることも自動ログオンに対応した Guest Additions を
インストールすることもできます。
• 自動ログオンに対応していない Guest Additions のインストール:
a. 仮想マシンが実行中で、完全にブートしている状態で、仮想マシンコンソールの「デバイス」を選択しま
す。
b. 「Guest Additions のインストール」を選択します。これにより、仮想マシン内で Oracle VM VirtualBox
Guest Additions インストーラが起動します。
• 自動ログオンに対応している Guest Additions のインストール:
a. 仮想マシンコンソールで、「デバイス」、「CD/DVD デバイス」、「VBoxGuestAdditions.iso」の順に選択
して、Guest Additions をロードします。
b. 仮想マシンが実行中で、完全にブートしている状態で、Windows の「ファイル名を指定して実行」コンソー
ルに移動します。
• (Windows XP)「スタート」メニューで「ファイル名を指定して実行」を選択します。
• (Windows Vista および Windows 7)「スタート」の検索バーで「ファイル名を指定して実行」を検索し、
検索結果から選択します。
c. 次のように入力し、「OK」をクリックすると、仮想マシン内で Oracle VM VirtualBox Guest Additions イン
ストーラが起動します。
D:\VBoxWindowsAdditions.exe /with_autologon

4. 追加のソフトウェアをインストールし、デスクトップイメージを最適化します。
詳細については、次を参照してください:
• 「Windows 7 デスクトップイメージの最適化」
• 「Windows Vista のデスクトップイメージの最適化」
• 「Windows XP のデスクトップイメージの最適化」
• 「その他のオペレーティングシステムのデスクトップイメージの最適化」

5.5.2. 仮想マシンの作成方法 (VMware vCenter)
Oracle VDI では、ユーザーが自分のデスクトップ (通常は仮想マシンで実行される Microsoft Windows XP のインスタ
ンス) に簡単にアクセスできます。手動で仮想マシンを作成したり、テンプレートから自動的に追加の仮想マシンが作
成またはクローニングされるように Oracle VDI を構成したりできます。
仮想マシンの作成、テンプレートの作成、カスタム仕様、および VMware Tools のインストールについては、VMware
のドキュメントを参照してください。

手順
1. Microsoft Windows で仮想マシンを作成します。
仮想マシンを作成するための標準的なプロセスを使用します。
これらの推奨事項に従います:
• Microsoft Windows XP SP3 をベースラインとして使用します。ライセンスはボリュームライセンスにする必要
があります。
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• ディスクを 1 つ定義します。サイズを可能なかぎり小さくするようにしてください。ディクスのサイズは、シ
ステムのパフォーマンスと全体的なストレージの消費に影響します。RAM のサイズも可能なかぎり小さくする
ようにしてください。
• Windows Vista および Windows 7 の場合、1024M バイト以上の RAM と 5723M バイト以上のハードディスク
が推奨されます。
• Windows 2000 および Windows XP の場合、384M バイト以上の RAM と 4G バイト以上のハードディスクが
推奨されます。
• CPU は 1 つで十分なはずです。
• ネットワークインタフェースが 1 つ必要です。このネットワークインタフェースは DHCP 用に構成するように
してください。電源投入後に仮想マシンが有効な IP を確実に取得できるようにます。
2. VMware Tools をインストールします。
Microsoft Windows XP がインストールされた仮想マシンを作成したら、VMware Tools をインストールしま
す。VMware Tools は、仮想マシンのゲストオペレーティングシステムのパフォーマンスを向上させ、仮想マシン
の管理を容易にする一連のユーティリティーです。ゲストオペレーティングシステムへの VMware Tools のインス
トールは重要です。
インストールは、VMware Virtual Infrastructure Client (VIC) 内から簡単にトリガーできます: 仮想マシンを右ク
リックし、「VMware Tools のインストール」を選択します。
3. リモートデスクトップアクセスを有効にします。
RDP は、Microsoft Windows XP デスクトップへの主要なアクセス方法です。デフォルトでは、このアクセス方法
は無効になっており、ファイアウォールによって拒否されます。リモートデスクトップアクセスを有効にするに
は、仮想マシンの電源をオンにしたままログインし、VMware の Virtual Infrastructure Client を起動してから、こ
れらの手順に従います:
a. 仮想マシンのコンソールを開き、仮想マシンの「スタート」ボタンをクリックします。
b. 「スタート」メニューの「マイ コンピュータ」を右クリックし、「プロパティ」を選択します。
c. 「システムのプロパティ」ウィンドウで「リモート」タブを選択します。
d. 「リモートデスクトップ」で、「このコンピュータにユーザーがリモートで接続することを許可する」チェッ
クボックスにチェックマークを付けます。
e. 対象のユーザーにリモートアクセス権が付与されていることを確認します。
仮想デスクトップにリモートで接続する前に、リモートアクセスがファイアウォールによってブロックされな
いようにする必要があります。システム上でアクティブになる可能性があるすべてのファイアウォールでポー
ト 3389 を有効にする必要があります。
4. Oracle VDI Tools をインストールします。Oracle VDI には、デスクトップが使用されているときにその旨を
Oracle VDI サービスに通知し、ゲスト OS がスタンバイに入ったときに RDP 接続を処理するツールコンポーネン
トが含まれています。Oracle VDI Tools は、リサイクルが正常に機能するようにゲストオペレーティングシステム
にインストールする必要があり、これにより、仮想マシンがスタンバイモードまたは中断モードに入ったときに
RDP 接続が適切に閉じるようになります。Oracle VDI Tools には 2 つのバージョンがあります: vda-tools-x86.msi
(32 ビットプラットフォーム用) と vda-tools-x64.msi (64 ビットプラットフォーム用)。
a. Oracle VDI アーカイブの解凍先のディレクトリで、適切なインストーラファイルを見つけます。
vda-tools-x86.msi と vda-tools-x64.msi は、./image/vda_<Oracle-VDI-release>/Windows/Packages/ サブディレ
クトにあります。対象の仮想マシンにインストーラをコピーします。
b. 仮想マシンのコンソール内でインストーラをダブルクリックし、プロンプトに従ってインストールを完了しま
す。
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Windows での Oracle VDI Tools のデフォルトのインストール先は、C:\Program Files\Oracle\Virtual Desktop
Access\Tools です。
c. この時点で、Oracle VDI Tools という名前の新しいサービスが VM サービスリストに追加されて動作してお
り、自動的に開始するように設定されているはずです。
5. 追加のソフトウェアをインストールし、デスクトップイメージを最適化します。
詳細については、次を参照してください:
• 「Windows 7 デスクトップイメージの最適化」
• 「Windows Vista のデスクトップイメージの最適化」
• 「Windows XP のデスクトップイメージの最適化」
• 「その他のオペレーティングシステムのデスクトップイメージの最適化」
6. 仮想マシンをテンプレートに変換します。
追加の仮想マシンを手動でクローニングしたり、Oracle VDI が仮想マシンをテンプレートから自動でクローニン
グしたりできます。既存の仮想マシンはすべてテンプレートに変換できます。
a. Virtual Infrastructure Client を開きます。
b. 対象の仮想マシンを右クリックし、マシンの電源を切断します。
c. コマンド領域またはポップアップメニューで「テンプレートに変換」をクリックします。
7. カスタマイズの仕様を作成します。
テンプレートからクローンを作成したあとに、Windows XP の ID とネットワーク設定をカスタマイズする必要が
あります。このカスタマイズは、「カスタマイズ仕様」を使用して実行できます。
a. Virtual Infrastructure Client を開きます。
b. ツールバーの上にあるメニューから「編集」をクリックし、「カスタマイズ仕様」を選択します。
c. カスタマイズ仕様マネージャーの「新規」アイコンをクリックしてウィザードを開始します。
d. ウィザードの最初のステップで、対象の仮想マシンの OS として Windows を選択し、仕様に名前を指定して
説明を追加します。
e. それ以降の手順では、Windows のインストールに関する標準的な質問が行われますので、自身の要件に合わせ
て回答するようにしてください (ただし、次は除きます)。
• コンピュータ名: 「仮想マシン名を使用する」項目を必ず選択してください。それ以外の場合、ホスト名が
重複する可能性があります。
• Windows ライセンス: Windows XP のシリアル番号を入力します。「サーバーのライセンス情報を含める」
項目はオフのままにするようにしてください。
• ネットワーク: 必ずインタフェースを DHCP 用に構成してください。それ以外の場合は、クローニングされ
た仮想マシンは一意の IP アドレスを持たないので、Oracle VDI と連動しません。
f.

ウィザードを完了し、カスタマイズの仕様を保存したら、Customization Specification Manager を閉じます。

5.5.3. 仮想マシンの作成方法 (Microsoft Hyper-V)
Oracle VDI では、ユーザーが自分の仮想デスクトップ (通常は仮想マシンで実行される Microsoft Windows XP のイン
スタンス) に簡単にアクセスできます。手動で仮想マシンを作成したり、テンプレートから自動的に追加の仮想マシン
が作成またはクローニングされるように Oracle VDI を構成したりできます。
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手順
1. Microsoft Windows で仮想マシンを作成します。
仮想マシンを作成するための標準的なプロセスを使用します。Microsoft Hyper-V で仮想マシンを作成する方法に
ついては、Microsoft のドキュメント『http://www.windowsreference.com/hyper-v/hyper-v-how-to-create-a-newvirtual-machine/』を参照してください。
これらの推奨事項に従います:
• ライセンスはボリュームライセンスにする必要があります。
• ディスクを 1 つ定義します。サイズを可能なかぎり小さくするようにしてください。ディクスのサイズは、シ
ステムのパフォーマンスと全体的なストレージの消費に影響します。RAM のサイズも可能なかぎり小さくする
ようにしてください。
a. Windows Vista および Windows 7 の場合、1024M バイト以上の RAM と 5723M バイト以上のハードディス
クが推奨されます。
b. Windows 2000 および Windows XP の場合、384M バイト以上の RAM と 4G バイト以上のハードディスク
が推奨されます。
2. Microsoft Hyper-V 統合コンポーネントをインストールします。
Microsoft Windows XP がインストールされた仮想マシンを作成したら、Hyper-V 統合コンポーネントをインス
トールします。統合コンポーネントを利用すると、Microsoft Hyper-V と Oracle VDI を仮想マシンと一緒に使用で
きるようになります。ゲストオペレーティングシステムへの統合コンポーネントのインストールは重要です。
インストールは、Hyper-V 管理コンソール内から簡単にトリガーできます: コンソールから仮想マシンに接続し
て、「操作」メニューの「統合サービスセットアップディスクの挿入」オプションを選択します。
3. リモートデスクトップアクセスを有効にします。
RDP は、Microsoft Windows XP デスクトップへの主要なアクセス方法です。デフォルトでは、このアクセス方法
は無効になっており、ファイアウォールによって拒否されます。リモートデスクトップアクセスを有効にするに
は、仮想マシンに Hyper-V 管理コンソールから接続し、これらの手順を実行します:
a. コンソールで仮想マシンの「スタート」ボタンをクリックします。
b. 「スタート」メニューの「マイ コンピュータ」を右クリックし、「プロパティ」を選択します。
c. 「システムのプロパティ」ウィンドウで、「リモート」タブを選択します。
d. 「リモート デスクトップ」で、「このコンピュータにユーザーがリモートで接続することを許可する」が選択
されるように、チェックボックスにチェックマークを付けます。
e. 対象のユーザーにリモートアクセス権が付与されていることを確認します。
f.

「OK」をクリックして、設定を保存し、ダイアログを閉じます。
仮想デスクトップにリモートで接続する前に、リモートアクセスがファイアウォールによってブロックされな
いようにする必要があります:
システム上でアクティブになる可能性があるすべてのファイアウォールでポート 3389 を有効にする必要があ
ります。

4. Oracle VDI Tools をインストールします。Oracle VDI には、デスクトップが使用されているときにその旨を
Oracle VDI サービスに通知し、ゲスト OS がスタンバイに入ったときに RDP 接続を処理するツールコンポーネン
トが含まれています。Oracle VDI Tools は、リサイクルが正常に機能するようにゲストオペレーティングシステム
にインストールする必要があり、これにより、仮想マシンがスタンバイモードまたは中断モードに入ったときに
RDP 接続が適切に閉じるようになります。
a. Oracle VDI アーカイブの解凍先のディレクトリで、インストーラファイル (32 ビットプラットフォームでは
vda-tools-x86.msi、64 ビットプラットフォームでは vda-tools-x64.msi) を見つけます。
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インストーラは、vda_<Oracle-VDI-release>/Windows/Packages サブディレクトリにあります。インストーラ
を対象の VM にコピーします。
b. VM のコンソールでインストーラをダブルクリックし、プロンプトに従ってインストールを完了します。
Windows での Oracle VDI Tools のデフォルトのインストール先は、C:\Program Files\Oracle\Virtual Desktop
Access\Tools です。
c. この時点で、Oracle VDI Tools という名前の新しいサービスが VM サービスリストに追加されて動作してお
り、自動的に開始するように設定されているはずです。
5. 追加のソフトウェアをインストールし、デスクトップイメージを最適化します。
詳細については、次を参照してください:
• 「Windows 7 デスクトップイメージの最適化」
• 「Windows Vista のデスクトップイメージの最適化」
• 「Windows XP のデスクトップイメージの最適化」
• 「その他のオペレーティングシステムのデスクトップイメージの最適化」

5.6. デスクトップのインポート
5.6.1. デスクトップのインポート方法 (Oracle VM VirtualBox)
新規作成されたプールは空であり、デスクトップは含まれていません。仮想マシンを作成したあとに、それらを
Oracle VDI データベースにインポートする必要があります。

注記
仮想マシンのスナップショットのインポートはサポートされていません。

始める前に
Oracle VM VirtualBox インタフェースで、または、統合 Oracle VDI Manager Flash コンソールを使用して、仮想マシ
ンを作成してから、Oracle VDI データベースにインポートする必要があります。詳細については、「仮想マシンの作
成方法 (Oracle VM VirtualBox)」セクションを参照してください。

Oracle VDI Manager の手順
1. Oracle VDI Manager で、「プール」に移動します。
2. プールを選択します。
3. 「デスクトップ」タブを選択し、「インポート」をクリックします。
インポートダイアログが表示されます。
4. インポートするデスクトップを選択します。
• インポートするデスクトップが VirtualBox ホスト上にある場合は、「ハイパーバイザ」タブでそのデスクトッ
プを選択して、「OK」をクリックします。
• インポートするデスクトップが /var/tmp の Oracle VDI ホスト上で使用可能な場合は、「フォルダ」タブで対応
する XML および Oracle VDI ファイルを定義します。
バックグラウンドジョブとして仮想マシンがインポートされます。
正常にインポートされたデスクトップは、プールのプロファイルの「デスクトップ」タブに表示されます。
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注記
次のコマンドを使用して、仮想マシンの XML ファイルと Oracle VDI イメージを /var/tmp に
移動できます:
# scp path to file root@Oracle VDI host:/var/tmp

十分な空き領域が /var/tmp にない場合は、両方のファイルをホスト上の別の場所にコピーし
て、シンボリックリンクを作成できます:
# ln -s path to file /var/tmp/

CLI の手順
• デスクトップを Oracle VDI ホストから Oracle VDI データベースにインポートします。
# /opt/SUNWvda/sbin/vda pool-vb-import -p vdi-image=virtual machine name.vdi,\
xml-configuration=virtual machine name.xml pool name

例 - VirtualBox デスクトップのインポート
example% /opt/SUNWvda/sbin/vda pool-vb-import \
-p vdi-image=UbuntuDE.vdi,xml-configuration=UbuntuDE.xml "Sales - EMEA"

• デスクトップを VirtualBox ホストから Oracle VDI データベースにインポートします。
1. 指定したデスクトッププロバイダについて、すべてのアンマネージデスクトップを一覧表示します。
# /opt/SUNWvda/sbin/vda provider-list-unmanaged desktop provider name

例 - アンマネージ VirtualBox デスクトップを一覧表示してインポートする
example% /opt/SUNWvda/sbin/vda provider-list-unmanaged "VB provider"
HOST NAME ID
my.vb.com UbuntuDE 35
my.vb2.com UbuntuEN 36
example% /opt/SUNWvda/sbin/vda pool-vb-import-unmanaged -d 35 "Sales - EMEA"

2. デスクトップを Oracle VDI データベースにインポートします。
# /opt/SUNWvda/sbin/vda pool-vb-import-unmanaged -d desktop IDpool name

5.6.2. デスクトップのインポート方法 (VMware vCenter)
新規作成されたプールは空であり、デスクトップは含まれていません。仮想マシンを作成したあと、それらの仮想マ
シンの対応するエントリが Oracle VDI のデータベース内に作成されるようにするため、仮想マシンを Oracle VDI に
インポートする必要があります。仮想マシンに対してはどのような変更も行われません。

始める前に
仮想マシンを VMware vCenter に作成してから Oracle VDI にインポートする必要があります。詳細については、「仮
想マシンの作成方法 (VMware vCenter)」セクションを参照してください。

Oracle VDI Manager の手順
1. Oracle VDI Manager で、「プール」に移動します。
2. プールを選択します。
3. 「デスクトップ」タブに移動し、「インポート」をクリックします。
インポートダイアログが表示され、使用可能な仮想マシンが VMware vCenter の階層に表示されます。仮想マシン
またはフォルダを個別に選択できます。フォルダを選択すると、そのフォルダ内のすべての仮想マシンがインポー
ト対象として選択されます。
4. 「OK」をクリックして、デスクトップを Oracle VDI データベースにインポートします。
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注記
Oracle VDI にすでにインポートされているデスクトップをインポート対象として選択するこ
とはできません。また、テンプレートをインポートすることもできません。
正常にインポートされたデスクトップは、プールのプロファイルの「デスクトップ」タブに表示されます (ページのリ
フレッシュが必要な場合があります)。

CLI の手順
1. 指定したデスクトッププロバイダについて、すべてのアンマネージデスクトップを一覧表示します。
# /opt/SUNWvda/sbin/vda provider-list-unmanaged desktop provider name

2. デスクトップを Oracle VDI データベースにインポートします。
# /opt/SUNWvda/sbin/vda pool-vc-import -d desktop IDpool name

例 - アンマネージ vCenter デスクトップを一覧表示してインポートする
# /opt/SUNWvda/sbin/vda provider-list-unmanaged "VC provider"
HOST NAME ID
my.vc.com WindowsXPde vm-134
my.vc2.com WindowsXPen vm-629
# /opt/SUNWvda/sbin/vda pool-vc-import -d vm-134 "Support - EMEA"

5.6.3. デスクトップのインポート方法 (Microsoft Hyper-V)
新規作成されたプールは空であり、デスクトップは含まれていません。仮想マシンを作成したあとに、それらを
Oracle VDI データベースにインポートする必要があります。

注記
仮想マシンのスナップショットのインポートはサポートされていません。

始める前に
仮想マシンを Microsoft Hyper-V で作成しエクスポートしてから Oracle VDI データベースにインポートする必要があ
ります。詳細については、「仮想マシンの作成方法 (Microsoft Hyper-V)」セクションを参照してください。仮想マシ
ンを Hyper-V サーバーからエクスポートするには:
1. Hyper-V 管理コンソールで、Hyper-V 仮想マシンを選択します。
2. 「操作」メニューから「エクスポート」を選択して、仮想マシンのエクスポート先にする Hyper-V サーバー上の
ディレクトリを選択します。
エクスポートが完了すると、ディレクトリ内にいくつかのファイルとサブディレクトリが追加されます。ディレク
トリ全体を Hyper-V サーバーから Oracle VDI ホスト上のディレクトリまたはリモートサーバー上の共有ディレク
トリにコピーします (共有ディレクトリは Oracle VDI ホストからアクセスできる必要があります)。

Oracle VDI Manager の手順
1. Oracle VDI Manager で、「プール」に移動します。
2. プールを選択します。
3. 「デスクトップ」タブに移動し、「インポート」をクリックします。インポートダイアログが表示されます。
4. 「サーバー」プロパティーで、Microsoft Hyper-V デスクトップディレクトリをコピーした先のサーバーを選択し
ます (それらのディレクトリを Oracle VDI サーバーにコピーした場合は、Host 'servername' オプションを選択
し、それ以外の場合で、それらのディレクトリをリモートサーバー上の共有ディレクトリにコピーした場合は、
「ほかのサーバー」オプションを選択して、共有ディレクトリがあるリモートサーバーの名前を入力する)。
5. 「パス」プロパティーで、Microsoft Hyper-V デスクトップディレクトリが含まれているディレクトリへのパスを
入力します。
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6. 正確なデスクトップ名を「デスクトップ」ドロップダウンから選択し、「OK」をクリックします。
正常にインポートされたデスクトップは、「プール」ページの「デスクトップ」タブに表示されます。ページのリフ
レッシュが必要な場合があります。

CLI の手順
• Hyper-V デスクトップを Oracle VDI データベースにインポートします。
# /opt/SUNWvda/sbin/vda pool-hv-import \
-p export-directory=path to export directory pool name

例 - Hyper-V デスクトップを Oracle VDI データベースにインポートする
example% /opt/SUNWvda/sbin/vda pool-hv-import \
-p export-directory=/data/virtual-machines/xp-template hvpool

5.6.4. 個別の Windows PC をインポートする方法
個別の Windows PC は、リモート接続を許可していれば Oracle VDI Manager を使用してインポートと管理が可能で
す。個別の Windows PC のインポートは、汎用デスクトッププロバイダの作成、汎用デスクトッププロバイダの新し
いプールの作成、およびプールへの Windows PC のインポートから構成されます。

始める前に
Windows PC で、「システムのプロパティ」、「リモートデスクトップ」の順に表示して、リモート接続を許可する
ように構成されていることを確認します。

Oracle VDI Manager の手順
1. Oracle VDI Manager で、「デスクトッププロバイダ」に移動します。
2. 「デスクトッププロバイダ」テーブルで「新規」をクリックします。
汎用デスクトッププロバイダを作成します。
3. 「プール」に移動します。
4. 「プール」テーブルで、「新規」をクリックします。
汎用デスクトッププロバイダを選択してプールをホストします。
5. 「プール」テーブルから新たに作成されたプールを選択します。
6. 「デスクトップ」タブに移動し、「インポート」をクリックします。

5.6.5. テンプレートの管理について
Oracle VDI では、Adobe Flash プラグインを導入し、Oracle VDI Manager 内から直接デスクトップへのアクセス、テ
スト、および変更を容易に行うことができます。この機能には、オペレーティングシステムをセットアップするため
の ISO イメージのマウントに加え、デスクトップのプロパティーの変更も含まれます。
追加するデスクトップのクローニングには、任意のデスクトップをテンプレートとして使用できます。エンタープラ
イズクラスの大規模配備では、デスクトップテンプレートを必ず公開前にテストして、変更した点を記録することが
重要です。Oracle VDI にはさまざまなテンプレートリビジョンの管理のサポートが追加されています。新しいテンプ
レートリビジョンはいつでも作成でき、変更内容をテストして、新しいリビジョンをクローニングプロセスで使われ
るマスターとして宣言できます。また、変更に満足できない場合は、元のリビジョンに戻すこともできます。

5.6.5.1. Oracle VDI Manager 内のテンプレートを変更する方法
Oracle VDI Manager からのテンプレートの変更は、Oracle VM VirtualBox および Microsoft Hyper-V デスクトップ
プールで行うことができます。この機能は、ソフトウェアの追加インストールまたはオペレーティングシステムの
アップグレードを行う場合に特に有効です。テンプレートとリビジョンの操作については、「テンプレートとリビ
ジョンについて」セクションを参照してください。
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始める前に
少なくとも、選択したデスクトッププロバイダ (Oracle VDI または Microsoft Hyper-V) のインタフェースに仮想マシン
を作成してから、インポートして Oracle VDI Manager 内のテンプレート変更ツールを使用する必要があります。仮想
マシンを作成してインポートしたあと、Oracle VDI Manager から仮想マシンを起動して必要な準備手順すべてを行う
ことが可能になります。詳細については、「仮想マシンの作成方法 (Oracle VM VirtualBox)」または「仮想マシンの作
成方法 (Microsoft Hyper-V)」を参照してください。

Oracle VDI Manager の手順
1. Oracle VDI Manager で、「プール」に移動します。
2. プールを選択します。
3. 「テンプレート」タブに移動します。
4. 「テンプレートをインポート」ボタンをクリックして、ハイパーバイザのインタフェース内に作成した直後の仮想
マシンをインポートします。
この仮想マシンは、インポート直後にリビジョン 1 として保存されます。
5. 修正を加えるテンプレートを選択して、「その他の操作」メニューから「開始」をクリックします。
Oracle VDI Manager から仮想マシンが起動されるまで変更は実行されません。
6. 必要であれば、追加ソフトウェアのインストールまたはオペレーティングシステムのアップグレードなどの変更を
テンプレートに行います。
• Oracle VM VirtualBox でホストされる仮想マシンは、対話型 Adobe Flash コンソールから変更可能です。

図5.3 対話型 Adobe Flash コンソール
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• Microsoft Hyper-V デスクトッププロバイダ上では、修正はデスクトッププロバイダの Hyper-V ホスト上で行わ
れる場合があります。
7. テンプレートの修正が完了したら、「その他の操作」メニューから「終了」を選択します。

5.7. デスクトップのクローニング
5.7.1. デスクトップのクローニング方法 (Oracle VM VirtualBox)
クローニングは、プールに内容を追加するもっともすばやく効率的な方法です。プールでのクローニングを有効にす
るには、次の手順に従います。

始める前に
テンプレートをクローニングする前に、デスクトップをインポートする必要があります。詳細については、「デスク
トップのインポート方法 (Oracle VM VirtualBox)」セクションを参照してください。

Oracle VDI Manager の手順
• 既存のプールでクローニングを有効にするには:
1. Oracle VDI Manager で、「プール」に移動します。
2. プールを選択します。
3. 「クローニング」タブに移動します。
4. 「テンプレート」メニューからテンプレートを選択します。Oracle VM VirtualBox および Microsoft Hyper-V デ
スクトッププロバイダの場合は、選択したテンプレートのマスターリビジョンからすべてのデスクトップがク
ローニングされます。
5. クローニングを開始するには、「自動クローニングを有効にする」チェックボックスにチェックマークを付けて
から「保存」をクリックします。
• プールの作成中に新規プールウィザードでクローニングを有効にするには:
1. デスクトップテンプレートを選択し、「自動クローニングを有効にする」を選択します。
2. 「完了」をクリックしてプールの作成を終了し、自動クローニングを開始します。
1 分以内にクローニングが開始し、「ジョブ」ウィンドウにクローニングジョブが開始したことが表示されます。
「ジョブ」ウィンドウにアクセスするには、Oracle VDI Manager の左上にある「実行中ジョブ」リンクをクリックし
ます。クローニングジョブが正常に完了すると、新しいデスクトップがプールのプロファイルの「デスクトップ」タ
ブに表示されます。ページのリフレッシュが必要な場合があります。

CLI の手順
• プールでの自動クローニングを開始します。
# /opt/SUNWvda/sbin/vda pool-start pool name

例 - プールでの自動クローニングを開始する
example% /opt/SUNWvda/sbin/vda pool-start MyPool

5.7.2. デスクトップのクローニング方法 (VMware vCenter)
クローニングは、プールに内容を追加するもっともすばやく効率的な方法です。プールでのクローニングを有効にす
るには、次の手順に従います。
Oracle VDI では VMware リンククローンがサポートされています。Oracle VDI でリンククローンを使用できるように
する方法については、「VMware リンククローンを有効にする方法」を参照してください。
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始める前に
テンプレートをクローニングする前に、仮想マシンをインポートする必要があります。詳細については、「デスク
トップのインポート方法 (VMware vCenter)」セクションを参照してください。

Oracle VDI Manager の手順
1. Oracle VDI Manager で、「プール」に移動します。
2. 「リソース」タブに移動します。
3. 新しくクローニングされる仮想マシンの優先ストレージを選択します。
デフォルトでは、すべての使用可能なストレージを使用できます。それぞれのクローンについて、使用可能なディ
スク容量がもっとも多いストレージが Oracle VDI によって選択されます。
4. 「クローニング」タブに移動します。
5. 「テンプレート」メニューから優先テンプレートを選択します。
メニューには、VMware vCenter で使用可能なすべてのテンプレートが一覧表示されます。
6. 「システムの準備を適用」を選択し、使用すべきカスタマイズ仕様を指定します。
7. 「自動クローニングを有効にする」を選択し、「保存」をクリックすると、クローニングが開始されます。
1 分以内にクローニングが開始し、「ジョブ」ウィンドウにクローニングジョブが開始したことが表示されます。
「ジョブ」ウィンドウにアクセスするには、Oracle VDI Manager の左上にある「実行中ジョブ」リンクをクリックし
ます。クローニングジョブが正常に完了すると、新しいデスクトップがプールのプロファイルの「デスクトップ」タ
ブに表示されます。ページのリフレッシュが必要な場合があります。

CLI の手順
• プールでの自動クローニングを開始します。
# /opt/SUNWvda/sbin/vda pool-start pool name

5.7.3. VMware リンククローンを有効にする方法
Oracle VDI では VMware リンククローンがサポートされています。VMware リンククローンを使用すると、複数の
仮想マシンが仮想ディスクを親の仮想マシンと共有して、同じソフトウェアインストールを使用できるようになり
ます。リンククローンは、各仮想マシンの差異を差分ディスクに格納することでディスク容量を節約します。また、
リンククローンは、完全クローンよりも短い時間で作成されます。VMware リンククローンについては、VMware の
Web サイトを参照してください。
VMware リンククローンはプールごとに適用されます。

始める前に
VMware リンククローンは、次の条件を満たす場合にのみ使用できます:
• VMware ESX 4.0 以降を使用する必要があります。
• テンプレートに 1 つ以上のスナップショットがある必要があります。

Oracle VDI Manager の手順
1. Oracle VDI Manager で、「プール」に移動します。
2. プールを選択します。
3. 「クローニング」タブに移動します。
4. 「リンククローン」チェックボックスにチェックマークを付けます。
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5. 「保存」をクリックします。

CLI の手順
• プールでのリンククローンを有効にします。
# /opt/SUNWvda/sbin/vda pool-setprops -p linked-cloning=enable pool name

次の例では、リンククローンを MyPool という名前のプールで有効にしています。
# /opt/SUNWvda/sbin/vda pool-setprops -p linked-cloning=enabled MyPool

次の例では、リンククローンを MyPool という名前のプールで無効にしています。
# /opt/SUNWvda/sbin/vda pool-setprops -p linked-cloning=disabled MyPool

5.7.4. デスクトップのクローニング方法 (Microsoft Hyper-V)
クローニングは、プールに内容を追加するもっともすばやく効率的な方法です。プールでのクローニングを有効にす
るには、次の手順に従います。

始める前に
テンプレートをクローニングする前に、仮想マシンをインポートする必要があります。詳細については、「デスク
トップのインポート方法 (Microsoft Hyper-V)」セクションを参照してください。

Oracle VDI Manager の手順
• 既存のプールでクローニングを有効にするには:
1. Oracle VDI Manager で、「プール」に移動します。
2. プールを選択します。
3. 「クローニング」タブを選択し、クローニングパラメータを指定します。
4. 少なくとも、クローニング元のデスクトップテンプレートを定義し、「自動クローニングを有効にする」を選択
します。
• プールの作成中に新規プールウィザードでクローニングを有効にするには:
1. デスクトップテンプレートを選択し、「自動クローニングを有効にする」を選択します。
2. 「完了」をクリックしてプールの作成を終了し、自動クローニングを開始します。
1 分以内にクローニングが開始し、「ジョブ」ウィンドウにクローニングジョブが開始したことが表示されます。
「ジョブ」ウィンドウにアクセスするには、Oracle VDI Manager の左上にある「実行中ジョブ」リンクをクリックし
ます。クローニングジョブが正常に完了すると、新しいデスクトップが「プール」ページの「デスクトップ」タブに
表示されます。ページのリフレッシュが必要な場合があります。

CLI の手順
• プールでの自動クローニングを開始します。
# /opt/SUNWvda/sbin/vda pool-start pool name

次の例では、自動クローニングを MyPool プールで有効にしています。
# /opt/SUNWvda/sbin/vda pool-start MyPool

5.7.5. クローンのカスタマイズについて
Oracle VDI には、クローニングプロセスで Windows デスクトップをカスタマイズする方法として、Active Directory
環境で使用されることが多い Microsoft システム準備 (Sysprep) と、Oracle VDI 高速準備 (FastPrep) の 2 つがありま
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す。Oracle VDI FastPrep は、Microsoft Sysprep の代替ツールです。Sysprep は Oracle VDI Manager 内からトリガー
できます。
Sysprep を使用すると、必ず、各デスクトップのクローンにそれぞれ一意のセキュリティー識別子 (SID) が割り当て
られます。対応するテンプレートリビジョンは、準備が完了すると自動的に「Sysprep 適用済み (Sysprepped)」とい
うマークが付けられます。
FastPrep は、各デスクトップのクローニング時間を短縮することが目的です。Sysprep を利用して、各クローンのコ
ンピュータ名を変更し、それをドメインに追加し、必要に応じてカスタマイズ後のスクリプトを実行できます。

5.7.6. 高速準備の問題をデバッグする方法
Fastprep でクローニングが失敗した場合、通常、エラーコードが返されます。一般に、返されるエラーコードは、ク
ローンがドメインへの参加を試みた際に、デスクトップまたはドメインコントローラから返される Microsoft Windows
システムエラーコードです。エラーコードについては、次を参照してください:
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms681381%28v=vs.85%29.aspx
さらにデバッグが必要な場合は、次のコマンドを実行して、障害の発生したクローンの自動クリーンアップを無効に
できます:
# /opt/SUNWvda/sbin/vda settings-setprops -p cloning.cleanup.failures=disabled

この設定を無効にすると、障害の発生したクローンはすべて Oracle VDI によって削除されなくなるため、クローンを
調査してエラーが発生した原因を特定できます。
ドメインへの参加を試みる際に発生した問題が解決していない場合は、クローンの Windows netsetup.log (C:
\Windows\Debug\netsetup.log) を調べて、試みた参加操作のデバッグ出力を確認します。
問題が解決したら、次のコマンドを実行して、障害の発生したクローンの自動クリーンアップを有効にします:
# /opt/SUNWvda/sbin/vda settings-setprops -p cloning.cleanup.failures=enabled

自動クリーンアップが無効になっている間にクローンに障害が発生したのであれば、そのクローンはプロバイダホス
トに残っています。これらのクローンは、Oracle VDI Manager またはコマンド行を使用して手動で削除する必要があ
ります。

5.7.7. Windows テンプレートによる Oracle VDI 高速準備を有効にする方法 (Oracle
VM VirtualBox および Microsoft Hyper-V)
Windows デスクトップでは、Oracle VDI によるクローニングを正常に行うにはカスタマイズが必要です。Microsoft
システム準備とは異なり、高速準備 (FastPrep) では使用前にテンプレートの特別な準備は必要ありません。

始める前に
1. 高速準備用のテンプレートを準備します。
a. カスタマイズ後のスクリプトが必要な場合、クローニング前にそのスクリプトをテンプレートにコピーするよ
うにしてください。
b. テンプレートはワークグループのメンバーである必要があるため、テンプレートがドメインのメンバーでない
ことを必ず確認してください。
2. 仮想マシンテンプレートを Oracle VDI Manager にインポートします。
詳細については、次を参照してください:
• 「デスクトップのインポート方法 (Oracle VM VirtualBox)」
• 「デスクトップのインポート方法 (Microsoft Hyper-V)」

Oracle VDI Manager の手順
1. Oracle VDI Manager で、「プール」に移動します。
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2. プールを選択します。
3. 「クローニング」タブ、または新規プールウィザードの「テンプレートを選択」画面に移動します。
4. 「システムの準備」の横にある「作成」をクリックします。
5. テンプレート OS のドロップダウンから、適切な高速準備オプションを選択します。
6. 「システム準備ファイルを作成する」ダイアログが表示されます。
• Windows ドメイン - Windows ドメインの FQDN (例: my.domain.com)。
• ドメイン管理者 - コンピュータアカウントの作成とドメインへの参加に必要なアクセス権を持つドメイン管理
者。必要に応じてドメインを前に付けることもできます (例: my.domain.com\Administrator)
• ドメイン管理者パスワード - ドメイン管理者のパスワード。
• コンピュータ コンテナ DN - 新しいコンピュータアカウントを配置するための DN (例: OU=Accounting,OU=VDI
Center,DC=my,DC=domain,DC=com)。空白のままであれば、デフォルトのコンピュータコンテナ
(ou=Computers,DC=my,DC=domain,DC=com) が使用されます。
• 読み取り専用ドメインコントローラ - Windows 2008 Server で、セキュアではない場所に配備する際にドメイン
コントローラ (DC) を読み取り専用に構成できます。コンピュータが読み取り専用 DC を介してドメインに参加
する場合、アカウントがすでに存在し、特別な読み取り専用フラグが必要になります。
• デスクトップ管理者 - コンピュータ名の変更、ドメインへの参加、必要に応じたカスタムスクリプトの実行を行
うためのアクセス権を持つテンプレートの管理者アカウント。Windows Vista/7 では、「管理者」アカウントを
有効にして使用する必要があります。
• デスクトップ管理者パスワード - デスクトップ管理者のパスワード
• カスタムスクリプト - カスタマイズが完了したあとに実行されるオプションスクリプト。このスクリプトは、
バッチファイルまたは実行可能ファイル形式にすることができ、テンプレートとクローンからアクセス可能なド
ライブまたはフォルダに配置する必要があります。
これで、カスタマイズした Windows デスクトップをクローニングする準備が整いました。「デスクトップのクローニ
ング方法 (Oracle VM VirtualBox)」および「デスクトップのクローニング方法 (Microsoft Hyper-V)」セクションを参照
してください。

CLI の手順
• Sysprep 適用済みのクローニングのためにプールを準備します。
# /opt/SUNWvda/sbin/vda pool-create-fastprep -p domain=<domain>,\
domain-admin=<domain-admin>,admin=<admin>,\
windows-release=winxp|win7 -u <user-dir><pool-name>

5.7.8. Windows テンプレートによるシステム高速準備を有効にする方法 (Oracle
VM VirtualBox および Microsoft Hyper-V)
Windows デスクトップでは、Oracle VDI によるクローニングを正常に行うにはシステム準備が必要です。Windows
仮想マシンの作成後には、Sysprep CAB (Windows XP のみ) をダウンロードし、Oracle VDI ツール (Hyper-V 仮想プ
ラットフォームのみ) をインストールして Sysprep 用に準備するようにしてください。仮想マシンを Oracle VDI にテ
ンプレートとしてインポートし、いずれかのテンプレートリビジョンでシステム準備を選択します。Oracle VDI は、
そのリビジョンをブートし、Sysprep.exe を実行したあとに、システムをシャットダウンします。そのリビジョン
は、有効なシステム準備ファイルを使用したプール内でのデスクトップのクローニング用に空白の状態として機能す
るようになります。
プールのシステム準備ファイルは、ライセンスと資格を定義します。有効なシステム準備ファイルがプールにあり、
システム準備が有効であり、Sysprep 適用済みのテンプレートからのクローニングが有効な場合、プール内にあるす
べてのクローニングされたデスクトップには、システム準備ファイルによって定義されたカスタマイズがあることに
なります。
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1 つの Sysprep 適用済みのリビジョンを複数のプールに対して使用でき、システム準備ファイルは、Oracle VDI
Manager 内からいつでも変更し、保存できます。

注記
Windows 7 のバグが原因で、Windows Media Player Network Sharing Service によって
Windows Sysprep ツールがハングアップします。このサービスを Windows 7 デスクトップ
で有効にする必要がなく、Oracle VDI Manager からシステム準備を実行する予定である場
合は、このサービスを停止し、無効にします。このサービスを有効なままにする場合は、イ
ンポートする前にテンプレートの「ファイル名を指定して実行」コンソール内から Sysprep
を手動で実行します。
sysprep.exe -generalize -oobe -shutdown -quiet

始める前に
1. (Hyper-V のみ) Oracle VDI ツールをテンプレートにインストールします。
ツール (32 ビットプラットフォームの場合は vda-tools-x86.msi、64 ビットプラットフォームの場合は vda-toolsx64.msi) がテンプレートにインストールされていない場合は、「テンプレート」タブでシステム準備の操作が機能
しません。Windows XP テンプレートの場合、C:\Sysprep ディレクトリにも Sysprep ツールが必要です。
2. システム準備用のテンプレートを準備します。
• Windows 2000 および Windows XP
a. テンプレートにログインし、使用中の Windows XP バージョンに適した Sysprep CAB をダウンロードしま
す。
• Windows 2000 Service Pack 4 導入ツール: http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?
FamilyID=e5a33392-77a2-4d9c-a70e-8eb1369c85ed
• Windows XP Service Pack 2 展開ツール: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?
FamilyId=3E90DC91-AC56-4665-949B-BEDA3080E0F6&displaylang=en
• Windows XP Service Pack 3 配備ツール: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?
FamilyID=673a1019-8e3e-4be0-ac31-70dd21b5afa7&displaylang=en
b. C:\Sysprep という名前のテンプレート上でディレクトリを作成します。
c. Sysprep CAB の内容を C:\Sysprep ディレクトリに展開します。
• Windows Vista および Windows 7
インストールする必要のあるファイルはありません。Windows Vista および Windows 7 は、すべての必要なシ
ステム準備ファイルがインストール済みの状態で出荷されます。
3. 仮想マシンテンプレートを Oracle VDI Manager にインポートします。
詳細については、次を参照してください:
• 「デスクトップのインポート方法 (Oracle VM VirtualBox)」
• 「デスクトップのインポート方法 (Microsoft Hyper-V)」

Oracle VDI Manager の手順
1. Oracle VDI Manager で、「プール」に移動します。
2. プールを選択します。
3. テンプレートのリビジョン内でシステム準備を実行します。
a. 「テンプレート」タブに移動し、リビジョンを選択します。
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b. 「その他の操作」メニューから「システム準備」を選択します。
このアクションはジョブを開始し、リビジョンを起動し、Sysprep.exe を実行し、システムがシャットダウン
するまで待機します。
c. 「ジョブのサマリー」ポップアップによってジョブが正常に完了するまで待機します。ジョブが何らかの理由
で失敗した場合、失敗したジョブをクリックすると、「ジョブの詳細」テキスト領域にエラーの詳細が表示さ
れます。
d. Sysprep 適用済みのリビジョンを選択し、「マスターの作成」をクリックします。
このテンプレートを現在使用しているすべてのプールは、Sysprep 適用済みのリビジョンから新しいデスク
トップをクローニングします。
4. システム準備ファイルに基づいてカスタマイズされたデスクトップをクローニングするためにプールを準備しま
す。
a. 「クローニング」タブ、または新規プールウィザードの「テンプレートを選択」画面に移動します。
b. システム準備ファイルを作成します。
ファイルには、Windows 管理者パスワード、Windows ライセンスキー、および Windows ワークグループまた
は Windows ドメイン、ドメイン管理者、および管理者パスワードが必要です。
c. Sysprep 適用済みのテンプレートを選択し、「システム準備を適用」を選択します。
これで、カスタマイズした Windows デスクトップをクローニングする準備が整いました。「デスクトップの
クローニング方法 (Oracle VM VirtualBox)」および「デスクトップのクローニング方法 (Microsoft Hyper-V)」セ
クションを参照してください。

CLI の手順
1. テンプレートのリビジョン内でシステム準備を実行します。
a. プールからテンプレートを選択します (テンプレート ID)。
# /opt/SUNWvda/sbin/vda pool-templates pool name

b. テンプレートからリビジョンを選択します (リビジョン ID)。
# /opt/SUNWvda/sbin/vda template-revisions template ID

c. Sysprep をリビジョンに適用します。
# /opt/SUNWvda/sbin/vda revision-sysprep revision ID

2. Sysprep 適用済みのクローニングのためにプールを準備します。
プールのシステム準備ファイルを作成するには。
# /opt/SUNWvda/sbin/vda pool-create-sysprep -p \
key=<key>,workgroup=<workgroup>,windows-arch=32|64,\
windows-release=winxp|win7 <pool-name>

新しいプールや既存のプールに既存のシステム準備ファイルを適用するには。
# /opt/SUNWvda/sbin/vda pool-create -p system-preparation=path to filepool name
# /opt/SUNWvda/sbin/vda pool-setprops -p system-preparation=path to filepool name

例 - Oracle VM VirtualBox デスクトップのプールのシステム準備を有効にする。
example% /opt/SUNWvda/sbin/vda pool-templates MyPool
example% /opt/SUNWvda/sbin/vda template-revisions 35
example% /opt/SUNWvda/sbin/vda revision-sysprep 55
example% /opt/SUNWvda/sbin/vda pool-create-sysprep -p \
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key=ABC12-DEF34-GHI56-JKL78-MNO90,domain=mydomain.mycompany.com,\
domain-admin=Administrator,windows-arch=64,windows-release=win7 MyPool

5.7.9. 個人用ハードドライブについて
ユーザーのデスクトップが新しいテンプレートリビジョンに更新されるたびに、そのローカルデータは破壊されま
す。この問題に対する 1 つの解決策は、個人用ハードドライブを使用することです。個人用ハードドライブを有効
にすると、Oracle VDI が各デスクトップの 2 番目のデータディスク、ドライブ D: を自動的に作成します。Windows
ユーザープロファイルディレクトリはこのドライブに格納され、ここには、通常次のいずれかの場所に格納されてい
るすべての情報が含まれます:
• C:\Documents and Settings\<username> (Windows XP プラットフォーム)
• C:\Users\<username> (Windows Vista 以降のプラットフォーム)
デスクトップテンプレートが (新しいリビジョンに) 更新されると常に、オペレーティングシステムを含むデスクトッ
プのプライマリディスクが新しいクローンに置き換えられます。ユーザーの個人用ハードドライブの状態は保持され
たまま、新しいクローンに再接続されます。
個人用ハードドライブは、ユーザーがデスクトップに個人情報を保持しなければならず、その情報をテンプレートと
リビジョンの更新後にも保持する必要がある場合のみ使用します。
個人用ハードドライブを使用するには、次の条件を満たす必要があります:
• 会社のユーザーディレクトリは Active Directory である必要があります。ユーザーディレクトリは、LDAP ディレク
トリタイプまたは Active Directory タイプのいずれかに構成できます。
• デスクトッププロバイダのタイプは、Oracle VM VirtualBox または Microsoft Hyper-V のいずれかにする必要があり
ます。
• プール内のデスクトップの割り当てのタイプを、個人用にする必要があります。
• プールに対してシステム準備を有効にする必要があります。Oracle VDI 高速準備 (FastPrep) または Microsoft
Windows システム準備 (SysPrep) のいずれかを使用できます。
• デスクトップは Windows デスクトップである必要があります。

5.7.9.1. 個人用ハードドライブの有効化
個人用ハードドライブは、個人用ハードドライブ機能を有効化したあとにクローニングされたデスクトップに対して
のみ追加できます。既存の個人用デスクトップは影響を受けません。

Oracle VDI Manager の手順
1. Oracle VDI Manager で、「プール」に移動し、プールを選択します。
2. 「クローニング」タブに移動します。
3. 「個人用ハードドライブ設定の編集」をクリックします。
「個人用ハードドライブ設定の編集」ウィンドウが表示されます。
4. 「個人用ハードドライブの作成」を選択します。
5. 「サイズ」フィールドに、個人用ハードドライブのサイズを G バイト単位で入力します。
サイズは小数点を含まない整数である必要があります。
6. 「了解」をクリックします。
7. 「クローニング」タブで、「個人用ハードドライブ」設定が「使用可能」と表示されていることを確認します。

コマンド行
コマンド行では、プールのプロパティーを編集することで、個人用ハードドライブを有効にします。これはプールの
作成時、または次のようにプールを編集することで実行できます:
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/opt/SUNWvda/sbin/vda pool-setprops \
-p personal-hd-enabled=enabled,personal-hd-size=6 <pool name>

5.7.10. クローニングジョブとリサイクルジョブの管理
デスクトップのクローニングとリサイクルは、リソースを多用するプロセスです。このため、Oracle VDI では、使用
している Oracle VDI 環境のある時点で実行できるクローニングジョブとリサイクルジョブの数を制限できます。

5.7.10.1. プールのクローニング作成優先度の設定
プールレベルで、Oracle VDI Manager では、特定のプールのクローニング作成優先度を指定できます。この優先度
は、クローニングジョブが送信されているときにプールに割り当てられます。作成の優先度の高いプールは優先度が
中のプールよりも早くクローニングが許可され、優先度が中のプールは優先度が低いプールよりも早くクローニング
が許可されます。この作成優先度設定は、リサイクルジョブには適用されません。
プールのクローニング作成優先度を設定するには、「プール」カテゴリで既存のプールを選択し、「クローニング」
タブをクリックします。

5.7.10.2. デスクトッププロバイダのピーク時の設定
デスクトッププロバイダレベルで、Oracle VDI Manager では、ピーク時またはオフピーク時に実行するクローニング
ジョブとリサイクルジョブの最大数を指定できます。それぞれの日でピーク時と見なされる時間を構成することもで
きます。設定すると、Oracle VDI は、設定された制限に従って、実行するクローニングジョブとリサイクルジョブと
の合計数を制御します。
Oracle VDI Manager でピーク時を設定するには、デスクトッププロバイダの「ピーク時」タブを表示します。コマン
ド行で、vda provider-setpeaktimes コマンドを使用します。

5.8. デスクトップへのユーザーの割り当て
5.8.1. ユーザーをプールまたはデスクトップに割り当てる方法
特定のデスクトップにユーザーを割り当てるか、デスクトッププールにユーザー (またはユーザーグループ) を割り当
てることができます。ユーザーがプールに割り当てられ、デスクトップを要求すると、Oracle VDI は使用可能な任意
のデスクトップをプールから自動的に提供します。
Microsoft リモートデスクトッププロバイダの場合、ユーザーを直接デスクトップに割り当てることはできません。そ
の代わり、ユーザーまたはグループがリモートデスクトップサービスプールに割り当てられます。

Oracle VDI Manager の手順
1. Oracle VDI Manager で、「ユーザー」に移動します。
2. 会社を選択します。
3. ユーザーまたはグループを割り当てるには、「ユーザーおよびグループ」タブに移動します。
a. ユーザーディレクトリでユーザーおよびグループを検索します。
ユーザー名またはユーザー ID を指定できます。
b. ユーザー名をクリックし、そのプロファイルから「割り当て」タブをクリックします。
c. 設定に応じて、「割り当て済みデスクトップ」または「割り当て済みプール」テーブルから「追加」を選択し
ます。
4. カスタムグループを割り当てるには、「カスタムグループ」タブに移動します。
a. カスタムグループのプロファイルで「割り当て」タブをクリックします。
b. 「割り当て済みプール」テーブルで「追加」を選択します。
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5. デスクトップまたはプール割り当てのチェックボックスにチェックマークを付けて、「了解」をクリックします。
ユーザーまたはグループのプロファイルの「サマリー」タブをクリックすることで、どのプールおよびデスクトップ
がユーザーと関連付けられているかをいつでも確認できます。

CLI の手順
• ユーザーをデスクトップに割り当てます。
1. 使用可能なデスクトップを一覧表示します。
# /opt/SUNWvda/sbin/vda pool-desktops pool name

2. ユーザーをデスクトップに割り当てます。
# /opt/SUNWvda/sbin/vda user-assign --desktop=desktop IDuser name

例 - ユーザーをデスクトップに割り当てる。
# /opt/SUNWvda/sbin/vda pool-desktops "Sales - EMEA"
NAME ID MACHINE_STATE STATUS DN
Solaris 2008.11 De 2
2 Powered Off Available # /opt/SUNWvda/sbin/vda user-assign --desktop=2 jd123456
User/Group jd123456 assigned to desktop 2

3. プールのユーザーを一覧表示します。
# /opt/SUNWvda/sbin/vda pool-users -u pool name

• カスタムグループをプールに割り当てます。
# /opt/SUNWvda/sbin/vda group-assign -p pool namecustom group name

例 - カスタムグループをプールに割り当てる
# /opt/SUNWvda/sbin/vda group-assign -p "Solaris 2008.11 En" "Support EMEA"
Custom Groups [Support EMEA] assigned to pool Solaris 2008.11 En

5.8.2. カスタムグループおよびカスタムグループフィルタの作成方法
Oracle VDI のユーザーディレクトリ統合を使用すると、既存のグループを認識するだけでなく、カスタムグループを
作成してプールに割り当てることもできます。ユーザーディレクトリ内の既存のグループではないユーザーのセット
を定義する場合は、カスタムグループを作成し、ユーザーディレクトリで検索するためのフィルタを指定できます。
この機能を使うと、Oracle VDI のユーザーグループをローカルに定義でき、Active Directory または LDAP ユーザー
ディレクトリを変更する必要はありません。

Oracle VDI Manager の手順
カスタムグループを作成するには:
1. 「ユーザー」カテゴリを選択し、左側のサイドバーで「カスタムグループ」サブカテゴリを選択します。
2. 「カスタムグループ」の概要で、「新規」を選択します。
3. カスタムグループのわかりやすい名前を入力して、「了解」をクリックします。
カスタムグループフィルタを定義するには:
1. 「フィルタ」タブをクリックし、「フィルタモード」を選択します:
デフォルトのフィルタモードは「複合」です。「属性」、「関係」、および「値」を選択して、カスタムフィルタ
を作成できます。
「詳細情報」フィルタモードを使用することもでき、このモードでは、RFC 2254 LDAP ドキュメントで定義され
ている LDAP 検索構文を使用します。
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詳細については、RFC 2254 を参照してください。
2. 保存する前に、「プレビュー」をクリックしてフィルタ構成の動作を確認します。フィルタによって意図したとお
りのユーザーグループが定義される場合は、「保存」をクリックします。

5.8.3. トークンをユーザーに割り当てる方法
Sun Ray 環境では、ユーザーは Sun Ray クライアントでスマートカード (トークン) を使用してセッションを開始で
きます。Oracle VDI では、ユーザーにトークンを割り当てることができます。また、デスクトップを特定のトークン
に直接割り当てることもできます。トークンを作成したら、それらをプールおよびデスクトップに割り当てることが
できます。

Oracle VDI Manager の手順
1. Oracle VDI Manager で、「ユーザー」に移動します。
2. 会社を選択します。
3. 「ユーザーおよびグループ」タブに移動します。
4. ユーザーディレクトリ内のユーザーを検索します。
5. ユーザー名をクリックし、「トークン」タブに移動します。
6. トークンを割り当てます。
• 新規のトークンを割り当てる場合は、「トークン」テーブルで「新規」をクリックします。それから、新規の
トークンの ID (例: Payflex.500d9b8900130200) を入力します。
• 既存のトークンを割り当てる場合は、「トークン」テーブルで「追加」を選択します。それから、対象のトーク
ンを検索します。

注記
トークン ID は Sun Ray 管理 GUI から直接コピーできます (「トークン」タブを開いて「現
在使用されているトークン」を参照してください)。

CLI の手順
• 新規トークンをユーザーに割り当てます。
# /opt/SUNWvda/sbin/vda token-create -p token-id=token ID,user=user ID

例 - 新規トークンを作成してユーザーに割り当てる
# /opt/SUNWvda/sbin/vda token-create -p token-id=Payflex.600a7c5600130200,user=jd123456
Token Payflex.600a7c5600130200 created

• 既存のトークンをユーザーに割り当てます。
# /opt/SUNWvda/sbin/vda token-create -p token-id=token ID,user=user ID

例 - 既存のトークンをユーザーに割り当てる
# /opt/SUNWvda/sbin/vda token-setprops -p user=jd123456 Payflex.600a7c5600130200
Token properties updated

5.8.4. トークンをデスクトップまたはプールに割り当てる方法
デスクトップまたはデスクトッププールにトークンを割り当てることができます。これはユーザーへのデスクトップ
の割り当てと似ていますが、1 人のユーザーが複数のトークン (スマートカード) を所有できます。トークンをデスク
トップに割り当てることにより、ユーザーは、別のスマートカードを Thin クライアントに挿入するだけで、割り当て
られているデスクトップを簡単に切り替えられるようになります。
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デスクトップまたはプールをそれぞれのトークンに 1 つずつ割り当てるのは手間がかかります。このプロセ
スを簡単にするために、Oracle VDI は、いくつかの定義済みの特殊なトークン (「AnySmartCard.000」と
「AnySunRayClient.000」) を提供しており、これらを使用すると、単一の会社のセットアップでデフォルトのプール
割り当てを行うことができます。
たとえば、プールを AnySmartCard.000 トークンに割り当てると、スマートカードを利用するあらゆるユーザーが
(スマートカード ID に関係なく) そのプールからデスクトップを取得できるようになります。あるいは、プールを
AnySunRayClient.000 トークンに割り当てる場合、スマートカードなしで Sun Ray クライアント (Sun Ray ハード
ウェアおよび Oracle Virtual Desktop Client) を使用してるユーザーは、このプールからデスクトップを取得します。

Oracle VDI Manager の手順
1. Oracle VDI Manager で、「ユーザー」に移動します。
2. 会社を選択します。
3. 「トークン」タブに移動します。
4. トークンを「トークン」テーブルから選択します。
5. トークンを割り当てます。
• トークンをデスクトップに割り当てる場合は、「割り当て済みデスクトップ」テーブルで「追加」をクリックし
ます。それから、トークンの ID (例: Payflex.500d9b8900130200) を入力します。
• トークンをプールに割り当てる場合は、「割り当て済みデスクトップ」テーブルで「追加」をクリックします。
それから、トークンの ID (例: Payflex.500d9b8900130200) を入力します。

注記
トークン ID は Sun Ray 管理 GUI から直接コピーできます (「トークン」タブを開いて「現
在使用されているトークン」を参照してください)。

CLI の手順
• トークンをデスクトップに割り当てます。
1. 使用可能なデスクトップを一覧表示します。
# /opt/SUNWvda/sbin/vda pool-desktops pool name

2. 一覧表示されたデスクトップの 1 つにトークンを割り当てます。
# /opt/SUNWvda/sbin/vda token-assign --desktop=desktop IDtoken ID

例 - 既存のトークンをデスクトップに割り当てる
# /opt/SUNWvda/sbin/vda pool-desktops "Sales - EMEA"
NAME
ID MACHINE_STATE
STATUS
Ubuntu_02
4 Powered Off Available
Ubuntu_01
6 Powered Off Available
Ubuntu_05
8 Powered Off Available
-

USER
-

DN

# /opt/SUNWvda/sbin/vda token-assign --desktop=4 Payflex.500d9b8900130200
Token Payflex.500d9b8900130200 assigned to desktop 4

• トークンをプールに割り当てます。
# /opt/SUNWvda/sbin/vda token-assign --pool=pool nametoken ID

例 - 既存のトークンをプールに割り当てる
# /opt/SUNWvda/sbin/vda token-assign --pool="Sales - EMEA" Payflex.500d9b8900130200

例 - すべてのスマートカードをプールに割り当てる
# /opt/SUNWvda/sbin/vda token-assign --pool="Sales - EMEA" AnySmartCard.000
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5.8.5. トークンを一括作成する方法
token-create サブコマンドを使用すると、多数のトークンを一度に作成できます。
token-create サブコマンドには、作成するトークンとトークンに関連付けるユーザー (必要な場合) を含む入力ファイ
ルを渡すことができます。

使用状況
Options:
-f token-file, --file=token-file
A CSV file containing the properties of the tokens to
be created. Format of the file is: token-idcommentuserid
-w, --write Overwrite existing tokens, option to be used with the
token-file option

トークンファイルの形式は、次の値を含む CSV 形式です:
• token-id: スマートカードの ID、この値は必須です。
• comment: トークンに関するコメント、トークンのわかりやすい説明として使用できます。この値は空でもかまいま
せん。
• userid: ユーザーディレクトリのユーザー ID、トークンに関連付けられます。この値は空でもかまいません。

例
次の例では、トークンの作成に使用できる有効な CSV ファイルを示し、そのファイルを使用して、トークンを作成
し、それらのトークンとユーザーを関連付けます。
example% cat /tokens.csv
mo12.345,"token for Mary O'Leary",moleary
js46.23,"token for user John Smith",jsmith
x34.45,"token without any associated user",
example% /opt/SUNWvda/sbin/vda token-create -f /tokens.csv
example% /opt/SUNWvda/sbin/vda token-search
NAME USER DN
mo12.345 Mary O'Leary cn=Mary O'Leary,ou=people
js46.23 John Smith cn=John Smith,ou=people
x34.45 - -

5.8.6. デスクトップの検索方法
このタスクでは、Oracle VDI Manager によって管理されるデスクトップを検索する方法について説明します。デスク
トップ検索機能により、一連の定義済みフィルタに基づいて、または検索フィールドを使用して、プール内のデスク
トップを検索できます。

Oracle VDI Manager の手順
1. Oracle VDI Manager で、「プール」に移動します。
2. 「デスクトップ検索」を選択します。
3. 定義済みフィルタリンクをクリックして、デスクトップのリストを表示します。
• すべてのデスクトップ - 既存のすべてのプールのデスクトップの完全なセット。
• 割り当て済みデスクトップ - ユーザーに現在割り当てられているすべてのデスクトップ。
• 実行中のデスクトップ - 現在実行中のすべてのデスクトップ。
• エラーのあるデスクトップ - 現在エラーのあるすべてのデスクトップ (障害状態が原因である可能性や、マシン
の状態が、スタック、中断、応答なし、または不明である可能性があります)。
4. (省略可能) 割り当てられたユーザーごとにデスクトップのリストを検索します。
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「デスクトップ検索」検索フィールドにユーザー名を入力し、「検索」をクリックすると、割り当てられたユー
ザーに一致する、現在一覧表示されているデスクトップのみが表示されます。

5.8.7. デスクトップまたはテンプレートの ID の取得
vda コマンドを使用してデスクトップまたはテンプレート上で操作を実行する場合は、デスクトップまたはテンプ
レートの名前ではなく、一意の ID を使用する必要があります。Oracle VDI Manager には名前のみが表示されます。
デスクトップの ID を取得するには、vda pool-desktops コマンドを使用します。
テンプレートの ID を取得するには、vda pool-templates コマンドを使用します。
次の例では、プール winxp-pool 内のデスクトップに関する情報が表示されています:
$ /opt/SUNWvda/sbin/vda pool-desktops winxp-pool
NAME
ID MACHINE_STATE
STATUS
USER
DN
winxp-001
33 Powered Off
Idle
aberginuid=bergin,ou=People
winxp-002

34 Powered Off

Available

-

-

このプール内には ID が 33 と 34 の 2 つのデスクトップが存在してます。
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6.1. デスクトップアクセスについて
ユーザーは、Sun Ray クライアントとリモートデスクトッププロトコル (RDP) クライアントという 2 種類のクライア
ントから仮想デスクトップにアクセスできます。
Sun Ray クライアントは、従来のハードウェアクライアントまたは Oracle Virtual Desktop Client のいずれかですが、
どちらの場合も Oracle Appliance Link Protocol (ALP) を使用して Sun Ray Software に接続します。Oracle VDI にお
いて、Sun Ray Software は Oracle VDI ホスト上で実行され、Oracle VDI キオスクセッションと Sun Ray Windows コ
ネクタ (uttsc) を含んでいます。キオスクセッションは Sun Ray ユーザーを Oracle VDI に接続し、Sun Ray Windows
コネクタは仮想デスクトップへの接続を完了します。
RDP プロトコルは、サーバーとリモートクライアント間にセキュアな接続を確立する方法として、Microsoft によっ
て開発されました。Oracle VDI には、仮想デスクトップに RDP クライアントがアクセスできるようにする組み込み
型の RDP ブローカが含まれています。これらの RDP クライアントには、Oracle Secure Global Desktop RDP クライ
アント (ttatsc) と Microsoft のリモートデスクトップ接続 (RDC) が含まれています。
次の表は、Oracle VDI の機能をクライアントの種類別に示しています。RDP プロトコルの選択と仮想マシンの構成
は、仮想デスクトップで使用可能な機能にも影響します。詳細については、「VRDP と MS-RDP の間の選択」を参照
してください。
機能

Sun Ray クライ Oracle Virtual
アント (ハード Desktop Client
ウェア)

Oracle Secure
Global Desktop

Microsoft のリ
モートデスク
トップ接続

録音 (入力オーディオ)

✓

✓

✗

✓

オーディオリダイレクション

✓

✓

✓

✓

自動ログオン

✓

✓

✓

✓

クリップボードリダイレクション

✗

✓

✓

✓

COM ポートマッピング

✓

✓

✓

✓

圧縮

✓

✓

✓

ドライブリダイレクション (クライアントド
ライブマッピング)

✗

✓

✓

マルチデスクトップ

✓

✓

✓

✓

マルチモニター

✓

✓

✗

✓

✓
a

✗
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b

発色数

機能

Sun Ray クライ Oracle Virtual
アント (ハード Desktop Client
ウェア)

Oracle Secure
Global Desktop

Microsoft のリ
モートデスク
トップ接続
(RDP 7 のみ)

ネットワークセキュリティー (暗号化レベル)

✓

✓

✓

✓

セッションディレクトリ

✓

✓

✓

✓

スマートカードデバイスリダイレクション

✓

✓

✓

✓

タイムゾーンリダイレクション

✓

✓

✓

✓

USB デバイスリダイレクション

✓

✗

✗

✓

ビデオの高速化

✓

✓

✗

✓

Windows プリンタマッピング (クライアント
出力)

✓

✓

✓

(RDP 7 のみ)
✓

a

クライアント USB ストレージデバイスへのアクセスがサポートされています。Oracle VDI ホスト上のパスは、プールの RDP 設定を使用してリ
モートデスクトップにマッピングできます。
b
Oracle VDI ホスト上のパスは、プールの RDP 設定を使用してリモートデスクトップにマッピングできます。

Sun Ray クライアントでは、これらの機能がサポートされるかどうかは、ハードウェアのバージョンやソフトウェア
のリリースによって異なります。使用している製品のドキュメントを参照して、サポートされる機能を確認してくだ
さい。Sun Ray Software での動作がテスト済みの周辺機器の最新の一覧については、「Sun Ray Peripherals List」を
参照してください。
Oracle Secure Global Desktop では、これらの機能がサポートされるかどうかは、ソフトウェアのリリースによって
異なります。使用している製品のドキュメントを参照して、サポートされる機能を確認してください。
Microsoft のリモートデスクトップ接続では、これらの機能がサポートされるかどうかは、使用される RDP のバー
ジョンによって異なります。使用しているバージョンのドキュメントを参照して、サポートされる機能を確認してく
ださい。

発色数
Oracle Secure Global Desktop は 15 ビットの発色数をサポートしません。仮想デスクトップにこの発色数を指定する
と、8 ビット色が代わりに使用されます。
32 ビット色は、Windows Vista または Windows Server 2008 以降のプラットフォームで使用できます。32 ビット色
を表示するには、クライアントデバイスが 32 ビット色を表示できなければなりません。

暗号化レベル
Oracle Secure Global Desktop と Sun Ray クライアントでは、暗号化レベルは、「低」、「クライアント互換」、
「高」のみが使用できます。Federal Information Processing Standards (FIPS) 暗号化レベルはサポートされていませ
ん。

マルチモニターと Windows 7
Windows 7 のすべてのエディションにマルチモニターのサポートが含まれているわけではありません。詳細について
は、「リモート デスクトップ接続: よく寄せられる質問」を参照してください。

Transport Layer Security
Oracle Secure Global Desktop では、サーバー認証や端末サーバー通信の暗号化に Transport Layer Security (TLS) を
使用できません。

USB リダイレクション
USB 1.0 と USB 2.0 がサポートされています。USB 2.0 を使用するには、デスクトップまたはテンプレート内で USB
2.0 (EHCI) コントローラを構成する必要があります。詳細については、「USB リダイレクトを有効にする方法」を参
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照してください。Sun Ray 2 クライアントは USB 1.0 しかサポートしていません。USB 2.0 を有効にした場合、Sun
Ray 2 クライアントでは自動的にネゴシエーションが行われて USB 1.0 に下げられます。Sun Ray 3 クライアント以
降は USB 2.0 をサポートしています。

6.2. Sun Ray クライアントを使用したデスクトップアクセス
Oracle VDI のインストールと構成には、特に Oracle VDI と一緒に使用するように構成された Sun Ray Software の
バンドル版リリースのインストールが含まれています (Oracle VDI ソフトウェアについてを参照)。このセクションで
は、Sun Ray クライアントから Oracle VDI デスクトップにアクセスするために必要な情報について説明しています。
管理者はこのデフォルトの構成を変更できます。デフォルト構成の詳細については、付録B Oracle VDI にバンドルさ
れているソフトウェアのデフォルトを参照してください。Sun Ray Software および Sun Ray クライアントについて
は、Sun Ray の製品ドキュメントページ (http://www.oracle.com/technetwork/documentation/sun-ray-193669.html) を
参照してください。

6.2.1. Oracle VDI Sun Ray キオスクセッションについて
Sun Ray Software は、標準の Oracle Solaris または Linux プラットフォームのデスクトップセッションに Sun Ray ク
ライアントからアクセスできるようにするために設計されています。Sun Ray キオスクモードを使用することでほか
の種類のセッションへのアクセスも制御できます。Oracle VDI には、Oracle Virtual Desktop Infrastructure という事前
定義されたキオスクセッションが付属しています。このキオスクセッションでは、Sun Ray Windows コネクタ (uttsc)
を使用して、仮想マシンへのリモートデスクトッププロトコル (RDP) 接続を確立します。
通常、Oracle VDI Sun Ray キオスクセッションは、ユーザーがスマートカードを Sun Ray クライアントに挿入する
と開始します。ユーザーは、ログインダイアログにユーザー名とパスワード (任意で Windows ドメイン) を入力しま
す。ログインダイアログには常に完全修飾ドメイン名 (FQDN) を入力します。ただし、キオスクセッションが uttsc
を開始するときに FQDN と NetBIOS 名のどちらを使用するのかを、プールごとに制御できます。FQDN (デフォルト)
と NetBIOS 名を切り替えるには、Oracle VDI の管理 GUI で、「プール設定」 > 「ログイン」の順に選択して「ログ
イン」パネルを開き、完全修飾ドメイン名のチェックボックスを使用します。
認証に成功すると、システムは Oracle VDI サービスにアクセスし、対象のユーザーに割り当てられているデスクトッ
プを判定します。複数のデスクトップが使用可能な場合は、デスクトップセレクタ画面が表示され、デスクトップを
選択するようにユーザーに求め、その後 Sun Ray Windows コネクタが起動し、ユーザーのデスクトップを実行して
いる仮想マシンに接続します。仮想マシンがまだ実行されていない場合は、仮想マシンが起動するまで待機画面 (図
6.4「待機画面」を参照) が表示されます。
キオスクセッションはスマートカードアクセスと非スマートカードアクセスのどちらに対しても有効なので、ユー
ザーはスマートカードを使用してログインする必要はありませんが、デフォルトでは、すべてのユーザーはデスク
トップにアクセスする際、Oracle VDI から認証を受ける必要があります。Oracle VDI サービスは、ユーザー証明書を
確認するためにユーザーディレクトリにアクセスします。認証が成功すると、選択したデスクトップへの接続が確立
します。その後、この資格は Windows ゲストオペレーティングシステムに渡すことができるため、ユーザーはそのデ
スクトップに自動的にログインできます。
クライアント認証を無効にした場合 (「クライアント認証を無効にする方法」を参照)、ユーザーはスマートカードを
挿入するか、ログインダイアログでユーザー名を入力することで、デスクトップにアクセスできます。デスクトッ
プは、スマートカードトークンまたはユーザー名を使用して割り当てられるので、ユーザーはパスワードを入力する
必要がありません。このような状況では、ほかの認証メカニズムが省略されるため、認証を必要とするようにデスク
トップオペレーティングシステムを構成することをお勧めします。
ログインおよびデスクトップセレクタダイアログを無効にすることもできます。デスクトップセレクタを無効にする
と、ユーザーは常にデフォルトのデスクトップに接続され、Oracle VDI から認証を受ける必要がありません。ただ
し、ユーザーはデスクトップにアクセスする前にユーザー名またはパスワードを入力できなくなるので、これらのダ
イアログを無効にするには、クライアント認証も無効にする必要があります。この場合、ユーザーはスマートカード
を挿入する必要があり、このスマートカードによって適切なプールまたはデスクトップの割り当てがユーザーに送信
されます。この調整はユーザーにとって便利かもしれませんが、セキュリティーを考慮する必要のあるサイトや管理
者にはお勧めできません。
管理者は、セッションパラメータを使用して、キオスクセッションの表示と動作を構成できます。パラメータには 2
つの種類があります:
• デスクトップセレクタオプション: ログインおよびデスクトップセレクタダイアログに影響を与えます。
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• Sun Ray Windows コネクタオプション: RDP 接続の品質に影響を与えます。
これらのオプションについてはこの後に説明します。「バンドル版の Sun Ray キオスクセッションの変更方法」で
は、オプションを構成および適用する方法について説明しています。

デスクトップセレクタオプション
次の表に、使用可能なデスクトップセレクタオプションを示します。
引数

説明

-n

ログインおよびデスクトップセレクタダイアログを無効にします。

-d <domain>

「ドメイン」フィールドのデフォルトドメインを設定します。

-l <domain1>,<domain2>,...

指定したドメインを「ドメイン」ドロップダウンリストに追加します。
例: -l north.example.com,south.example.com

-t secs

ユーザーがログインしたあとに適用されるタイムアウト (秒) を指定しま
す。
デフォルトは、3 分です。

-j path

ログインおよびデスクトップセレクタダイアログを表示するために使用す
る Java Runtime Environment (JRE) へのパス。
例: -j /usr/java6

-a

「ユーザー名」フィールドを有効にします。
通常、「ユーザー名」フィールドは読み取り専用です。このオプションを
使用することで、ユーザーは別のユーザー名でログイン可能になります。

-h

「ユーザー名」フィールドを非表示にします。

-o

「ドメイン」フィールドを非表示にします。

-w

「パスワード」フィールドを表示します。

-r <res1>,<res2>,...

「画面解像度」メニュー (「詳細オプション」の下) に解像度のリストを追
加します。
例: -r 1920x1200,2560x1600

-v <log level>

詳細な記録を有効にします。
ログレベルは、FINEST、INFO、WARNING、SEVERE、および ALL で
す。

-N

NumLock キーを無効にし、ナビゲーション (方向) キーをアクティブにしま
す。
デフォルトでは、NumLock キーは有効で、ナビゲーション (方向) キーはア
クティブになっていません。

前のリリースの Oracle VDI では、これらのオプションで長形式 (-n ではなく、--no-desktop-selector) をサポートして
いました。長形式オプションは非推奨になりましたので、使用しないでください。
ログインおよびデスクトップセレクタダイアログを -n オプションを指定して無効にすると、ユーザーはデスクトップ
にアクセスする前にユーザー名またはパスワードを入力できません。このオプションを使用する場合は、クライアン
ト認証も無効にする必要があります (「クライアント認証を無効にする方法」を参照)。デフォルトデスクトップにア
クセスするために、ユーザーはスマートカードを挿入する必要があります。
-v オプションを指定して詳細な記録を有効にすると、ログメッセージが標準エラー (stderr) に追加されます。ログ
メッセージは、次の場所から参照できます:
• Oracle Solaris プラットフォーム: /var/dt/Xerrors
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• Oracle Linux プラットフォーム: /var/opt/SUNWkio/home/utku<XX>/.xsession-errors
デフォルトでは、Oracle VDI ログインおよびデスクトップセレクタダイアログは、Oracle VDI に付属している JRE
を使用します。ただし、「-j」オプションを使用して別の JRE を指定できます。最善のロケールサポートと Java
Swing に対する最新の改善を利用できるようにするため、Java 6 を使用してください。

デスクトップセレクタの構成
デフォルトでは、デスクトップとの接続を切ると、Oracle VDI ログインダイアログに戻ります。この動作を変更して
デスクトップセレクタダイアログに戻るようにするには、root ユーザーで次のコマンドを実行します。
# /opt/SUNWvda/sbin/vda settings-setprops -p client.logout.always=Disabled

この設定を変更すると、ユーザーは、画面上部の Sun Ray Windows コネクタツールバーの「X」ボタンか、Windows
の「スタート」メニューの「切断」ボタンを使用した場合にのみデスクトップセレクタダイアログに戻れます。ユー
ザーが別の方法で接続を切ると、ログアウトします。
デフォルトでは、デスクトップセレクタダイアログには、ユーザーがデスクトップをリブートできる「リセット」ボ
タンが付いています。「リセット」ボタンをすべてのユーザーから隠すには、root ユーザーで次のコマンドを実行し
ます。
# /opt/SUNWvda/sbin/vda settings-setprops -p client.desktop.reset=Disabled

この設定を変更すると、ユーザーに複数のデスクトップが割り当てられている場合にのみデスクトップセレクタダイ
アログが表示されます。ユーザーに 1 つのデスクトップしか割り当てられていない場合は、デスクトップセレクタダ
イアログは表示されません。
ユーザーがセッションから切断したあとにデフォルトとして表示されるサーバーを制御するための追加設定について
は、「client.autoredirect プロパティーを使用してクライアントリダイレクションを管理するには、どのようにします
か」を参照してください。ログインおよびデスクトップセレクタ画面がグローバル Oracle VDI Center から受ける影
響については、「Oracle VDI のログインおよびデスクトップセレクタダイアログ」を参照してください。

uttsc オプション
uttsc コマンド (man -M /opt/SUNWuttsc/man uttsc) のマニュアルページには、サポートされるオプションの完全なリ
ストがあります。

6.2.2. バンドル版の Sun Ray キオスクセッションの変更方法
1. Sun Ray 管理 GUI にログインします。
「Sun Ray 管理 GUI へのアクセス方法」を参照してください。
2. 「詳細」タブに移動します。
3. 「キオスクモード」リンクをクリックします。
「キオスクモード」ページが表示されます。
4. 「編集」ボタンをクリックします。
「キオスクモードの編集」ページが表示されます。
5. 「引数」フィールドに、必要なキオスクセッション引数を入力します。
キオスクセッション引数の構文は、次のとおりです:
Desktop Selector options -- uttsc options

Oracle VDI の使用可能なキオスクオプションについては、「Oracle VDI Sun Ray キオスクセッションについ
て」を参照してください。
例:
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-d vdatest -j /usr/java6 -- -E wallpaper -E theming

6. 「了解」をクリックします。
7. (省略可能) Sun Ray サービスのコールドリスタートを実行します。
新しい設定は、新しいキオスクセッションでのみ有効です。設定を既存のセッションに適用するには、Sun Ray
サービスのコールドリスタートを実行する必要があります。これにより、すべての既存のセッションが終了し、必
要に応じて新しいキオスクセッションが作成されます。
a. 「サーバー」タブに移動します。
b. Oracle VDI 環境内のすべてのサーバーを選択します。
c. 「コールドリスタート」をクリックします。
この操作が完了するまでには数分かかる場合があります。

6.2.3. Sun Ray 管理 GUI へのアクセス方法
Sun Ray 管理 GUI は、各 Oracle VDI ホストで構成およびアクセスできます。これにより、キオスクセッションパラ
メータなどの Sun Ray の構成設定を簡単に変更できます。

手順
1. https://<server-name>:1660 に移動します。
http:// URL を入力すると、https:// URL にリダイレクトされます。
ブラウザにセキュリティー警告が表示されて、セキュリティー証明書を受け入れるように求められます。
2. セキュリティー証明書を受け入れます。
ログイン画面が表示されます。
3. スーパーユーザー (root) として、対応するパスワードを使用してログインします。

注記
Oracle VDI では、通常 Sun Ray Software のインストールの一部として構成されるデフォル
トの admin ユーザーアカウントは使用しません。

6.2.4. ユーザーパスワードの変更方法
Oracle VDI は、次のディレクトリサーバーでのパスワード変更をサポートします。
• Active Directory (Windows Server 2003 および 2008)
• Oracle Directory Server Enterprise Edition
クライアント認証が無効になっていない場合、Sun Ray クライアントのユーザーはデスクトップログイン/セレクタダ
イアログで、ユーザーディレクトリ内にある自分のパスワードを更新できます (「クライアント認証を無効にする方
法」を参照)。
ユーザーディレクトリを Oracle VDI に統合するために選択された認証の種類 (「ユーザーディレクトリの統合につい
て」を参照) は、次のようにパスワード変更機能に影響します:
• Kerberos 認証 (「Kerberos 認証の設定方法」を参照) および公開鍵認証 (「公開鍵認証の設定方法」を参照) の場
合、ユーザーはパスワードの有効期限が終了する前でも終了したあとでもパスワードを変更できます。
• LDAP 匿名認証 (「匿名認証の設定方法」)、LDAP 単純認証 (「単純認証の設定方法」)、および LDAP セキュア認
証 (「セキュア認証の設定方法」) の場合、ユーザーはパスワードの有効期限が終了する前のみパスワードを変更で
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きます。このような構成でユーザーのパスワードの有効期限が終了すると、ユーザーは、Oracle VDI 外部の顧客が
規定したプロセスを使用して、パスワードを変更する必要があります。

注記
Active Directory のデフォルトでの制限により、LDAP 単純認証からパスワードを更新するこ
とはできません。

6.2.4.1. パスワードの期限が終了している場合
Kerberos 認証 (「Kerberos 認証の設定方法」を参照) または公開鍵認証 (「公開鍵認証の設定方法」を参照) を使用す
る Active Directory サーバーの場合:
1. ユーザーがログインダイアログに、ログイン資格を入力します。
2. ユーザーパスワードの有効期限が終了していることがシステムによって検出されてパスワード変更ダイアログが表
示され、ユーザーはここに古いパスワードと新しいパスワードを入力します (新しいパスワードは 2 回入力する必
要があります)。
3. パスワードの更新に成功すると、ユーザーは新しいパスワードで認証され、通常の認証が成功したあとに表示され
る画面と同じ画面が表示されます。
LDAP タイプの認証 (「ユーザーディレクトリの統合について」を参照) を使用している場合:
1. ユーザーがログインダイアログに、ログイン資格を入力します。
2. ユーザーパスワードの有効期限が終了していることがシステムによって検出され、エラーメッセージが表示されま
す。
3. ユーザーがふたたびログインできるようになるには、顧客が規定した代替プロセスを使用してパスワードを更新す
る必要があります。

6.2.4.2. パスワードの期限がまだ終了していない場合
ディレクトリサーバーでユーザーによるパスワード変更が可能であり、そのユーザーに複数のデスクトップが割り
当てられていれば、この機能はユーザーディレクトリのすべての認証の種類 (「ユーザーディレクトリの統合につい
て」を参照) で提供されます。
1. デスクトップセレクタダイアログの下部に「詳細オプション」メニューが表示され、そこに「パスワードを変更」
エントリが含まれています。
2. ユーザーは「パスワードを変更」を選択して、パスワード変更ダイアログを開き、そこに古いパスワードと新しい
パスワードを入力します (新しいパスワードは 2 回入力する必要があります)。
3. この時点でユーザーはパスワードの変更をキャンセルでき、その場合はパスワードは変更されず、デスクトップセ
レクタ画面が表示されます。
4. ユーザーがパスワードを変更することを確認すると、ディレクトリサーバーでパスワードが更新され、デスクトッ
プセレクタ画面に確認メッセージが表示されます。

6.2.4.3. トラブルシューティング
パスワードの更新は、次の原因で失敗する場合があります:
• ユーザーが古いパスワードを正しく入力していない。
• 新しいパスワードがディレクトリサーバーのパスワードポリシーに準拠していない (古いパスワードを再度使用して
いる、またはパスワードの複雑さに関するルールに準じていないなど)。
• Active Directory サーバー上で、Kerberos 構成でパスワードの変更が許可されていない。Kerberos 認証の設定に関
するヘルプについては、「Kerberos 認証の設定方法」を参照してください。
• 認証の種類でパスワードの変更が許可されない。「ユーザーパスワードの変更方法」に記載されている制限の説明
を参照してください。
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問題が発生した場合は、ログファイルを確認してください。詳細については、「Oracle VDI ログファイルを確認する
方法」を参照してください。

6.2.5. クライアント認証を無効にする方法
すべてのユーザーは、デスクトップへのアクセスを得るために、認証資格を提示する必要があります。通常、資格は
ユーザー名、パスワード、およびオプションで Windows ドメインによって構成されます。Oracle VDI サービスは、
資格を確認するためにユーザーディレクトリにアクセスします。認証が成功した場合のみ、デスクトップへの接続が
確立します。ユーザー資格はデスクトップのオペレーティングシステムに転送され、ユーザーが再認証しなくても済
むように自動ログインが設定されます。
自動ログイン機能は、RDP または VRDP プロトコルのいずれかを使用する Windows デスクトップで機能しま
す。Windows 以外のデスクトップでは自動ログインは機能しません。
Oracle VDI サービスレベルでの認証は無効にすることができますが、その場合は、ユーザーがデスクトップのオペ
レーティングシステムで認証するための、独自のログイン画面を表示するようにデスクトップを構成することをお勧
めします。ユーザーはログイン画面を不便に感じるかもしれませんが、これによってユーザーのデータに対する最小
限の保護が提供されるのです。Oracle VDI サービスレベルでの認証の省略によって、Oracle VDI サービスではサポー
トされないより高度な認証手法も利用できるようになります。

手順
デフォルトでは認証が有効になっています。Oracle VDI サービスによる認証を有効または無効にするには、vda コマ
ンドを使用できます。
現在の認証ポリシーを確認するには:
# /opt/SUNWvda/sbin/vda settings-getprops -p clientauthentication

認証を有効 (デフォルト) にするには:
# /opt/SUNWvda/sbin/vda settings-setprops -p clientauthentication=Enabled

認証を無効にするには:
# /opt/SUNWvda/sbin/vda settings-setprops -p clientauthentication=Disabled

6.2.6. Sun Ray クライアントでデスクトップ画面のロックを有効にする方法
ホットデスキング機能では、スマートカードの挿入時に、割り当てられたデスクトップにアクセスするために認証
する必要があります。デスクトップセッションにログインしたあとは、スマートカードを取り出して再挿入すること
で、ログインし直すことなく別の Sun Ray クライアントに移動できます。これが、ホットデスキングの利点の 1 つで
す。
ただし、一部のグループはこのシナリオにセキュリティー上の問題を心配する場合があります。たとえば、スマート
カードを紛失した場合、そのスマートカードが別の人によって使用され、パスワードなしでデスクトップセッション
にアクセスされる可能性があります。
デスクトップ画面のロックを有効にすると、デスクトップセッションにログイン中であっても、スマートカードを挿
入するたびにパスワードを入力しなければならなくなります。ログイン画面のドメインフィールドおよびユーザー
フィールドはすでに入力されています。
デフォルトで、デスクトップ画面のロックは無効になっています。
• 現在のデスクトップ画面のロックポリシーを確認するには:
# /opt/SUNWvda/sbin/vda settings-getprops -p clientscreenlock

• デスクトップ画面のロックを有効にするには:
# /opt/SUNWvda/sbin/vda settings-setprops -p clientscreenlock=Enabled
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• デスクトップ画面のロックを無効 (デフォルト) にするには:
# /opt/SUNWvda/sbin/vda settings-setprops -p clientscreenlock=Disabled

6.2.7. Sun Ray クライアントのユーザーアクセスシナリオ
このセクションでは、ユーザーが Sun Ray クライアント (Sun Ray ハードウェアまたは Oracle Virtual Desktop Client)
からデスクトップにアクセスするための方法の例を説明します。
Sun Ray キオスクセッションの構成によっては、ユーザーは、デスクトップにアクセスする前にログインする必要が
あります。複数のデスクトップが割り当てられているユーザーは、アクセスするデスクトップを選択できる場合もあ
ります。詳細については、「Oracle VDI Sun Ray キオスクセッションについて」を参照してください。
ログインダイアログの表示内容は、ほかの要因 (複数の Oracle VDI Center の構成など) による影響を受ける場合もあ
ります。

例1
この例では、ユーザーは Oracle VDI にログインしてから、アクセスするデスクトップを選択します。
1. ユーザーは Oracle VDI にログインします。
ユーザーは、Oracle VDI ホストに接続されている Sun Ray クライアントにスマートカードを挿入します。ユー
ザーのスマートカード上のトークンは、プールまたは直接デスクトップに割り当てられています。
ログインダイアログが表示されます。

図6.1 Oracle VDI ログインダイアログ

ユーザーは、ユーザー名とパスワード (任意で Windows ドメイン) を入力する必要があります。
2. ユーザーはデスクトップまたはプールを選択します。
認証に成功すると、システムはユーザーに割り当てられたデスクトップまたはプールを判別します。ユーザーに複
数のデスクトップが割り当てられている場合は、デスクトップセレクタダイアログが表示されます。割り当てられ
ているデスクトップが 1 つだけの場合は、ダイアログは表示されません。
131

Sun Ray クライアントのユーザーアクセスシナリオ

図6.2 Oracle VDI デスクトップセレクタダイアログ

3. ユーザーはデスクトップで操作します。
ユーザーがデスクトップを選択すると、Sun Ray Windows コネクタが起動してデスクトップが表示されます。

図6.3 Windows デスクトップ
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マウスを画面の最上部に移動してリモートデスクトップのプルダウンメニューの「X」をクリックすることで、
ユーザーはいつでもデスクトップから切断できます。現在のデスクトップセッションから切断されると、デスク
トップセレクタダイアログまたはログインダイアログが表示されます。
Windows RDP を通じて接続しているデスクトップでは、Windows の「スタート」メニューにある「切断」ボタン
を使用することもできます。VirtualBox RDP (VRDP) を通じて接続しているデスクトップでは、このボタンは表示
されません。

例2
この例では、ユーザーは Oracle VDI にログインする必要はなく、デフォルトのデスクトップのみにアクセスします。
1. ユーザーはデスクトップを起動します。
ユーザーは、Oracle VDI ホストに接続されている Sun Ray クライアントにスマートカードを挿入します。ユー
ザーのスマートカードトークンは、プールまたは直接デスクトップに割り当てられています。
Oracle VDI はユーザーに割り当てられたデフォルトのデスクトップを判別します。この例では、デスクトップは
まだ実行されていないため、デスクトップが起動するまで待機画面が表示されます。

図6.4 待機画面

2. ユーザーはデスクトップにログインします。
この例では、ゲストオペレーティングシステムの構成にユーザー名とパスワードが必要であるため、標準の
Windows ログイン画面が表示されます。(Windows ドメインの入力が必要な場合もありますが、次の図にはその事
例は示していません。)
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図6.5 Windows ログイン画面

3. ユーザーはデスクトップで操作します。

図6.6 Oracle VDI Windows デスクトップ

認証に成功すると、デスクトップが表示されます。動作は標準の Windows PC の場合と同じです。
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6.2.8. マルチモニター機能
Sun Ray Software では、1 つの Sun Ray セッションを複数のモニターに表示したり、複数の Sun Ray セッション
をそれぞれ個別のモニターに表示したりすることができます (『Sun Ray Software 5.3 管理ガイド』の「複数のモニ
ター」を参照)。Oracle VDI では、この機能が拡張され、Windows XP または Windows 7 の仮想デスクトップの表示
にも適用されています。

6.2.8.1. マルチデスクトップの選択
ユーザーの Sun Ray クライアントに 2 台のモニターが接続されており、ユーザーに複数の仮想デスクトップが割り当
てられている場合、ユーザーはデスクトップセレクタを使用して複数のデスクトップを選択して接続できます。

図6.7 複数のモニターを使用した複数のデスクトップへの接続

デスクトップは、デスクトップセレクタにリストされた順序で表示されるため、最初にリストされたデスクトップが
最初のモニターに表示されます。 デスクトップの表示順序を変更するには、ユーザーは、Sun Ray Windows コネク
タセッションをログアウトするか閉じて、デスクトップセレクタに戻る必要があります。その後、以前に表示したデ
スクトップには、モニターアイコンのマークが付きます。モニターアイコンのマークが付いたデスクトップの 1 つ
を選択すると、各デスクトップの順序を変更できる矢印が表示されます。デスクトップの順序を変更した場合、ユー
ザーは表示するデスクトップを再選択して、「接続」をクリックできます。

6.2.8.2. マルチモニター
マルチモニター機能により、1 つの Oracle VDI デスクトップセッションに複数のモニターを構成できます。この機能
は、VRDP または MS-RDP を使用している Windows XP と Windows 7 ゲストでサポートされます。VRDP の場合、
この機能は最大 8 台のモニターに制限されています。

注記
Windows 7 のすべてのエディションにマルチモニターのサポートが含まれているわけではあ
りません。詳細については、「リモート デスクトップ接続: よく寄せられる質問」を参照し
てください。
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図6.8 1 つの Sun Ray クライアントに接続した複数のモニターによる Windows 仮想デスクトップの表示

6.2.8.3. マルチモニターのホットデスク
ホットデスクを使用することでユーザーは、1 つの Sun Ray クライアントから別のクライアントに移動したときに、
自分のセッションにアクセスできるようになります (『Sun Ray Software 5.3 管理ガイド』の「ホットデスク」を参
照)。ただし、Sun Ray クライアントの中には 1 台のモニターしかサポートしていないものや、1 台または 2 台をサ
ポートできるものもあるため (「Sun Ray マルチヘッドグループと Xinerama」を参照)、 必要な表示特性を取得また
は保持するために、ユーザーによる一部の設定の変更が必要な場合があります。
たとえば、ある Sun Ray クライアントから別のクライアントに移動すると、存在しないモニター上で一部のウィンド
ウが開いたままの状態になる可能性があります。その場合、ユーザーは、「コントロール パネル」に移動し、「画面
のプロパティ」アプリケーションを起動し、使用可能なモニターの数を変更する必要があります。これにより、表示
されないモニターにあるすべてのウィンドウが、存在するモニターに移動し、ユーザーはすべてのウィンドウをふた
たび見ることができるようになります。

6.2.8.4. Sun Ray マルチヘッドグループと Xinerama
複数の Sun Ray クライアントをマルチヘッドグループとして構成することで、多数のモニターを作成し、複数のモ
ニターに 1 つのデスクトップを表示したり、複数のデスクトップを別々のモニターに表示したりすることができま
す。Sun Ray 2FS および Sun Ray 3 Plus クライアントでは、それぞれ 2 台のモニターをサポートできます。
マルチヘッドグループと VRDP の場合、Oracle VDI はモニター接続ごとに Sun Ray Windows コネクタのインスタン
スを実行します。この構成では、Xinerama X Window System 拡張を無効にしてください。
マルチヘッドグループと MS-RDP の場合、Oracle VDI は VDI セッションごとに Sun Ray Windows コネクタのインス
タンスを実行します。この構成では、Xinerama X Window System 拡張を有効にしてください。
Xinerama の使用方法の詳細については、『Sun Ray Software 5.3 管理ガイド』の「Xinerama を有効または無効にす
る方法」を参照してください。

注記
この文脈におけるヘッドという用語は、モニターではなく、Sun Ray クライアントを指して
います。
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図6.9 複数のデスクトップをサポートするマルチヘッドグループ

図6.10 1 つのデスクトップをサポートするマルチヘッドグループ

6.2.8.5. 複数のモニターのサポートを有効にする方法
1. テンプレートを編集し、デスクトップを複数のモニターに拡張するよう画面のプロパティーを構成します。
Sysprep を使用している場合は、クローニング時にモニター構成が削除されるため、このステップは実行しないで
ください。FastPrep を使用する場合は、モニター構成は保持されます。
a. テンプレートで、「スタート」メニューに移動し、「コントロールパネル」を選択します。
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b. 「デスクトップのカスタマイズ」 → 「個人設定」 → 「画面の設定」の順に移動します。
c. 「モニタの識別」を選択し、モニターの位置を決めます。
2. プール内のデスクトップで必要なモニター数を構成します。
a. Oracle VDI Manager で、「プール」に移動し、プールを選択します。
b. 「設定」タブに移動します。
c. Sun Ray クライアントセクションの「モニター」リストで、必要なモニター数を選択します。
仮想マシンは、モニターごとに 1 つのグラフィックカードで構成されます。
3. プール内の実行しているすべてのデスクトップを再起動します。
仮想マシン内のグラフィックカードの変更が検出されるように、実行しているすべてのデスクトップを再起動する
必要があります。再起動しないと、デスクトップに接続する際に接続障害が発生する可能性があります。既存のデ
スクトップの電源を切ると、次に電源を入れたときにグラフィックカードの変更が検出されます。
a. 「デスクトップ」タブに移動します。
b. プール内の実行しているすべてのデスクトップを選択します。
マシンの状態が電源オフのデスクトップを除くすべてのデスクトップを選択します。
c. 「再起動」をクリックします。
既存のデスクトップの画面のプロパティーを、デスクトップを複数のモニターに拡張するよう個別に構成する必要
があります。

6.3. RDP クライアントを使用したデスクトップアクセス
Oracle VDI には、RDP クライアントを使用してデスクトップにアクセスできるようにする組み込み型の RDP ブロー
カが含まれています。

サポートされるクライアント
Oracle VDI によるテストが完了している RDP クライアントは次のとおりです:
• Microsoft RDP クライアント (リモートデスクトップ接続)
• Sun Ray Windows コネクタ (uttsc)
• Oracle Secure Global Desktop リモートデスクトップクライアント (ttatsc)
ほかのクライアントも動作する可能性がありますが、テストしていません。

RDP 接続設定
ユーザーが RDP クライアントからデスクトップにアクセスする場合、プール用に構成した RDP 設定は適用されませ
ん (「プールの Sun Ray RDP 設定」を参照)。これらの設定には、メニューアニメーションの無効化などのパフォー
マンス最適化設定や、クライアントのドライブやオーディオへのアクセスなどのデバイスリダイレクション設定など
が含まれます。ユーザーは RDP クライアントでこうした接続設定を指定する必要があります (たとえば、Microsoft リ
モートデスクトップ接続の「エクスペリエンス」タブにある設定)。

RDP ブローカのセキュリティー
セキュリティー上の予防措置として、Oracle VDI ではユーザーがデスクトップにサインインするたびにユーザー
を認証します。ユーザーは不便に感じるかもしれません。この機能を無効にする場合は、「クライアント認証を無
効にする方法」を参照してください。セキュリティー問題の詳細な処理方法については、『Oracle Virtual Desktop
Infrastructure セキュリティーガイド』を参照してください。
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6.3.1. RDP クライアントによるデスクトップへのアクセス
デスクトップにアクセスするには、ユーザーは RDP クライアントを実行し、Oracle VDI ホストの DNS 名または IP
アドレスとユーザー名 (ドメイン名を含むことができます) を指定します。デフォルトでは、ユーザーはデフォルトの
デスクトップに接続され、これは Oracle VDI Manager で定義できます。
あるいは、ユーザーは次の構文を使用して、ユーザー名、プール名、および任意でデスクトップ ID を入力すること
で、RDP クライアントで特定のデスクトップまたはプールを指定できます:
username::pool=poolname[,desktop=desktopId]

通常は、ユーザー名とプール名を指定するだけで済みます。ただし、同じプールから複数のデスクトップを割り当て
ているユーザーは、プール名とデスクトップ ID を両方とも指定する必要があります。
デスクトップ ID のリストを表示するには、次のコマンドを使用します:
vda user-desktops username

次の例では、Sun Ray Windows コネクタを使用して、プールの任意のマシンに接続しています:
/opt/SUNWuttsc/bin/uttsc -u jdoe::pool=win-xp -d example.com vdi-example.com

次の図は、Microsoft リモートデスクトップ接続を使用した同様の例を示しています。

次の例では、Sun Ray Windows コネクタを使用して、特定のデスクトップに接続しています:
/opt/SUNWuttsc/bin/uttsc -u jdoe::pool=win-xp,desktop=33 -d example.com vdi-example.com

次の図は、Microsoft リモートデスクトップ接続を使用した同様の例を示しています。

ユーザーが頻繁にデスクトップを切り替える場合は、各デスクトップの接続設定を RDP クライアントに保存しておく
ことをお勧めします。

6.3.2. Oracle VDI RDP ブローカについて
このセクションでは、RDP ブローカが Oracle VDI の複数のエレメント間を仲介する方法について説明します:
1. RDP クライアントは Oracle VDI RDP ブローカにアクセスして、ユーザー名やパスワードなどの関連情報を渡し
ます。
2. RDP ブローカはクライアントの代わりに Oracle VDI サービスにアクセスし、目的のデスクトップの起動を要求し
ます。
3. サービス側でクライアント認証が有効になっている場合 (デフォルト)、Oracle VDI サービスはユーザー名とパス
ワードを検証します (「クライアント認証を無効にする方法」を参照)。
4. 認証が成功した場合、Oracle VDI サービスは対応するデスクトップを起動し、デスクトップを実行する仮想マシ
ンの IP アドレスと、必要に応じて RDP ポートを返します。
5. RDP ブローカはこの情報を使用して、RDP サーバーリダイレクションパケットを作成します。
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• Windows RDP を使用している場合、このパケットには、リダイレクト先のサーバーとして VM ホスト/IP アド
レスが格納されます。これは VMware Infrastructure 3 が使用するモデルです。
• VirtualBox RDP の場合、このパケットにはルーティングトークンが格納されます。ルーティングトークン
はエンコードされた IP アドレスと RDP ポート情報で構成されており、これらは VRDP が標準の Windows
RDP ポートを使用しないために必要となるものです。ルーティングトークンのエンコーディングについて
は、Microsoft Web サイトの「ターミナル サーバーを使ったセッション ディレクトリおよび負荷分散」にある
「ルーティング トークンの書式」セクションを参照してください。
6. RDP ブローカがリダイレクションパケットを RDP クライアントに送信し、クライアントがそれに応じてリダイレ
クトされます。

6.4. Oracle Secure Global Desktop を使用したデスクトップアクセス
Oracle VDI は Oracle Secure Global Desktop (SGD) を通してセキュアな Web アクセスをサポートしています。SGD
では、次の表に示すように、使用される SGD のリリースに応じて 3 通りのデスクトップアクセス方法が提供されて
います。
デスクトップアクセス方法

SGD リリース

Oracle VDI 3.3 の仮想サーバーブローカ (Oracle VDI ブローカ)

4.61 以降

Oracle VDI ブローカ (レガシーの Oracle VDI ブローカ)

4.6 以降

Windows アプリケーションオブジェクト

4.5 以降

Oracle VDI 3.3 の仮想サーバーブローカは、SGD 動的起動機能の一部です。このブローカは、Oracle VDI クライアン
トのコマンド行ツールの Web サービスアプリケーションプログラミングインタフェース (API) を使用して、ユーザー
を認証し、ユーザーのデスクトップのリストを取得し、デスクトップを起動および終了させます。その後 SGD RDP
クライアント (ttatsc) を使用してデスクトップを表示します。このブローカを使用すると、SGD と Oracle VDI を別々
のホストにインストールできます。このブローカは、My Oracle Support で個別にダウンロードできます。ブローカの
取得方法、インストール方法、構成方法については、ドキュメント ID 1373652.1 を参照してください。
Oracle VDI ブローカも、SGD 動的起動機能の一部です。このブローカは、独自のインタフェースを使用して、ユー
ザーを認証し、ユーザーのデスクトップのリストを取得し、デスクトップを起動および終了させます。その後 SGD
RDP クライアント (ttatsc) を使用してデスクトップを表示します。このブローカを使用するには、Oracle Secure
Global Desktop と Oracle VDI を同じホストにインストールする必要があります。このブローカの構成および使用方法
については、使用している SGD リリース向けの『SGD 管理ガイド』の「SGD と Oracle VDI の統合」を参照してく
ださい。
どちらのブローカも使用できない場合は、Windows アプリケーションオブジェクトがアクセス方法になります。この
方法では、SGD RDP クライアント (ttatsc) を使用して、「RDP クライアントによるデスクトップへのアクセス」で
説明した、通常の RDP クライアントと同じ方法でデスクトップにアクセスします。Windows アプリケーションオブ
ジェクトの構成方法については、使用している SGD リリース向けの『SGD 管理ガイド』の「Windows アプリケー
ション」を参照してください。

6.5. デスクトップセッションからのログアウト
デスクトップセッションの終了方法は、セッションを確立する際に RDP または VRDP のどちらのプロトコルを使用
するかによって少し異なります。どちらのプロトコルを使用する場合も、ユーザーは、画面上部の Sun Ray Windows
コネクタツールバーにある「X」ボタンをクリックすることでログアウトできます。ツールバーは、マウスポインタを
画面上部に移動するまで非表示になっています。

図6.11 Sun Ray Windows Desktop コネクタツールバー
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Windows の「スタート」メニューのログアウトオプションは、VRDP を使用するか MS-RDP を使用するかによって
少し異なります (次の図を参照)。

図6.12 「スタート」メニュー

ユーザーは「スタート」メニューの「ログオフ」ボタンをクリックしてログアウトすることもできます。
VRDP の「スタート」メニューには「終了オプション」ボタンが表示され、このボタンによって仮想デスクトップが
シャットダウンします。このオプションでは、ユーザーが次回ログインするときに、完全なブート手順が必要です。
RDP の「スタート」メニューには代わりに「切断」ボタンが表示されます。このオプションでは、ユーザーが
Windows と Oracle VDI デスクトップセッションからログアウトされますが、仮想マシンはシャットダウンしませ
ん。このオプションでは、ユーザーが次回ログインするときに、完全なブート手順は必要ありません。
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7.1. Oracle VDI のパフォーマンスとチューニングの概要
次の図に、Oracle VDI の配備の一般的なハードウェア環境を示します。
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図7.1 Oracle VM VirtualBox 仮想化プラットフォームの一般的なハードウェア環境

本稼動用の配備は、1 つの Oracle VDI プライマリホストと、少なくとも 1 つの Oracle VDI セカンダリホストで構成
され、冗長性が提供されます。Oracle VDI サーバーは、Oracle VDI のデータ用に組み込みの MySQL サーバーデータ
ベースをホストし、クライアントとデスクトップの間で情報をルーティングし、クライアントにデスクトップを配信
するブローカ機能を提供します。また、リモートデータベースもサポートします。デスクトップを提供する仮想マシ
ンは Oracle VM VirtualBox サーバーで実行されます。ストレージサーバーは仮想ディスクを提供し、これらのディス
クは仮想マシンで実行されるオペレーティングシステムからは物理ディスクと見なされます。VirtualBox サーバーと
ストレージ間のディスクデータの転送には、iSCSI プロトコルが使用されます。Oracle VDI システムの総ネットワー
クトラフィックの大部分は、この iSCSI データで占められます。
その他にネットワークの帯域幅を消費しているのは、Oracle VDI: Sun Ray クライアント、Oracle Secure Global
Desktop、および RDC クライアントです。クライアントは Oracle VDI サーバーを通して VirtualBox サーバーに接
続します。デスクトップグラフィックスの転送に ALP プロトコルを使用する Sun Ray クライアントの場合、Oracle
VDI サーバーは VirtualBox サーバーが受信した RDP プロトコルを ALP プロトコルに変換します。このように、クラ
イアント、Oracle VDI サーバー、および VirtualBox サーバーの間には、クライアント接続ごとに 1 つのデータスト
リームがあります。Sun Ray Windows コネクタ (uttsc) などの RDP クライアントは Oracle VDI サーバーに接続し、
次に、Oracle VDI サーバーが RDP Redirect 機能を使用して、RDP プロトコルを翻訳する必要がないためクライアン
トを VirtualBox サーバーに直接接続させます。この場合、クライアントと VirtualBox サーバーの間にデータストリー
ムが存在します。
この章では、Oracle VDI を配備するためのサイジング、パフォーマンス、およびチューニングのガイドラインについ
て説明します。
サイジング情報は、VMware の『VDI Server Sizing and Scaling』ガイドに説明されている「よく働く社員」のオフィ
スでのワークロードのシミュレーションを行うために、1000 台のデスクトップでスクリプトを実行したサイジングの
テストから得られたものです。この情報は一般的なガイドラインとしてのみ提供されています。ワークロードはイン
ストールごとに異なるため、比較的小さな使用パターンの変更が要件に著しく影響する場合があります。サイジング
のサポートについては、Oracle の営業またはサポートにお問い合わせください。
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7.2. Oracle VDI ホスト
7.2.1. Oracle VDI サーバーのサイジングガイドライン
Oracle VDI のプライマリサーバーには、デュアルコア CPU とメモリー 2G バイトが必要です。Oracle VDI サービス
をこのサーバー上に構成しないかぎり、実行するデスクトップの数はハードウェア要件に影響しません。
Oracle VDI のセカンダリサーバーのコア数とメモリーサイズに関する要件は、サポートする実行デスクトップ数と
必要なネットワーク帯域幅により変わります。また、帯域幅は表示する内容により変わります。次の数値はオフィス
ワークに一般的な数値です。ビデオや、Flash コンテンツを使用した Web ページを表示すると、必要な帯域幅が増加
する場合があります。
• コア数 = 実行デスクトップ数 / 20
例: 8 個の CPU を持つ Oracle VDI のセカンダリサーバーが 2 台あり、各 CPU にコアが 4 つある場合、サポートで
きる実行デスクトップ数は 2 x 8 x 4 x 20 = 1280 となります
• メモリーサイズ [MB] = デスクトップ数 x 32M バイト + 2048M バイト
例: メモリーが 64G バイトの Oracle VDI のセカンダリサーバーが 2 台の場合、サポートできる実行デスクトップの
数は (2 x 64 x 1024M バイト - 2 x 2048M バイト) / 32M バイト = 3968 となります
• ネットワーク帯域幅 [Mb/s] = 実行デスクトップ数 x 0.15 [Mb/s]
例: 1G バイトの Ethernet インタフェースを 1 つ持つ Oracle VDI のセカンダリサーバーが 2 台の場合、サポートで
きる実行デスクトップの数は 2 x 1024 / 0.15Mb/s = 13653 となります

7.2.2. Oracle VDI ホストでのセッション数の制御
デフォルトでは、Oracle VDI ホストは 100 セッションをホストできます。Oracle VDI の構成時にセッション数が設定
されます。
構成された Oracle VDI ホストのセッション数を変更するには、root ユーザーで次のコマンドを実行します:
# /opt/SUNWkio/bin/kioskuseradm extend -c <count>

7.3. 仮想ホスト
7.3.1. Oracle VM VirtualBox サーバーのサイジングガイドライン
「VM/コア」という単位は、注目の的になっていますが、今日では使用可能な CPU のパフォーマンスに 2 倍以上の
差があり、この単位はお客様が再利用する可能性がある古い CPU を考慮していないため、これはあいまいな表現で
す。このため、「SPEC CINT2006 Rate (peak) / VM」の値も示すことにしました。この単位を使った表現は、実際の
CPU を抽象化しているため、長い期間にわたって有効ですが、「VM/コア」を使った表現は、各コアのパフォーマン
スがほぼ同じである場合にしか正しいと言えません。
http://www.spec.org/cpu2006/results/rint2006.html にある Standard Performance Evaluation Corporation (SPEC) の
データベースから、または提供されているテストスイートを実行することによって、多数の CPU の CINT 値を調べる
ことができます。
このセクションに示す数字は、新しいテストの実行結果に基づいて更新されています。4 コアの E5520 CPU を 2 個
搭載した X4170 で、100 個の VM を実行できました。2 つの E5520 CPU を持つサーバーの SPEC CINT2006 Rate
(peak) は最大 200 であり、1 VM あたりの CINT 値は 2 になります。
• コア数 = 実行デスクトップ数 / 12.5
例: 2 つの E5520 CPU を持つ X4170 とほぼ同等のサーバーの場合、サポートできる実行デスクトップの数は 2 x 4
x 12.5 = 100 となります
• メモリーサイズ [M バイト] = 実行デスクトップ数 x デスクトップのメモリーサイズ x 1.2 + 1024M バイト
例: メモリーが 64G バイトのサーバーの場合、サポートできる実行デスクトップの数は 64 x 1024M バイト 1024M バイト / (512M バイト x 1.2) = 105 (サイズ 512M バイト) となります
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• ネットワーク帯域幅 [Mb/s] = ストレージのネットワーク帯域幅 / VirtualBox サーバーの数

注記
使用可能な CPU パワー、メモリーサイズ、およびネットワーク帯域幅の少なくとも 20%
は、安全マージンとして確保するようにしてください。

7.4. ストレージのパフォーマンスとチューニング
7.4.1. Sun ZFS ストレージサーバーのサイジングガイドライン
ディスクレイアウトには、ミラー化セットをストライプ化したものである RAID 10 が推奨され、その場合はデータの
ZFS ストライプ化が複数のセット間で自動的に行われます。このレイアウトは 7000 シリーズでは、「ミラー」と呼
ばれています。このディスクレイアウトは使用可能なディスク容量の 50% を冗長性に使用しますが、iSCSI の典型的
アクセス特性である集中的な小領域のランダムアクセスによる読み取り/書き込みでは、RAID 5 より高速です。
ストレージサーバーは、iSCSI を使用して Oracle VM VirtualBox によりアクセスされる仮想ディスクを提供しま
す。iSCSI は多大な CPU 負荷がかかるプロトコルであるため、ストレージサーバーのコア数が、性能を左右する要素
の 1 つとなります。その他の重要な要素には、メモリーサイズ (キャッシュ)、ディスク数、および使用できるネット
ワーク帯域幅があります。
ネットワーク帯域幅は非常に流動的であり、デスクトップの起動 (* ピークネットワーク帯域幅 *) と使用中のアプリ
ケーションをキャッシュしたデスクトップ (* 平均ネットワーク帯域幅 *) の関係により決定されます。仮想マシン (XP
guest) を起動すると 150M バイトのネットワーク負荷が発生し、この負荷は 30 秒以内に満たされなければなりませ
ん。同時に多くのデスクトップが起動され、iSCSI トラフィックで作成される負荷をストレージの CPU で処理でき
る場合、要求されるネットワーク帯域幅は 1Gbps を超える可能性もあります。このシナリオは、交代勤務制を採っ
ている企業では一般的です。このような場合、「プール」、「クローニング」、または「マシンの状態」オプション
を「実行中」に設定すると、デスクトップが常に実行中になるため、OS のブートがユーザーのログインから切り離
されます。もう 1 つのオプションは、複数のインタフェースを中継して、1 つの IP で 1Gbps を超える帯域幅を提供
することです。ジャンボフレームを使用して iSCSI 接続を高速化することもできます。ジャンボフレームは、ネット
ワークに接続しているすべての部分、つまりストレージサーバー、VirtualBox サーバー、およびスイッチで構成する
必要があります。ジャンボフレームは標準化されていないため、非互換のリスクがあります。
Oracle VDI は VirtualBox とともに ZFS の疎ボリューム機能を使用するため、実際に書き込まれるデータがストレー
ジの容量を超えなければ、物理的に使用できる以上のディスク容量をボリュームに割り当てることができます。こ
の機能があり、またクローニングされたデスクトップではテンプレートの変更されないデータが再使用されるため、
使用可能なディスク容量が非常に効率的に使用されます。したがって、次に示すディスク容量の計算は、すべてのボ
リュームがテンプレートと違うデータで完全に使用されると仮定した最悪ケースのシナリオです。
• コア数 = 使用中の仮想ディスク数 / 200
例: 2 CPU 構成の x7210 ストレージで各 CPU にコアが 4 つある場合、2 x 4 x 200 = 1600 仮想ディスクまで対応で
きます
• メモリーサイズ - 多ければ多いほどよい。空きメモリーは、アクセス時間を低減するディスクキャッシュとして使
用できます。
• ディスク数 = デスクトップ数 / 10
• 平均ネットワーク帯域幅 [M ビット/秒] = 使用中の仮想ディスク数 x 0.032M ビット/秒
例: ギガビット Ethernet インタフェース 1 つを備えた x7210 ストレージが対応できる仮想ディスクの数は、1000 /
0.032 = 31250 までです
• ピークネットワーク帯域幅 [M ビット/秒] = 使用中の仮想ディスク数 x 40M ビット/秒
例: ギガビット Ethernet インタフェース 1 つを備えた x7210 ストレージが対応できる仮想ディスクの数は、1000 /
40 = 25 までです
• ディスク容量 [G バイト] = デスクトップ数 x 仮想ディスクサイズ [G バイト]
例: 容量が 46T バイトの x7210 ストレージは、46 x 1024G バイト / 2 / 8G バイト = 2944 台の 8G バイトディスク
(RAID 10 構成) をサポートできます
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注記
デスクトップのパフォーマンスを改善する方法の詳細については、「デスクトップイメージ
の作成」 のデスクトップイメージの最適化に関するセクションを参照してください。

7.4.2. ZFS ストレージキャッシュについて
このセクションでは、ZFS キャッシュの構造とパフォーマンスの簡単な概要と、ZFS キャッシュを Sun Storage 7000
シリーズ Unified Storage System のハードウェアにマップする方法について説明します。

背景
Zettabyte File System (ZFS) は、サポートされている Solaris および Sun Storage 7000 シリーズ Unified Storage
System のストレージプラットフォームのベースとなるファイルシステムです。
Adaptive Replacement Cache (ARC) は、メインメモリー (DRAM) の ZFS 読み取りキャッシュです。
Second Level Adaptive Replacement Cache (L2ARC) はメインメモリー以外の場所に読み取りキャッシュデータを格
納する場合に使用されます。Sun Storage 7000 シリーズ Unified Storage System は、Readzilla と呼ばれる、L2ARC
の読み取り用に最適化された SSD を使用します。SSD は DRAM よりも低速ですが、ハードディスクよりはかなり高
速です。L2ARC では非常に大きなキャッシュを使用できるため、読み取りのパフォーマンスが改善されます。
ZFS Intent Log (ZIL) は、同期書き込みとクラッシュした場合の復旧の POSIX 要件を満たしています。非同期書き込
みには使用されません。ZFS のシステム呼び出しは ZIL によって記録され、システムがクラッシュした場合に再現す
るのに十分な情報が含まれています。Sun Storage 7000 シリーズ Unified Storage System では、Readzilla と呼ばれ
る、書き込み用に最適化された SSD を ZIL に使用します。Logzilla が使用できない場合はハードディスクが使用され
ます。
書き込みキャッシュは、速く書き込むために揮発性 (電源を切ると情報が失われる) DRAM にデータを格納する場合に
使用されます。Sun Storage 7000 シリーズ Unified Storage System の書き込みキャッシュが有効である場合は、シス
テム呼び出しは ZIL に記録されません。

パフォーマンスの懸案事項
パフォーマンスを改善するために、キャッシュ内のデータと同じ量を格納するように読み取りキャッシュをサイジン
グします。最初に ARC (DRAM) を最大にし、次に L2ARC (Readzilla) を追加します。
Oracle VDI では、Oracle VDI が使用するすべての iSCSI ボリュームの書き込みキャッシュがデフォルトで有効に
なっています。ZIL を使用しないため、この構成は非常に高速であり、Logzilla を利用しません。ZIL を使用しない
と、Sun Storage 7000 シリーズ Unified Storage System がリブートする場合、またはデスクトップがアクティブであ
る間に電源が失われた場合に、データが失われる危険があります。ただし、これによって ZFS 自体が破損することは
ありません。
Oracle VDI の書き込みキャッシュを無効にして、データ損失のリスクを最小限に抑えます。Logzilla を使用しない場
合、ZIL は使用可能なハードディスクによってバックアップされるため、パフォーマンスが著しく低下します。ZIL を
スピードアップするには、Logzilla を使用します。2 つまたは 4 つの Logzilla を使用する場合は、「ストライプ化され
た」プロファイルを使用してパフォーマンスをさらに改善します。
インメモリー書き込みキャッシュをオフにするには、Oracle VDI Manager でストレージを選択し、「編集」をクリッ
クしてストレージの編集ウィザードを開き、「キャッシュ」チェックボックスをオフにします。この変更は、新たに
作成する Oracle VM VirtualBox のデスクトップと、Microsoft Hyper-V 仮想プラットフォームで新たに起動するデスク
トップに適用されます。

7.4.3. Oracle Solaris プラットフォームでの ZIL の管理
Oracle Solaris 10 10/09 (以降) のストレージプラットフォームを高速化する 1 つの方法は、ZFS Intent Log (ZIL) を無
効にすることです。高速化する方法は複数ありますが、ディスク I/O の同期、およびストレージに障害が発生した場
合のデータの整合性が重要な場合は、ZIL を無効にすると危険であることに注意してください。
ZIL をただちに無効にするコマンドは次のとおりです:
echo zil_disable/W0t1 | mdb -kw
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ZIL をただちに有効にするコマンドは次のとおりです:
echo zil_disable/W0t0 | mdb -kw

ZIL を無効にするコマンドがリブート後も有効にならないようにするには、/etc/system を編集して次の行を追加しま
す。
set zfs:zil_disable=1

ZFS プールがマウントされている場合、ZIL の状態を変更すると特定の ZFS プールに影響するため、設定値を変更
したら (リブートの間に暗黙的に実行される)、ZFS プールを作成、再マウント、またはインポートする必要がありま
す。
ZIL の設定はストレージに対してグローバルに適用され、リブート後はストレージのすべての ZFS プールの ZIL が無
効になるため、同期セマンティクスがなくなり、ZFS が提供するシステムのルートボリュームが不要な動作を示す可
能性があります。
このような影響の競合を避けるためのベストプラクティスは、少なくとも 2 つのディスクを持つサーバーを使用する
ことです。1 番目のディスクは、UFS ファイルシステムを使用して OS のシステムスライスをホストします。残りの
ディスクを ZFS 形式にして、Oracle VDI のストレージとして使用します。これを行うと ZIL を無効にすることがで
き、ZIL には ZFS のみを使用するため、UFS ディスクは引き続き同期セマンティクスを提供します。
ZFS および ZIL の参照用ページは次のとおりです:
http://www.solarisinternals.com/wiki/index.php/ZFS_Evil_Tuning_Guide#Disabling_the_ZIL_.28Don.27t.29

7.4.4. Oracle VDI のストレージ用のグローバル設定
このセクションでは、ストレージに適用する Oracle VDI のグローバル設定について説明します。これらの設定を一覧
表示および編集するには、vda settings-getprops および vda sett ngs-setprops コマンドを使用します。
グローバル設定

説明

storage.max.commands

ストレージで並行して実行されるコマンド数。
デフォルトは 10 です。
この設定を変更するには、Oracle VDI サービスを再起動する必
要があります。
この設定は Oracle VDI インストールに対してグローバルであ
り、IP または DNS 名によって決定される物理ストレージに適
用されます。
Oracle VDI のホスト数は、物理ストレージで Oracle VDI に
よって実行される並列記憶装置の最大アクション数に影響し
ません。「ストレージが応答しない」というメッセージが断続
的に表示される場合は、この数値を減らしてストレージの負荷
を軽減します。これを行うと、クローニングとリサイクルのパ
フォーマンスに影響します。
そのホストで Oracle VDI Center エージェントが実行しなく
なっている場合でも、この設定は機能します。
この設定は、Oracle VM VirtualBox (Solaris 上) および Microsoft
Hyper-V デスクトッププロバイダと一緒に使用されている Sun
ZFS ストレージのみに適用されます。

storage.query.size.interval

Oracle VDI サービスがストレージに対してディスク容量の合計
と使用可能なディスク容量を問い合わせる時間 (秒)。
デフォルトは 180 秒です。
これを実行するのは 1 つの Oracle VDI ホストのみであるた
め、通常はこの設定を変更する必要はありません。
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グローバル設定

説明
この設定はすべてのストレージタイプに適用されます。

storage.watchdog.interval

Oracle VDI サービスがストレージに対して可用性を問い合わせ
る時間 (秒)。
デフォルトは 30 秒です。
これを実行するのは 1 つの Oracle VDI ホストのみであるた
め、通常はこの設定を変更する必要はありません。
この設定はすべてのストレージタイプに適用されます。

storage.fast.command.duration

高速のストレージコマンドが失敗したと Oracle VDI サービスが
判断する時間 (秒)。
デフォルトは 75 秒です。
この設定を変更するには、Oracle VDI サービスを再起動する必
要があります。
このコマンドの期間を使用する Oracle VDI 機能のみが、スト
レージのウォッチドックとなり、定期的に ping を発行してスト
レージの可用性を確認します。
この設定は、Oracle VM VirtualBox (Solaris 上) および Microsoft
Hyper-V デスクトッププロバイダと一緒に使用されている Sun
ZFS ストレージのみに適用されます。

storage.medium.command.duration

中位の速度のストレージコマンドが失敗したと Oracle VDI サー
ビスが判断する時間 (秒)。
デフォルトは 1800 秒 (30 分) です。
この設定を変更するには、Oracle VDI サービスを再起動する必
要があります。
Oracle VDI が使用するストレージコマンドの大部分は、このコ
マンド期間を使用します。
この設定は、Oracle VM VirtualBox (Solaris 上) および Microsoft
Hyper-V デスクトッププロバイダと一緒に使用されている Sun
ZFS ストレージのみに適用されます。

storage.slow.command.duration

低速のストレージコマンドが失敗したと Oracle VDI サービスが
判断する時間 (秒)。
デフォルトは 10800 秒 (3 時間) です。
この設定を変更するには、Oracle VDI サービスを再起動する必
要があります。
Oracle VDI が使用する一部の複雑なストレージスクリプトのみ
が、このコマンド期間を使用します。このようなスクリプトは
頻繁には実行されず、通常は 1 日に 1 回です。
この設定は、Oracle VM VirtualBox (Solaris 上) および Microsoft
Hyper-V デスクトッププロバイダと一緒に使用されている Sun
ZFS ストレージのみに適用されます。

storage.max.commands 設定は、もっとも頻繁に変更される設定です。デフォルトでは、Sun Storage 7000 シリー
ズ Unified Storage System は 4 つのコマンドのみを並行して実行でき、残りのコマンドはキューに投入されます。パ
フォーマンスを向上させるために、Oracle VDI VDI は意図的にストレージキューをオーバーコミットします。たとえ
ば負荷が高いためにストレージが低速になった場合、キューのコマンドの実行に時間がかかりすぎている可能性があ
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り、期間設定に指定された期間よりもコマンドの実行時間が長い場合、ストレージが応答できないと不適切にマーク
付けされている可能性があります。このような状況が定期的に発生する場合は、storage.max.commands 設定の値を
小さくすることができますが、ストレージがビジーでない場合は、値を小さくすることでパフォーマンスが低下する
場合があります。
これらのコマンドは Oracle VDI Center 内のプライマリホストのみが実行するため、間隔の設定はほとんど変更する
必要はありません。この設定の値を小さくすると、ストレージのディスク容量に関する情報がより新しくなり、応
答しないストレージホストの検出が速くなりますが、ストレージホストの負荷が高くなります。これらの設定値のデ
フォルトを維持することをお勧めします。
期間の設定値には安全のためのマージンが含まれています。ストレージが割り当てられた時間内にコマンドを実行で
きない場合のみに、期間の設定値を変更します。

7.4.5. ブロックの割り当てについて
標準的なハードディスクのブロックサイズは 512 バイトです。仮想マシンのゲストオペレーティングシステムによっ
ては、ゲストファイルシステムの 1 つの論理ブロックでストレージの 2 つのブロックが使用されることがあります。
これはブロックの不整列と呼ばれます。図 7.2に例を示します。ブロックの不整列が発生すると、ゲスト OS ファイ
ルシステムのブロックにアクセスする場合にストレージでの IO が倍になる (完全なランダムアクセスパターンを使用
し、キャッシュを使用しないことを前提とする) ため、ブロックの不整列を避けることをお勧めします。

図7.2 Sun ZFS ストレージでの不整列ブロックと整列ブロックの例

Windows XP では、デフォルトではパーティションが正しく整列されないため、ブロックの不整列が発生しま
す。Windows Vista と Windows 7 では、通常はパーティションが正しく整列されるため、ブロックが整列されます。

ブロックの割り当ての確認
通常、ディスク上の 1 つのパーティションはディスクセクター 63 から始まります。Windows パーティションの整列
を確認するには、次のコマンドを使用します:
wmic partition get StartingOffset, Name, Index

このコマンドの出力例を次に示します:
Index Name
StartingOffset
0 Disk #0, Partition #0 32256

開始セクターを見つけるには、StartingOffset の値を 512 (ハードディスクのブロックサイズ) で割ります:
32256 ÷ 512 = 63
NTFS クラスタのサイズは、通常 4K バイトです。最初の NTFS クラスタはディスクセクター 63 から始まり、ディス
クセクター 70 で終わります。
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Zettabyte File System (ZFS) ファイルシステムを使用するストレージタイプのデフォルトのブロックサイズは 8K バイ
トです。したがってこのストレージでは、4 番目の ZFS ブロックがディスクセクター 48 - 63 にマップされ、5 番目
の ZFS ブロックセクターがディスクセクター 64 - 79 にマップされます。
Oracle Cluster File System version 2 (OCFS2) を使用するストレージタイプのデフォルトのブロックサイズは 4K バイ
トです。したがってこのストレージでは、8 番目の OCFS2 ブロックがディスクセクター 56 - 63 にマップされ、9 番
目の OCFS2 ブロックセクターがディスクセクター 64 - 73 にマップされます。
図 7.2 に示すように、1 番目の NTFS クラスタにアクセスする場合にストレージの複数のブロックにアクセスする必
要があるため、両方のストレージタイプ間で不整列が発生します。
ブロックを正しく整列させるには、StartingOffset の値が、ストレージのファイルシステムで使用されているブロック
サイズに応じて 8192 または 4096 で完全に割り切れる必要があります。
次の例では、ブロックの不整列が発生します:
wmic partition get StartingOffset, Name, Index
Index Name
StartingOffset
0 Disk #0, Partition #0 32256

32556 ÷ 8192 = 3.97412109
32556 ÷ 4096 = 7.94824219
次の例では、ブロックは整列されます:
wmic partition get StartingOffset, Name, Index
Index Name
StartingOffset
0 Disk #0, Partition #0 32768

32768 ÷ 8192 = 4
32768 ÷ 4096 = 8

ブロックの割り当ての修正
Windows 2003 SP1 以降の diskpart.exe ユーティリティーには、パーティションのブロック整列を指定するための
align オプションがあります。Windows XP では、parted などのサードパーティーのディスクパーティション分割ツー
ルを使用して、開始セクターを定義してパーティションを作成します (次の例を参照)。その他のオペレーティングシ
ステムでのパーティションの整列方法の詳細については、システムドキュメントを参照してください。

ブロックが正しく整列された Windows XP 用ディスクの準備方法の例
この例では、Knoppix などのブート可能なライブ Linux システムのディスクユーティリティーを使用して、ブロック
が正しく整列されたディスクパーティションを作成します。
1. 新しい仮想マシンを作成します。
2. ライブ Linux システムの ISO イメージを、仮想マシンの CD/DVD-ROM ドライブに割り当てます。
3. 仮想マシンをブートします。
4. コマンドシェルを開き、root ユーザーになります。
5. ディスクの合計セクター数を取得します。
ディスクの情報を取得するには、fdisk -ul コマンドを使用します。
次の例では、ディスクのセクター数は 20971520 です:
# fdisk -ul
Disk /dev/sda doesn't contain a valid partition table
Disk /dev/sda: 10.7 GB, 10737418240 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 1305 cylinders, total 20971520 sectors
Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
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I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disk identifier: 0x00000000

6. ディスクに MS-DOS パーティションテーブルを作成します。
パーティションテーブルを作成するには、parted <disk> mklabel msdos コマンドを使用します。
次の例では、/dev/sda ディスクにパーティションテーブルが作成されています:
# parted /dev/sda mklabel msdos

7. パーティションの開始セクターと終了セクターを指定して、新しいパーティションを作成します。
パーティションを作成するには、parted <disk> mkpartfs primary fat32 64s <end-sector>s コマンドを使用しま
す。<end-sector> はディスクの合計セクター数から 1 を引いた数です。たとえば、ディスクのセクター数が
20971520 の場合、<end-sector> は 20971519 です。
使用する parted のバージョンによっては、最適なパフォーマンスが得られるようにパーティションが適切に整列
されていないという警告が表示される場合があります。この警告は無視しても問題ありません。
次の例では、/dev/sda ディスクにパーティションが作成されます:
# parted /dev/sda mkpartfs primary fat32 64s 20971519s

8. パーティションが作成されたことを確認します。
パーティションを確認するには、parted <disk> print コマンドを使用します。
次の例では、/dev/sda ディスクのパーティションを確認しています:
# parted /dev/sda print
Model: ATA VBOX HARDDISK (scsi)
Disk /dev/sda: 10.7GB
Sector size (logical/physical): 512B/512B
Partition Table: msdos
Number Start End Size Type File system Flags
1
32.8kB 10.7GB 10.7GB primary fat32
lba

9. 仮想マシンをシャットダウンし、ISO イメージの割り当てを解除します。
10. Windows XP のインストール ISO イメージを仮想マシンの CD/DVD-ROM ドライブに割り当てます。
11. 仮想マシンをブートし、Windows XP をインストールします。
12. プロンプトが表示されたら、新しく作成されたパーティションを選択します。
13. (省略可能) プロンプトが表示されたら、ファイルシステムを FAT32 から NTFS に変更します。
14. インストールを完了します。
15. 管理者として Windows XP ゲストにログインします。
16. StartingOffset が 32768 であることを確認します。
wmic partition get StartingOffset, Name, Index
Index Name
StartingOffset
0 Disk #0, Partition #0 32768

7.5. ネットワーク
次に、Oracle VDI が作成するネットワークトラフィックタイプのリストを示します。このリストは帯域幅要件の順に
並べられ、帯域幅要件が一番高いものが 1 番目になっています:
1. VirtualBox と Microsoft Hyper-V の仮想ホストとストレージホスト間の iSCSI トラフィック
2. Oracle VDI ホストと仮想ホスト間の RDP トラフィック
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3. Sun Ray クライアントと Oracle VDI ホスト間の ALP トラフィック
4. RDP クライアントと Oracle VDI ホストまたは仮想ホスト間の RDP トラフィック
5. Oracle VDI Center のマスターおよびスレーブデータベースホスト間、または、外部データベースが使用されてい
る場合は Oracle VDI のプライマリホストと外部データベース間のデータベースレプリケーショントラフィック
6. Oracle VDI ホストとストレージホスト間、または Oracle VDI ホストと仮想ホスト間の SSH および HTTPS トラ
フィック
デフォルトでは、ストレージ管理に使用される SSH トラフィックと、仮想ディスクに使用される iSCSI トラフィッ
クは、同じネットワークインタフェースを使用します。セキュリティー上の懸案事項、ルーティングの要件、または
トラフィックシェーピングなどの理由で、iSCSI トラフィックが別のネットワークインタフェースを使用するように
構成する場合があります。「専用の iSCSI ネットワークの構成方法」を参照してください。
仮想ホストおよびストレージホストには、リンク集積体 (トランキングまたはリンク結合とも呼ばれる) を使用する
ことをお勧めします。これによって、物理ネットワークインタフェースをバランスよく利用できてネットワークのス
ループットが改善されるほか、物理的なインタフェースが停止した場合でも集積されたインタフェースをアクティブ
に保つことができるようになります。リンク集積体を使用するには、Link Aggregation Control Protocol (LACP) をサ
ポートするスイッチが必要です。「リンク集積体の構成方法」を参照してください。
VLAN を使用することで、ネットワークトラフィックにタグ付けして隔離することができるので、パフォーマンスと
セキュリティーを向上させることができます。「VLAN の構成方法」を参照してください。
リンク集積体と VLAN は、個別に使用したり、集積されたリンクを VLAN ID でタグ付けして一緒に使用することがで
きます。
Sun Ray クライアントでのネットワークパフォーマンスの改善方法の詳細については、Sun Ray Software 5.3 管理ガ
イドの次のセクションを参照してください:
• ネットワークのトラブルシューティング
• パフォーマンスのチューニング

7.5.1. 専用の iSCSI ネットワークの構成方法
専用の iSCSI ネットワークを使用して、ストレージ管理のトラフィックと仮想ディスクに使用される iSCSI トラ
フィックを分けることができます。
ストレージホストに最初の仮想ディスクを作成する前に、専用の iSCSI ネットワークインタフェースを構成する必要
があります。

Oracle VDI Manager の手順
1. Oracle VDI Manager で、「デスクトッププロバイダ」に移動します。
2. デスクトッププロバイダを選択します。
3. 「ストレージ」タブに移動します。
4. ストレージホストを選択して、「編集」をクリックします。
ストレージの編集ウィザードが表示されます。
5. 「ZFS プールの選択」のステップに到達するまで、ストレージの編集ウィザードのステップを実行します。
6. 「ZFS プールの選択」のステップで、「iSCSI インタフェース」リストから異なるネットワークを選択します。
7. 「完了」をクリックします。

CLI の手順
• iSCSI に使用するネットワークアドレスインタフェースを編集します。
/opt/SUNWvda/sbin/vda provider-storage-setprops --storage=<storage-host> \
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-p iscsi-interface=<interface-ip-address> <provider-name>

例:
/opt/SUNWvda/sbin/vda provider-storage-setprops --storage=storage1.example.com \
-p iscsi-interface=192.168.50.1 vbox1.example.com

7.5.2. リンク集積体の構成方法
リンク集積体 (トランキングまたはリンク結合とも呼ばれる) は、1 つ以上のネットワークインタフェースを結合し
て、スループットの改善とフェイルオーバー機能を提供するメカニズムです。リンク集積体を使用するには、Link
Aggregation Control Protocol (LACP) をサポートするスイッチが必要です。次に、Oracle Solaris と Oracle Linux プ
ラットフォームの構成例を個別に示します。

Oracle Solaris プラットフォームでの手順
次の手順では、デバイス e1000g0 と e1000g1 を統合します。dladm コマンドを使用することで、システムで利用で
きるデバイスを一覧表示できます:
# dladm show-dev
e1000g0 link: up speed: 1000 Mbps duplex: full
e1000g1 link: up speed: 1000 Mbps duplex: full
e1000g2 link: down speed: 0 Mbps duplex: half
e1000g3 link: down speed: 0 Mbps duplex: half

インタフェース e1000g0 および e1000g1 は、スイッチのポート 0 および 1 にそれぞれ接続されています。
リンク集積体の詳細については、Oracle Solaris リリースのドキュメントを参照してください。
1. 集積内の各ネットワークインタフェースが使用するスイッチポートを指定します。
この例では、ポート 0 と 1 が使用されます。
2. ポート 0 と 1 の集積 (LACP) を使用するスイッチを構成します。
この方法については、スイッチのドキュメントを参照してください。
3. 集積を作成します。
次のパラメータの詳細については、dladm のマニュアルページを参照してください。ポリシー (-P L3) は、スイッ
チポート用に構成したポリシーと一致する必要があります。最後のパラメータ「1」は、集積キーを示します。
# dladm create-aggr -P L3 -l active -T short -d e1000g0 -d e1000g1 1

dladm show-link および dladm show-aggr を使用して、集積されたデバイスを表示できます。
# dladm show-link
e1000g0 type: non-vlan mtu: 1500 device: e1000g0
e1000g1 type: non-vlan mtu: 1500 device: e1000g1
e1000g2 type: non-vlan mtu: 1500 device: e1000g2
e1000g3 type: non-vlan mtu: 1500 device: e1000g3
aggr1 type: non-vlan mtu: 1500 aggregation: key 1
#
# dladm show-aggr
key: 1 (0x0001) policy: L3 address: 0:14:4f:40:d2:4a (auto)
device address speed duplex link state
e1000g0 0:14:4f:40:d2:4a 0 Mbps half down standby
e1000g1 80:9c:4c:0:80:fe 0 Mbps half down standby

4. デバイスを永続的にするには、デバイスに割り当てる IP アドレスを記載したホスト名ファイルを作成して、リ
ブートします。
# echo "192.168.1.101" > /etc/hostname.aggr1
# reboot -- -r

5. システムがリブートしたら、デバイスが plumb され利用可能になっていることを確認します。
# ifconfig -a
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6. 既存の Oracle VM VirtualBox ホストである場合は、Oracle VDI Manager でネットワークをリフレッシュします。
Oracle VM VirtualBox デスクトッププロバイダの「ネットワーク」タブを表示して、「再表示」をクリックしま
す。
複数のネットワークまたはサブネットがある場合、各プールの「設定」タブで正しいネットワークが選択されてい
ることを確認します。

Oracle Linux プラットフォームでの手順
次の手順では、eth1 および eth2 を統合します。
ifconfig コマンドを使用することで、システムで利用できるデバイスを一覧表示できます。
リンク集積体の詳細については、Oracle Linux リリースのドキュメントを参照してください。
インタフェース eth1 および eth2 は、スイッチのポート 1 および 2 にそれぞれ接続されています。
1. 集積内の各ネットワークインタフェースが使用するスイッチポートを指定します。
この例では、ポート 1 と 2 が使用されます。
2. ポート 1 と 2 の集積 (LACP) を使用するスイッチを構成します。
この方法については、スイッチのドキュメントを参照してください。
3. 集積を作成します。
次の内容を使用して、/etc/sysconfig/network-scripts に ifcfg-bond0 というファイルを作成します:
DEVICE=bond0
BOOTPROTO=none
ONBOOT=yes
IPADDR=<IP of the new aggregation>
NETMASK=<netmask of the new aggregation>
GATEWAY=<gateway of the new aggregation>

4. 集積を使用するように eth1 および eth2 インタフェースを構成します。
次の行のみを含むように、ifcfg-eth1 構成ファイルを編集します:
DEVICE=eth1
BOOTPROTO=none
ONBOOT=yes
MASTER=bond0
SLAVE=yes

次の行のみを含むように、ifcfg-eth2 構成ファイルを編集します:
DEVICE=eth2
BOOTPROTO=none
ONBOOT=yes
MASTER=bond0
SLAVE=yes

インタフェース構成ファイルでは、不要な行をコメントにすることができます。
5. 集積のためのカーネルモジュールパラメータを設定します。
/etc/modprobe.conf に次の行を追加します:
alias bond0 bonding
options bond0 miimon=100 mode=balance-rr

これによって分散モードにラウンドロビンが設定され、100 ミリ秒ごとにカードが確認されます。その他のオプ
ションについては、/usr/share/doc/iputils-20020927/README.bonding を参照してください。
6. ホストを再起動します。
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7. ifconfig コマンドを使用して、bond0 インタフェースが一覧表示されていることを確認します。
8. 結合のステータスを確認します。
cat /proc/net/bonding/bond0

9. 既存の Oracle VM VirtualBox ホストである場合は、Oracle VDI Manager でネットワークをリフレッシュします。
Oracle VM VirtualBox プロバイダの「ネットワーク」タブを表示して、「再表示」をクリックします。
複数のネットワークまたはサブネットがある場合、各プールの「設定」タブで正しいネットワークが選択されてい
ることを確認します。

7.5.3. VLAN の構成方法
VLAN を使用することで、ネットワークトラフィックにタグ付けして隔離することができるので、パフォーマンス
とセキュリティーを向上させることができます。物理ネットワークインタフェースまたはリンク集積体のどちらも
VLAN ID でタグ付けできます。

Oracle Solaris プラットフォームでの手順
現在、Oracle Solaris では VLAN のインタフェースとして ce、bge、xge、e1000g の種類をサポートしています。
詳細については、Oracle Solaris リリースのドキュメントを参照してください。
1. マシンのインタフェースによって使用されるスイッチポートを、対応する VLAN ID (VID) 用に構成します。
その方法については、スイッチのドキュメントを参照してください。
2. 物理接続点 (PPA) を計算します。
各 VLAN インタフェースには物理接続点 (PPA) があり、「ドライバ名 + VID * 1000 + デバイスインスタンス」の
式で計算する必要があります。
e1000g0 の PPA を計算するには:
driver-name = e1000g
VID = 123
device-instance = 0
e1000g + 123 * 1000 + 0 = e1000g123000

aggr1 の PPA を計算するには:
driver-name = aggr
VID = 123
device-instance = 1
aggr + 123 * 1000 + 1 = aggr123001

3. PPA を手元に用意して、インタフェースを plumb します。
# ifconfig e1000g123000 plumb 192.168.1.101 up

4. 変更を永続的にします。
# echo "192.168.1.101" > /etc/hostname.e1000g123000
# ifconfig -a

5. 既存の Oracle VM VirtualBox ホストである場合は、Oracle VDI Manager でネットワークをリフレッシュします。
Oracle VM VirtualBox デスクトッププロバイダの「ネットワーク」タブを表示して、「再表示」をクリックしま
す。
複数のネットワーク/サブネットがある場合、各プールの「設定」タブで正しいネットワークが選択されているこ
とを確認します。
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Oracle Linux プラットフォームでの手順
次の例では、VLAN ID (VID) 3 と物理インタフェース eth0 が使用されています。
1. マシンのインタフェースによって使用されるスイッチポートを、対応する VID 用に構成します。
その方法については、使用しているスイッチのドキュメントを参照してください。
2. 新しい VLAN インタフェースを作成します。
DEVICE=eth0.3
BOOTPROTO=static
ONBOOT=yes
IPADDR=<IP of the new VLAN interface>
NETMASK=<netmask of the VLAN interface>
VLAN=yes

3. 新しいインタフェースを立ち上げます。
# ifup eth0.3

4. ifconfig コマンドを使用して、eth0.3 インタフェースが一覧表示されていることを確認します。
5. 既存の Oracle VM VirtualBox ホストである場合は、Oracle VDI Manager でネットワークをリフレッシュします。
Oracle VM VirtualBox デスクトッププロバイダの「ネットワーク」タブを表示して、「再表示」をクリックしま
す。
複数のネットワーク/サブネットがある場合、各プールの「設定」タブで正しいネットワークが選択されているこ
とを確認します。

7.6. 仮想マシン
7.6.1. プールごとのデスクトップリソースの構成方法 (Oracle VDI プロバイダ)
Oracle VDI では、特定のプール内のすべてのデスクトップのデスクトップリソース設定を構成できます。設定
は、Oracle VM VirtualBox デスクトッププロバイダを使用するプールのみに適用されます。

Oracle VDI Manager の手順
1. Oracle VDI Manager で、「プール」に移動します。
2. プールを選択します。
3. 「設定」タブに移動します。
4. 「デスクトップのリソース」セクションで、リソースの設定を構成します。
使用可能な設定の詳細については、「使用可能なデスクトップリソースの設定値」を参照してください。
5. 「保存」をクリックします。

CLI の手順
1. デスクトップリソース設定を構成します。
使用可能な設定の詳細については、「使用可能なデスクトップリソースの設定値」を参照してください。
# /opt/SUNWvda/sbin/vda pool-setprops \
-p prop1=value1, prop2=value2 pool name

次の例では、MyPool という名前のプールの CPU 使用率を 70% に設定しています。
# /opt/SUNWvda/sbin/vda pool-setprops -p cpu-cap=70 MyPool

2. デスクトップリソースの設定を確認します。
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# /opt/SUNWvda/sbin/vda pool-getprops -p cpu-cap pool name
CPU Execution Cap: 70

7.6.1.1. 使用可能なデスクトップリソースの設定値
次の表に、Oracle VM VirtualBox デスクトッププロバイダを使用するプールで使用できるデスクトップリソースの設
定を示します。設定はプール内のすべてのデスクトップに適用されます。
設定

CLI プロパティー 説明

CPU 使用状況

cpu-cap

デフォルト

仮想 CPU が使用できる、パーセントで表される CPU 時間を制御しま 100
す。
この値が 50 の場合は、1 つの仮想 CPU が 1 つのホストの CPU を最
大 50% まで使用できることを意味します。

メモリー共有

memory-sharing

デスクトップ間で共有する、0 - 75% で表されるメモリーの量を制御
します。

0

詳細については、「Oracle VM VirtualBox について」を参照してくだ
さい。
メモリーページン memory-paging
グ

同様の実行中の仮想マシンでメモリーページングを使用するかどうか 使用不可
を制御します。
詳細については、「Oracle VM VirtualBox について」を参照してくだ
さい。

非同期ディスク I/ async-io
O

非同期ディスク I/O を有効または無効にします。

有効

この機能は IDE コントローラではサポートされていません。

データレートの上 最大データレート 帯域幅を制限する機能を有効または無効にします。
限
が設定されている
場合に有効

使用不可

最大データレート bandwidth-ctl

50

非同期入出力に使用される、M バイト毎秒 (MB/s) で表される最大帯
域幅を制限します。
「データレートの上限」の設定を有効にする必要があります

7.6.2. Windows 7 デスクトップイメージの最適化
ブロックの割り当て
仮想ディスクでのブロックの配置は、ストレージのパフォーマンスに大きく影響する可能性があります。ブロック配
置の修正方法の詳細については、「ブロックの割り当てについて」を参照してください。

Oracle VM VirtualBox と Microsoft Hyper-V でのクローニングの準備
Oracle VDI の高速準備 (FastPrep) および Windows システム準備 (Sysprep) を使用すると、Oracle VDI によって
Windows デスクトップをクローニングできます。デスクトップを準備せずに、プール内で Oracle VDI FastPrep を構
成できます。プール用に Windows システム準備を有効にする前に、次に示す手順を使用してデスクトップを準備する
必要があります。
1. Windows Media Player Network Sharing Service を無効にします。
Windows 7 のバグが原因で、Windows Media Player Network Sharing Service によって Windows Sysprep ツール
がハングアップします。このサービスを Windows 7 デスクトップで有効にする必要がなく、Oracle VDI Manager
からシステム準備を実行する予定である場合は、このサービスを停止し、無効にします。このサービスを有効なま
まにする場合は、インポートする前にテンプレート内から Sysprep を手動で実行します。
• Windows サービスの無効化の詳細については、「Windows 7 デスクトップイメージの最適化」の「セキュリ
ティとサービス」を参照してください。
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• Sysprep を手動で実行するには:
sysprep.exe -generalize -oobe -shutdown -quiet

2. (Microsoft Hyper-V のみ) Oracle VDI ツールをテンプレートにインストールします。
ツール (32 ビットプラットフォームの場合は vda-tools-x86.msi、64 ビットプラットフォームの場合は vda-toolsx64.msi) がテンプレートにインストールされていない場合は、「テンプレート」タブでシステム準備の操作が機能
しません。

デスクトップのカスタマイズ
1. 「個人設定」メニューに移動します。
デスクトップで右クリックし、「個人設定」を選択します。
または、「スタート」、「コントロール パネル」、「デスクトップのカスタマイズ」、「個人設定」の順に選択
します。
2. シンプルなデスクトップの背景を設定します。
a. 「個人設定」メニューから「デスクトップの背景」を選択します。
b. 「画像の場所」メニューで「単色」を選択します。
3. スクリーンセーバーを「なし」にして、再開時にパスワードで保護します。
a. 「個人設定」メニューから「スクリーン セーバー」を選択します。
b. スクリーンセーバーに「空白」を設定し、「再開時にログオン画面に戻る」をオンにします。
4. Windows のサウンドを無効にします。
a. 「個人設定」メニューから「サウンド」を選択します。
b. 「サウンド」タブで、「サウンド設定」の下の「サウンドなし」を選択します。
5. (VRDP のみ) マウスポインタを変更します。
a. 「個人設定」メニューの左のサイドバーから「マウス ポインターの変更」を選択します。
b. 「デザイン」メニューで、「Windows 黒 (システム設定)」を選択します。
6. 設定をテーマとして保存します。
a. 「個人設定」メニューから「テーマの保存」を選択します。
b. テーマの名前を選択します。
7. 「ディスプレイ」メニューに移動します。
または、「スタート」、「コントロール パネル」、「デスクトップのカスタマイズ」、「ディスプレイ」の順に
選択します。
8. ハードウェアアクセラレータが有効になっていることを確認します。
a. 左のサイドバーで「ディスプレイの設定の変更」を選択し、「詳細設定」をクリックします。
b. 「トラブルシューティング」タブ、「設定の変更」の順に選択し、「ハードウェア アクセラレータ」が「最
大」に設定されていることを確認します。

システムとセキュリティー
1. 「システムとメンテナンス」メニューに移動します。
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「スタート」、「コントロール パネル」、「システムとセキュリティ」の順に選択します。
2. 視覚効果のパフォーマンスを最適化します。
a. 「システムとセキュリティ」メニューから「システム」を選択します。
b. 左のサイドバーで「システムの詳細設定」を選択します。「詳細設定」タブの「パフォーマンス」という見出
しの下にある「設定」を選択します。
c. 「視覚効果」タブで、「パフォーマンスを優先する」を選択します。
極端でないオプションを選択する場合は、「コンピューターに応じて最適なものを自動的に選択する」を選択
します。
3. Windows Update をインストールします。
a. 「システムとセキュリティ」メニューから「Windows Update」を選択します。
b. 「更新プログラムの確認」、「更新プログラムのインストール」の順に選択します。
4. (VMware vCenter のみ) 電源管理を構成します。
a. ゲストオペレーティングシステムで、電源管理を構成します。
i.

「システムとセキュリティ」メニューから「電源オプション」を選択します。

ii. 左のサイドバーで「コンピューターがスリープ状態になる時間を変更」をクリックし、希望する値を設定
します。
b. Virtual Infrastructure Client で電源管理を構成します。
i.

Virtual Infrastructure Client を開きます。

ii. 対象の仮想マシンを右クリックし、「設定の編集」に移動します。
iii. 「オプション」、「電源管理」に移動し、「仮想マシンを中断する」を選択します。
5. デフラグを実行し、定期的なデフラグをオフにします。
a. 「システムとセキュリティ」メニューの「管理ツール」の見出しの下にある「ハード ドライブの最適化」を選
択します。
b. 「スケジュール」の下に「最適化がスケジュールされています」と表示された場合は、「スケジュールの構
成」を選択します。「スケジュールに従って実行する (推奨)」ボックスがオフになっていることを確認しま
す。
c. ディスクを選択して、「ディスクの最適化」を選択します。
6. 不要なサービスを無効にします。
a. 「システムとセキュリティ」メニューから「管理ツール」を選択します。
b. 「サービス」を選択します。
少なくとも、Windows Search サービス、SuperFetch サービス、およびディスクデフラグサービスを無効にし
ます。
c. サービス名を右クリックして、「プロパティ」を選択します。
d. 「スタートアップの種類」で「無効」を選択します。
e. 右クリックして「停止」を選択し、サービスを停止します。
7. 定期的なウイルススキャナを無効にします。
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a. 「システムとセキュリティ」メニューの「管理ツール」の見出しの下にある「タスクのスケジュール」を選択
します。
b. 左のサイドバーで「タスク スケジューラ ライブラリ」を開き、ウイルススキャナのフォルダに移動します。
c. 右のサイドバーで、「無効化」を選択します。
d. その他の不要なタスクを無効にします。

その他の最適化
• Windows の起動時に起動するプログラムを選択します。
1. 「スタート」、「すべてのプログラム」、「アクセサリ」、「ファイル名を指定して実行」の順に選択します。
2. 「msconfig」と入力して、「OK」をクリックします。
3. 「スタートアップ」タブを選択します。
4. Windows の起動時に実行しないプログラムをオフにします。
• ごみ箱のドライブ領域の使用量を削減します。
1. デフォルトでは、「ごみ箱」はデスクトップに配置されています。「ごみ箱」を右クリックし、「プロパティ」
を選択します。
2. 「全般」タブで「カスタム サイズ」を選択し、希望する値を入力します。
• ディスクのクリーンアップを実行します。
1. 「スタート」、「コンピューター」の順に選択します。
2. 「ローカル ディスク (C\:)」を右クリックし、「プロパティ」を選択します。
3. 「全般」タブで「ディスクのクリーンアップ」をクリックします。

7.6.3. Windows Vista のデスクトップイメージの最適化
ブロックの割り当て
仮想ディスクでのブロックの配置は、ストレージのパフォーマンスに大きく影響する可能性があります。ブロック配
置の修正方法の詳細については、「ブロックの割り当てについて」を参照してください。

Oracle VM VirtualBox と Microsoft Hyper-V でのクローニングの準備
Oracle VDI の高速準備 (FastPrep) および Windows システム準備 (Sysprep) を使用すると、Oracle VDI によって
Windows デスクトップをクローニングできます。デスクトップを準備せずに、プール内で Oracle VDI FastPrep を構
成できます。
デスクトッププロバイダとして Microsoft Hyper-V を使用するプールの Windows System Preparation を有効にする
前に、テンプレートに Oracle VDI ツールをインストールします。ツール (32 ビットプラットフォームの場合は vdatools-x86.msi、64 ビットプラットフォームの場合は vda-tools-x 64.msi) がテンプレートにインストールされていない
場合は、「テンプレート」タブでシステム準備の操作が機能しません。

デスクトップのカスタマイズ
1. 「個人設定」メニューに移動します。
デスクトップで右クリックし、「個人設定」を選択します。
または、「スタート」、「コントロール パネル」、「デスクトップのカスタマイズ」、「個人設定」の順に選択
します。
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2. シンプルなデスクトップの背景を設定します。
a. 「個人設定」メニューから「デスクトップの背景」を選択します。
b. 「画像の場所」メニューで「単色」を選択します。
3. スクリーンセーバーを「なし」にして、再開時にパスワードで保護します。
a. 「個人設定」メニューから「スクリーン セーバー」を選択します。
b. スクリーンセーバーに「空白」を設定し、「再開時にログオン画面に戻る」をオンにします。
4. Windows のサウンドを無効にします。
a. 「個人設定」メニューから「サウンド」を選択します。
b. 「サウンド」タブで、「サウンド設定」の下の「サウンドなし」を選択します。
5. (VRDP のみ) マウスポインタを変更します。
a. 「個人設定」メニューから「マウス ポインタ」を選択します。
b. 「デザイン」メニューで、「Windows 黒 (システム設定)」を選択します。
6. 設定をテーマとして保存します。
a. 「個人設定」メニューから「テーマ」を選択します。
b. 「テーマ」タブの「テーマ」メニューの下では、個人設定が変更されたために「変更されたテーマ」が強調表
示されているはずです。強調表示されていない場合は、個人設定の変更が保存されていない可能性がありま
す。
c. 「名前を付けて保存」を選択して、テーマの名前を選択します。
7. ハードウェアアクセラレータが有効になっていることを確認します。
a. 「個人設定」メニューから「画面の設定」を選択します。
b. 「トラブルシューティング」タブで、「詳細設定」、「設定の変更」の順にクリックします。
c. 「ハードウェア アクセラレータ」が「最大」に設定されていることを確認します。

システムとメンテナンス
1. 「システムとメンテナンス」メニューに移動します。
「スタート」、「コントロール パネル」、「システムとメンテナンス」の順に選択します。
2. 視覚効果のパフォーマンスを最適化します。
a. 「システムとメンテナンス」メニューから「システム」を選択します。
b. 左のサイドバーで「システムの詳細設定」をクリックします。「詳細設定」タブの「パフォーマンス」の下に
ある「設定」ボタンをクリックします。
c. 「視覚効果」タブで、「パフォーマンスを優先する」を選択します。
極端でないオプションを選択する場合は、「コンピューターに応じて最適なものを自動的に選択する」を選択
します。
3. (VMware vCenter のみ) 電源管理を構成します。
a. ゲストオペレーティングシステムで、電源管理を構成します。
i.

「システムとメンテナンス」メニューで、「電源オプション」という見出しの下にある「コンピュータが
スリープ状態になる時間を変更」を選択します。
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ii. 左のサイドバーで「コンピューターがスリープ状態になる時間を変更」をクリックし、希望する値を設定
します。
b. Virtual Infrastructure Client で電源管理を構成します。
i.

Virtual Infrastructure Client を開きます。

ii. 対象の仮想マシンを右クリックし、「設定の編集」に移動します。
iii. 「オプション」、「電源管理」に移動し、「仮想マシンを中断する」を選択します。
4. デフラグを実行し、定期的なデフラグをオフにします。
a. 「システムとメンテナンス」メニューの「管理ツール」の見出しの下にある「ハード ドライブの最適化」を選
択します。
b. 「スケジュールに従って実行する (推奨)」ボックスがオフになっていることを確認します。
c. 「今すぐ最適化」を選択します。
5. 不要なサービスを無効にします。
a. 「システムとメンテナンス」メニューから「管理ツール」を選択します。
b. 「サービス」を選択します。
少なくとも、インデックスサービス、SuperFetch サービス、およびディスクデフラグサービスを無効にしま
す。
c. サービス名を右クリックして、「プロパティ」を選択します。
d. 「スタートアップの種類」で「無効」を選択します。
e. 右クリックして「停止」を選択し、サービスを停止します。
6. 定期的なウイルススキャナを無効にします。
a. 「システムとメンテナンス」メニューの「管理ツール」の見出しの下にある「タスクのスケジュール」を選択
します。
b. 左のサイドバーで「タスク スケジューラ ライブラリ」を開き、ウイルススキャナのフォルダに移動します。
c. 右のサイドバーで、「無効化」を選択します。
d. その他の不要なタスクを無効にします。

その他の最適化
• Windows Update をインストールします。
1. 「スタート」、「コントロール パネル」の順に選択します。
2. 「更新プログラムの確認」、「更新プログラムのインストール」の順に選択します。
• Windows の起動時に起動するプログラムを選択します。
1. 「スタート」、「すべてのプログラム」、「アクセサリ」、「ファイル名を指定して実行」の順に選択します。
2. 「msconfig」と入力して、「OK」をクリックします。
3. 「スタートアップ」タブを選択します。
4. Windows の起動時に実行しないプログラムをオフにします。
• ごみ箱のドライブ領域の使用量を削減します。
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1. デフォルトでは、「ごみ箱」はデスクトップに配置されています。「ごみ箱」を右クリックし、「プロパティ」
を選択します。
2. 「全般」タブで「カスタム サイズ」を選択し、希望する値を入力します。
• ディスクのクリーンアップを実行します。
1. 「スタート」、「コンピューター」の順に選択します。
2. 「ローカル ディスク (C\:)」を右クリックし、「プロパティ」を選択します。
3. 「全般」タブで「ディスクのクリーンアップ」をクリックします。

7.6.4. Windows XP のデスクトップイメージの最適化
ブロックの割り当て
仮想ディスクでのブロックの配置は、ストレージのパフォーマンスに大きく影響する可能性があります。ブロック配
置の修正方法の詳細については、「ブロックの割り当てについて」を参照してください。

Oracle VM VirtualBox と Microsoft Hyper-V でのクローニングの準備
Oracle VDI の高速準備 (FastPrep) および Windows システム準備 (Sysprep) を使用すると、Oracle VDI によって
Windows デスクトップをクローニングできます。デスクトップを準備せずに、プール内で Oracle VDI FastPrep を構
成できます。プール用に Windows システム準備を有効にする前に、次に示す手順を使用してデスクトップを準備する
必要があります。
1. (Microsoft Hyper-V のみ) Oracle VDI ツールをテンプレートにインストールします。
ツール (32 ビットプラットフォームの場合は vda-tools-x86.msi、64 ビットプラットフォームの場合は vda-toolsx64.msi) がテンプレートにインストールされていない場合は、「テンプレート」タブでシステム準備の操作が機能
しません。
2. System Preparation をインストールします。
a. テンプレートにログインし、使用している Windows XP のバージョン用の適切な Windows XP Deployment
Tool をダウンロードします。
• Windows XP Service Pack 2 展開ツール: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?
FamilyId=3E90DC91-AC56-4665-949B-BEDA3080E0F6&displaylang=en
• Windows XP Service Pack 3 配備ツール: http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?
FamilyID=673a1019-8e3e-4be0-ac31-70dd21b5afa7&displaylang=en
b. 仮想マシンに C:\Sysprep という名前のディレクトリを作成します。
c. C:\Sysprep ディレクトリに Windows XP Deployment Tool (deploy.cab) の内容を展開します。

デスクトップの表示とテーマ
1. 「画面のプロパティ」メニューに移動します。
デスクトップで右クリックし、「プロパティ」を選択します。
または、「スタート」、「コントロール パネル」、「デスクトップの表示とテーマ」、「テーマを変更する」の
順に選択します。
2. シンプルなデスクトップの背景を設定します。
a. 「画面のプロパティ」メニューから「デスクトップ」タブを選択します。
b. 「背景」の下で、「なし」を選択します。
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c. 「適用」を選択します。
3. スクリーンセーバーを「なし」にして、再開時にパスワードで保護します。
a. 「画面のプロパティ」メニューから「スクリーン セーバー」タブを選択します。
b. スクリーンセーバーに「空白」を設定し、「再開時にログオン画面に戻る」をオンにします。
c. 「適用」を選択します。
4. ハードウェアアクセラレータが有効になっていることを確認します。
a. 「画面のプロパティ」メニューから「設定」タブを選択します。
b. 「詳細設定」を選択します。
c. 「トラブルシューティング」タブで、「ハードウェア アクセラレータ」が「最大」に設定されていることを確
認します。
d. 「適用」を選択します。
5. 設定をテーマとして保存します。
a. 「画面のプロパティ」メニューから「テーマ」タブを選択します。
b. 「テーマ」メニューの下では、画面のプロパティーが変更されたために「変更されたテーマ」が強調表示され
ているはずです。強調表示されていない場合は、個人設定の変更が保存されていない可能性があります。
c. 「名前を付けて保存」を選択して、テーマの名前を選択します。

パフォーマンスとメンテナンス
1. 「パフォーマンスとメンテナンス」メニューに移動します。
「スタート」、「コントロール パネル」、「パフォーマンスとメンテナンス」の順に選択します。
2. 視覚効果のパフォーマンスを最適化します。
a. 「パフォーマンスとメンテナンス」メニューから「視覚効果を調整する」を選択します。
b. 「視覚効果」タブで、「パフォーマンスを優先する」を選択します。
極端でないオプションを選択する場合は、「コンピューターに応じて最適なものを自動的に選択する」を選択
します。
3. (VMware vCenter のみ) 電源管理を構成します。
a. ゲストオペレーティングシステムで、電源管理を構成します。
i.

「パフォーマンスとメンテナンス」メニューから「電源オプション」を選択します。

ii. 「システム スタンバイ」の時間を適切な値に設定します。
b. Virtual Infrastructure Client で電源管理を構成します。
i.

Virtual Infrastructure Client を開きます。

ii. 対象の仮想マシンを右クリックし、「設定の編集」に移動します。
iii. 「オプション」、「電源管理」に移動し、「仮想マシンを中断する」を選択します。
4. 定期的なウイルススキャナを無効にします。
a. 「パフォーマンスとメンテナンス」メニューから「タスク」を選択します。
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b. ウイルススキャナを右クリックし、「プロパティ」を選択します。
c. 「実行する (スケジュールされたタスクは指定の時間に実行されます)」ボックスをオフにします。
d. その他の不要なタスクを無効にします。
5. 不要なサービスを無効にします。
a. 「パフォーマンスとメンテナンス」メニューから「管理ツール」を選択します。
b. 「サービス」を選択します。
少なくともインデックスサービスを無効にします。
c. サービス名を右クリックして、「プロパティ」を選択します。
d. 「スタートアップの種類」で「無効」を選択します。
e. 右クリックして「停止」を選択し、サービスを停止します。
6. 最適化を実行します。
a. 「パフォーマンスとメンテナンス」メニューから「管理ツール」を選択します。
b. 左のサイドバーから「コンピュータの管理」、「ディスク デフラグ ツール」の順に選択します。
c. ディスクを選択して、「最適化」を選択します。

その他の最適化
• 自動最適化をオフにします。
1. 「スタート」、「ファイル名を指定して実行」の順に選択します。
2. 「regedit」と入力して、「OK」をクリックします。
3. レジストリエディタで、HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Dfrg に移動します。
4. 「BootOptimizeFunction」を選択します。
5. レジストリエディタの右側に「Enable」がすでに存在するかどうかを確認します。存在しない場合は作成しま
す。
• レジストリエディタの右側を右クリックします。
• 「新規」、「文字列値」の順に選択します。「Enable」という名前を付けます。
6. 「Enable」を選択し、「N」を入力してディスクの自動最適化をオフにします。
• Windows の起動時に起動するプログラムを選択します。
1. 「スタート」、「ファイル名を指定して実行」の順に選択します。
2. 「msconfig」と入力して、「OK」をクリックします。
3. 「スタートアップ」タブを選択します。
4. Windows の起動時に実行しないプログラムをオフにします。
• Windows のサウンドを無効にします。
1. 「スタート」、「コントロール パネル」、「サウンド、音声、およびオーディオ デバイス」、「サウンド設定
を変更する」の順に選択します。
2. 「サウンド」タブで、「サウンド設定」の下の「サウンドなし」を選択します。
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3. 「適用」を選択します。
• (VRDP のみ) マウスポインタを変更します。
1. 「スタート」、「コントロール パネル」、「プリンタとその他のハードウェア」、「マウス」の順に選択しま
す。
2. 「ポインタ」タブで、「デザイン」メニューの「Windows 黒 (システム設定)」を選択します。
3. 「適用」を選択します。
• Windows Update をインストールします。
1. 「スタート」、「すべてのプログラム」の順に選択します。
2. 「Windows Update」を選択します。
• ごみ箱のドライブ領域の使用量を削減します。
1. デフォルトでは、「ごみ箱」はデスクトップに配置されています。「ごみ箱」を右クリックし、「プロパティ」
を選択します。
2. 「グローバル」タブで、「全ドライブで同じ設定を使う」を選択します。
3. スライダを希望する値に移動します。
• ディスクのクリーンアップを実行します。
1. 「スタート」、「マイ コンピュータ」の順に移動します。
2. 「ローカル ディスク (C\:)」を右クリックし、「プロパティ」を選択します。
3. 「全般」タブで、「ディスクのクリーンアップ」をクリックします。

7.6.5. その他のオペレーティングシステムのデスクトップイメージの最適化
次に、その他のオペレーティングシステムのデスクトップパフォーマンスの最適化に関する基本的なガイドラインを
いくつか示します:
• 仮想ディスクでのブロックの配置は、ストレージのパフォーマンスに大きく影響する可能性があります。ブロック
配置の修正方法の詳細については、「ブロックの割り当てについて」を参照してください。
• デスクトップの壁紙を使用しない。
• 定期的なウイルススキャナを使用しない。
• 定期的なデフラグを使用しない。
• (VRDP のみ) アルファブレンディングを使用するマウスポインタテーマを使用しない。
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8.1. Oracle VDI Manager へのログイン方法
Oracle VDI Manager でサポートされているクライアントプラットフォームとブラウザを次に示します:
クライアントのオペレーティングシステム

サポートされているブラウザ

Microsoft Windows

Firefox 3.6
Internet Explorer 8

Oracle Solaris

Firefox 3.6

Linux

Firefox 3.6

1. ブラウザを使用して、https://<server-name>:1800 に移動します
http:// で始まる URL を入力すると、https:// で始まる URL. にリダイレクトされます。
ブラウザにセキュリティー警告が表示されて、セキュリティー証明書を受け入れるように求められます。
2. セキュリティー証明書を受け入れます。
ログインページが表示されます。
3. 管理者としてログインします。
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Oracle VDI の管理者

デフォルトでは、ホストの root ユーザーが管理者です。
ユーザー名に root を使用し、root のパスワードを使用してログインします。
管理者の詳細については、「Oracle VDI の管理者」を参照してください。

8.2. Oracle VDI の管理者
8.2.1. Oracle VDI のロールベースの管理について
Oracle VDI の管理者には、Oracle VDI ホストの任意の有効なユーザーを使用できます。管理者はログイン名で識別
されます。Oracle VDI Center 内のホストから Oracle VDI を管理できるようにするには、すべてのホストにそのユー
ザーアカウントが存在する必要があります。それ以外の場合は、ユーザーアカウントを持つホスト上でのみ Oracle
VDI を管理できます。
デフォルトでは、root ユーザーは Oracle VDI ホストの唯一の管理者です。そのほかのユーザーに管理者の特権を付与
することもできます。Oracle VDI では、ロールベースのアクセス制御を使用して、2 つの主要な管理エリアである会
社とデスクトッププロバイダへのシステムアクセスを制限しています。ジョブ機能を実行するために管理者を割り当
てることができる、定義済みのロールがあります。
3 つのタイプのロールがあります:
• 管理者: このタイプは 1 つのエリアに対して完全な読み取りアクセス権と書き込みアクセス権を持ちます。
• オペレータ: このタイプは 1 つのエリアに対して制限付きのアクセス権を持ちます。
• モニター: このタイプは 1 つのエリアに対して読み取り専用アクセス権を持ちます。
Oracle VDI で使用できるロールは 6 つあります:
• プライマリ管理者
このロールは、Oracle VDI へのフルアクセス権を持ちます。これは、会社の作成、編集、および削除を実行できま
す。このロールは、会社の管理者およびデスクトッププロバイダの管理者ロールを継承します。
• 会社の管理者
このロールは、プールの作成と削除を実行できます。これはテンプレート管理へのフルアクセス権を提供します。
このロールは、会社のオペレータロールを継承します。
• 会社のオペレータ
このロールは、プール設定を編集したり、ユーザーをプールに割り当てることができます。このロールはデスク
トップへのフルアクセス権を提供します。このロールは、会社のモニターロールを継承します。
• 会社のモニター
このロールは、ユーザーおよびプールエリアですべての詳細を表示できます。
• デスクトッププロバイダの管理者
このロールは、デスクトッププロバイダの作成、編集、および削除を実行でき、すべての設定を編集できます。こ
のロールは、デスクトッププロバイダのモニターロールを継承します。
• デスクトッププロバイダのモニター
このロールはデスクトッププロバイダエリアのすべての詳細を表示できます。
root ユーザーは常にプライマリ管理者です。このユーザーはロールを変更できず、このユーザーを管理者のリストか
ら削除することもできません。
管理者には複数のロールを割り当てることができますが、その組み合わせには制限があります。管理者は次のいずれ
かのみを持つことができます:
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• プライマリ管理者ロール
• 1 つの会社ロール
• 1 つのデスクトッププロバイダロール
• 1 つの会社ロールおよびデスクトッププロバイダロール

Oracle VDI Manager でのロールベースの管理
Oracle VDI Manager の表示は、管理者に割り当てられたロールによって制限されています。次に示すように、最上位
のカテゴリは、管理者がそのカテゴリに必要な表示権利を持っている場合にのみ表示されます:
• ユーザーおよびプールエリアは、会社ロールおよびプライマリ管理者ロールに表示されます。
• デスクトッププロバイダエリアは、デスクトッププロバイダロールおよびプライマリ管理者ロールに表示されま
す。
• 設定エリアは、プライマリ管理者ロールに表示されます。
管理者がリンクのターゲットエリアに必要な表示権利を持っていない場合、クロスエリアリンクは無効になります。
Oracle VDI Manager のエリア内の表示は、管理者に割り当てられたロールによって変更されません。すべてのボタン
またはアクション項目が有効の状態で表示されます。管理者が許可されていない操作を実行しようとすると、その操
作は失敗し、次のメッセージが表示されます:
この操作を実行するために十分な管理者権利がありません。

コマンド行でのロールベースの管理
root ユーザーおよび root 以外のユーザーが vda コマンドを実行できます。ほかのすべての Oracle VDI は、root ユー
ザーで実行する必要があります。
root 以外のユーザーが vda コマンドを実行するたびに、パスワードを入力するように求められます。
現在のユーザー以外の識別情報を使用して vda コマンドを実行する場合は、VDA_USERNAME 環境変数を、必要な
ユーザー名に設定します。この方法でコマンドを実行する場合は、VDA_USERNAME ユーザーのパスワードを入力し
ます。
管理者が vda のサブコマンドを実行するアクセス権を持っていない場合、コマンドは失敗し、次のメッセージが表示
されます:
この操作を実行するために十分な管理者権利がありません。

ロールベースの管理と Oracle VDI Web サービス
ロールベースの管理は Oracle VDI Web サービスに適用されます。入力された資格に要求された操作を実行するアク
セス権がない場合は、com.sun.vda.service.api.ServiceException がスローされます。

8.2.2. 管理者の作成方法とロールの割り当て方法
管理者をロールに割り当てるには、管理者が Oracle VDI ホストの有効なユーザーである必要があります。
管理者とロールの詳細については、「Oracle VDI のロールベースの管理について」を参照してください。
プライマリ管理者は、Oracle VDI Manager を使用して自分のロール割り当てを編集したり、管理者のリストから自分
のユーザー名を削除することができません。このタスクは、別のプライマリ管理者が実行する必要があります。

Oracle VDI Manager の手順
1. プライマリ管理者として Oracle VDI Manager にログインします。
プライマリ管理者のみが管理特権を割り当てることができます。デフォルトでは、root ユーザーがプライマリ管理
者です。
2. 「設定」 → 「VDI Center」に移動します。
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3. 「管理者」タブに移動します。
構成済みの管理者とそのロールのリストが表示されます。
4. 管理者を追加します。
a. 「新規」ボタンをクリックします。
b. 管理者のログイン名を入力します。
c. 「了解」をクリックします。
リストに新しい管理者が追加され、デフォルトで会社のモニターロールが割り当てられます。
5. (省略可能) 管理者のロール割り当てを編集します。
a. 管理者のリストで、管理者のユーザー名をクリックします。
「ロール割り当て」リストが表示されます。
b. 管理者に割り当てるロール (1 つまたは複数) のチェックボックスにチェックマークを付けて、「保存」ボタン
をクリックします。
c. 「保存」ボタンをクリックします。
ロール割り当てが更新されたことを確認するメッセージが表示されます。

CLI の手順
1. Oracle VDI ホストで、プライマリ管理者としてログインします。
プライマリ管理者のみが管理特権を割り当てることができます。デフォルトでは、root ユーザーがプライマリ管理
者です。
2. ユーザーが管理者かどうかを確認します。
# /opt/SUNWvda/sbin/vda admin-list

3. 使用可能なロールを一覧表示します。
# /opt/SUNWvda/sbin/vda role-list

4. 管理者にロールを割り当てます。
# /opt/SUNWvda/sbin/vda admin-assign -r <role>,<role>... <username>

例:
# /opt/SUNWvda/sbin/vda admin-assign -r company.monitor,provider.operator jsmith

8.3. Oracle VDI サービスとログの確認
このセクションでは、Oracle VDI が提供するさまざまなサービスのステータスを確認する方法と、トラブルシュー
ティングのためにログファイルを確認する方法について説明します。Oracle Solaris プラットフォームでは、一部の
サービスはサービス管理機構 (SMF) の管理下でも実行されます。
Oracle VDI サービスおよび Center エージェントは、共通エージェントコンテナ (Cacao) のモジュールとして実行さ
れます。問題が発生したら、Oracle VDI サービスのステータスのほかに、Cacao とモジュールのステータスを確認し
ます。

8.3.1. Oracle VDI Center のステータスを確認する方法
Oracle VDI Center のステータスを確認するには、vda-center status コマンドを使用します。このコマンドは、Oracle
VDI Center の個々のホストから情報を取得します。各ホストに関して、ホストのステータス、ホストのデータベース
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ロール (組み込みの MySQL サーバーデータベースが使用されている場合)、および Oracle VDI Center サービスのス
テータスが表示されます。
• root ユーザーで次のコマンドを実行します:
# /opt/SUNWvda/sbin/vda-center status

例:
# /opt/SUNWvda/sbin/vda-center status
HOST NAME
HOST STATUS SERVICE
SERVICE STATUS
primary.example.com
Up
VDI Database Replication Up
secondary.example.com
Up
VDI Database
Up
2 host(s) in center.

問題が発生した場合、com.sun.vda.cluster で始まるメッセージをログファイルで確認します。「Oracle VDI ログ
ファイルを確認する方法」を参照してください。

8.3.2. Oracle VDI ログファイルを確認する方法
Oracle VDI のイベントは、次の場所の Cacao ログファイルに記録されます:
• Oracle Solaris プラットフォーム: /var/cacao/instances/vda/logs/cacao.0
• Oracle Linux プラットフォーム: /var/opt/sun/cacao2/instances/vda/logs/cacao.0
SEVERE または WARNING レベルのログメッセージは、syslog デーモンにも転送されます。

8.3.3. Oracle VDI の記録の変更方法
デフォルトでは、Oracle VDI のすべてのイベントは Cacao ログファイルに記録されます。デフォルトの最大ログファ
イルサイズは 95M バイトです。上限に達すると、現在のログファイルが閉じられ、新しいログファイルが作成されま
す。デフォルトでは、Oracle VDI は 10 個のログファイルを保持します。ログレベル、ログファイル数、およびログ
ファイルサイズの制限を変更できます。

ログレベルの変更
1. 使用可能なログフィルタレベルのリストを表示します。
root ユーザーで次のコマンドを実行します:
# cacaoadm list-filters -l -i vda

Linux プラットフォームでは、cacaoadm コマンドは /opt/sun/cacao2/bin にあります。
ログレベルには、もっとも簡略に示される SEVERE からもっとも詳細に示される FINEST までがあります。
2. ログレベルを変更します。
root ユーザーで次のコマンドを実行します:
# cacaoadm set-filter -p com.sun.vda.service=<log-level> -i vda

たとえば、ログレベルを情報メッセージの記録まで下げるには、次のコマンドを実行します:
# cacaoadm set-filter -p com.sun.vda.service=INFO -i vda

たとえば、ログレベルを Oracle VDI サービスのデフォルトにリセットするには、次のコマンドを実行します:
# cacaoadm set-filter -p com.sun.vda.service=ALL -i vda

3. Cacao を再起動します。
ログレベルを変更したら、Cacao を再起動して変更を反映する必要があります。
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root ユーザーで次のコマンドを実行します:
# cacaoadm stop -f -i vda
# cacaoadm start -i vda

ログ履歴およびログファイルサイズの変更
1. Cacao を停止します。
root ユーザーで次のコマンドを実行します:
# cacaoadm stop -f -i vda

2. Oracle VDI が保持するログファイル数を変更します。
root ユーザーで次のコマンドを実行します:
# cacaoadm set-param log-file-count=<num> -i vda

ここで <num> は、保持するログファイルの数です。デフォルトは 10 です。
3. ログファイルサイズの制限を変更します。
root ユーザーで次のコマンドを実行します:
# cacaoadm set-param log-file-limit=<size> -i vda

ここで <size> は、ログファイルの最大サイズ (バイト) です。デフォルトは 100000000 です。使用可能な最大値
は 2147483647 です。
4. 構成の変更が有効になっていることを確認します。
root ユーザーで次のコマンドを実行します:
# cacaoadm list-params -i vda

5. Cacao を再起動します。
root ユーザーで次のコマンドを実行します:
# cacaoadm start -i vda

8.3.4. Oracle VDI データベースのステータスを確認する方法
Oracle VDI では、組み込みの MySQL サーバーデータベースを使用するか、リモートにある独自の MySQL データ
ベースに接続できます。いずれかのデータベースタイプのステータスを確認するには、vda-db-status コマンドを使用
します。
• root ユーザーで次のコマンドを実行します。
# /opt/SUNWvda/sbin/vda-db-status

例:
# /opt/SUNWvda/sbin/vda-db-status
Ip/Hostname Database host
Role Status
---------------------------------------------------------------------primary.example.com
Master up
secondary.example.com
Slave up

問題が発生した場合は、/var/svc/log/application-database-vdadb:default.log にあるログファイルを確認します。
Oracle Solaris プラットフォームでは、サービス管理機構を使用して Oracle VDI データベースのステータスを確認
することもできます。これはローカルホストのデータベースのステータスのみを確認するものであり、組み込みの
MySQL サーバーデータベースを使用している場合にのみ使用できます。マスターデータベースはプライマリホスト
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で実行します。スレーブデータベースサービスは、Oracle VDI Center に追加された最初のセカンダリホストで実行
します。
プライマリホストまたは最初のセカンダリホスト上で、root で次のコマンドを実行します。
# svcs svc:/application/database/vdadb:default

例:
# svcs svc:/application/database/vdadb:default
STATE
STIME FMRI
online
Sep_30 svc:/application/database/vdadb:default

8.3.5. Oracle VDI サービスのステータスを確認する方法
Cacao 管理デーモンが有効であるか、または無効であるか、そのプロセス番号、および稼働時間を表示するに
は、vda-service status コマンドを使用します。
• root ユーザーで次のコマンドを実行します:
# /opt/SUNWvda/sbin/vda-service status

例:
# /opt/SUNWvda/sbin/vda-service status
vda instance is ENABLED at system startup.
Smf monitoring process:
11761
11762
Uptime: 2 day(s), 23:22

問題が発生した場合は、ログファイルを確認してください (「Oracle VDI ログファイルを確認する方法」を参照)。

8.3.6. Oracle VDI RDP ブローカのステータスを確認する方法
Oracle VDI RDP ブローカおよびプロキシサービスが実行しているかどうかを確認するには、brokeradm status コマン
ドを使用します。
• root ユーザーで次のコマンドを実行します。
# /opt/SUNWvda-rdpb/bin/brokeradm status

例:
# /opt/SUNWvda-rdpb/bin/brokeradm status
broker is running (PID 18204)
proxy is running (PID 18223)

Oracle Solaris プラットフォームでは、RDP ブローカおよびプロキシサービスはサービス管理機構の管理下でも実
行されます。root ユーザーで次のコマンドを実行します。
# svcs svc:/application/rdpb-broker:default
# svcs svc:/application/rdpb-proxy:default

例:
# svcs svc:/application/rdpb-broker:default svc:/application/rdpb-proxy:default
STATE
STIME FMRI
online
Sep_30 svc:/application/rdpb-broker:default
online
Sep_30 svc:/application/rdpb-proxy:default

問題が発生した場合は、ログファイルを確認してください:
• Oracle Solaris プラットフォームの場合:
• /var/svc/log/application-rdpb-broker:default.log
• /var/svc/log/application-rdpb-proxy:default.log
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• Oracle Linux プラットフォームの場合:
• /opt/SUNWvda-rdpb/var/log/broker<PID>.log
• /opt/SUNWvda-rdpb/var/log/proxy<PID>.log

8.3.7. Oracle VDI Center エージェントのステータスを確認する方法
Oracle VDI Center エージェントが実行されているかどうか、およびその実行時間を確認したり、そのホストの SSL
証明書の MD5 フィンガープリントを表示するには、vda-center agent-status コマンドを使用します。
• root ユーザーで次のコマンドを実行します:
# /opt/SUNWvda/sbin/vda-center agent-status

例:
# /opt/SUNWvda/sbin/vda-center agent-status
Agent is up for 2 day(s), 23:32.
MD5 fingerprint is 07:A0:6C:4C:1D:5F:5B:20:A0:2A:FE:EA:1F:DB:B2:24.

問題が発生した場合、com.sun.vda.cluster で始まるメッセージをログファイルで確認します。「Oracle VDI ログ
ファイルを確認する方法」を参照してください。

8.3.8. Oracle VDI Manager のステータスを確認する方法
Oracle VDI Manager が実行されているかどうかを確認するには、vda-webserver status コマンドを使用します。
• root ユーザーで次のコマンドを実行します。
# /opt/SUNWvda/sbin/vda-webserver status

例:
# /opt/SUNWvda/sbin/vda-webserver status
Oracle Virtual Desktop Infrastructure Manager is running (pid 18106).

問題が発生した場合は、/var/opt/SUNWvda/log/webserver0.log のログファイルを確認します。

8.3.9. Cacao と Oracle VDI モジュールのステータスを確認する方法
Cacao と個々の Oracle VDI モジュールのステータスを確認するには、cacaoadm を使用します。Oracle Solaris プ
ラットフォームでは、Cacao はオペレーティングシステムに付属しています。Oracle Linux プラットフォームで
は、Cacao は Oracle VDI の一部としてインストールされます。Oracle Linux プラットフォームでは、cacaoadm コマ
ンドは /opt/sun/cacao2/bin にあります。
Cacao のステータスを確認する場合、このコマンドでは Cacao 管理デーモンが有効であるか、または無効であるか、
関連するプロセス番号、および稼働時間を表示します。
個々のモジュールのステータスを確認する場合、このコマンドはモジュールに関する次の情報をレポートします:
• 動作状態: ENABLED (モジュールはサービスを提供できる) または DISABLED (モジュールはサービスを提供できな
い) のいずれかです。DISABLED 状態は、Cacao がそのモジュールのエラーを検出し、そのモジュールが動作でき
ないことを示します。
• 管理状態: LOCKED (モジュールはサービスを提供してはいけない) または UNLOCKED (モジュールはサービスを提
供する必要がある) のいずれかです。
• 利用可能ステータス: 利用可能ステータスは空ですが、動作状態が DISABLED に設定されている場合は除きます。
その場合、値は DEPENDENCY (依存しているほかのリソースが使用できないため、このモジュールは動作できな
い)、OFF_LINE (このモジュールを使用状態に戻すにはルーチン処理が必要)、または FAILED (このモジュールには
内部エラーが発生しており、動作できない) のいずれかです。
問題が発生した場合は、ログファイルを確認してください (「Oracle VDI ログファイルを確認する方法」を参照)。
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Cacao のステータスを確認する方法
• root ユーザーで次のコマンドを実行します。
# cacaoadm status -i vda

例:
# cacaoadm status -i vda
vda instance is ENABLED at system startup.
Smf monitoring process:
11761
11762
Uptime: 2 day(s), 23:22

vda-service status コマンドを使用すると同じ情報が表示されます (「Oracle VDI サービスのステータスを確認する
方法」を参照してください)。
または、Oracle Solaris サービス管理機構を使用します。
# svcs svc:/application/management/common-agent-container-1:vda

Oracle VDI サービスモジュールのステータスを確認する方法
• root ユーザーで次のコマンドを実行します。
# cacaoadm status -i vda com.sun.vda.service

例:
# cacaoadm status -i vda com.sun.vda.service
Operational State:ENABLED
Administrative State:UNLOCKED
Availability Status:[]
Module is in good health.

Oracle VDI サービスの Center エージェントモジュールのステータスを確認する方法
• root ユーザーで次のコマンドを実行します。
# cacaoadm status -i vda com.sun.vda.center

例:
# cacaoadm status -i vda com.sun.vda.center
Operational State:ENABLED
Administrative State:UNLOCKED
Availability Status:[]
Module is in good health.

8.3.10. Cacao を再起動する方法
• root ユーザーで次のコマンドを実行します。
# cacaoadm stop -f -i vda
# cacaoadm start -i vda

Linux プラットフォームでは、cacaoadm コマンドは /opt/sun/cacao2/bin にあります。

8.4. Oracle VDI データベースのバックアップと復元
すべてのユーザーレベルのデータと同様に、Oracle VDI データベースを定期的にバックアップすることが重要です。
これは、Oracle VDI ホストを再インストールする場合にも欠かせないステップです。
組み込みの Oracle VDI MySQL サーバーデータベースとリモート MySQL データベースの両方のデータをバックアッ
プするときは、次の情報を使用するようにしてください。Oracle VDI の構成と対応するデータベースの詳細について
は、「Oracle VDI Center およびホストについて」を参照してください。
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このバックアップタスクでは、Oracle VDI データベースの内容だけをアーカイブします。デスクトップのボリューム
とテンプレート、および構成と設定の値はバックアップされません。

始める前に
Oracle VDI データベースのバックアップと復元を実行するときの重要な注意点のリストを次に示します。
• マルチホスト設定の場合、バックアップおよび復元のプロセスは、1 台のホストのみで実行するようにしてくださ
い。すべてのホストで実行する必要はありません。
• アーカイブされたバックアップにアクセス可能であるかぎり、バックアップおよび復元のタスクは別のホストでも
実行できます。
• バックアップジョブにより、ほかのすべての Oracle VDI ジョブが停止されます。バックアップが終了すると、ジョ
ブは自動的に再開されます。
• 復元ジョブによって、Oracle VDI システム全体が停止されます。ただし、アクティブなセッションは引き続き実行
されます。復元ジョブが終了したら、すべてのホストで共通エージェントコンテナ (Cacao) を使用して Oracle VDI
システムを再起動する必要があります。

手順
1. データベースのバックアップを作成します。
• CLI から vda-backup コマンドを実行します。
# /opt/SUNWvda/sbin/vda-backup [-p <path-to-directory>] [-o <output-file-name>]

バックアップジョブの実行中、すべてのホストですべてのその他のジョブは停止されるかキューに入れられま
す。zip 形式のアーカイブが作成され、そこには .db という拡張子でタイムスタンプに基づいた名前の 1 つの
ファイルが含まれます。
backup コマンド構文の詳細を表示するには、次のコマンドを使用します。
# /opt/SUNWvda/sbin/vda-backup -h

• Oracle VDI Manager から:
a. 「設定」カテゴリ、「VDI Center」サブカテゴリの順に選択します。
b. 「データベース」タブを選択し、「VDI データベースのバックアップ」セクションの「バックアップ」をク
リックします。
2. 新しい Oracle VDI インストールで、バックアップされた VDI データベースを復元します。
• CLI から vda-restore コマンドを実行します。
# /opt/SUNWvda/sbin/vda-restore -i <path-to-backup.zip>

vda-restore コマンド構文の詳細を表示するには、次のコマンドを実行します。
# /opt/SUNWvda/sbin/vda-restore -h

3. 復元ジョブが終了したら、すべてのホストで Oracle VDI システムを再起動します。
# cacaoadm stop -f -i vda
# cacaoadm start -i vda

Linux プラットフォームでは、cacaoadm コマンドは /opt/sun/cacao2/bin にあります。

8.5. デスクトッププロバイダアラームについて
デスクトッププロバイダアラームのステータスは、Oracle VDI Manager の上部、「ログアウト」ボタンと「ヘルプ」
ボタンの下に表示されます。Oracle VDI 環境に現在のデスクトッププロバイダアラームがない場合、「アラーム」見
出しは表示されません。
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「アラーム」見出しの横にあるアイコンは、Oracle VDI 環境のデスクトッププロバイダのステータスに応じて変わり
ます。表示されるアラーム状態ごとに、現在その状態にあるデスクトッププロバイダの数をカウンタが示します。有
効な状態には次のものがあります:
• メジャーアラーム: 現在サービスに障害を生じさせているが、深刻ではないアラーム状態が発生しました。この状態
は、もっと深刻になる前に、修正する必要があります。メジャーアラームは、黄色のアイコンで表されます。
• クリティカルアラーム: 現在サービスに障害を生じさせており、すぐに修正が必要なアラーム状態が発生しました。
クリティカルアラームは、赤色のアイコンで表されます。
各アラームカウンタは、次の状態に基づいて「デスクトッププロバイダ」ページを表示するリンクでもあります:
• 「メジャーアラーム」リンクをクリックすると、「デスクトッププロバイダ」ページが表示され、現在メジャーア
ラームまたはクリティカルアラームが発生しているデスクトッププロバイダが一覧表示されます。
• 「クリティカルアラーム」リンクをクリックすると、「デスクトッププロバイダ」ページが表示され、現在クリ
ティカルアラームが発生しているデスクトッププロバイダが一覧表示されます。

8.6. 保守モード
保守、アップグレード、および廃棄などの場合、構成済みホストまたはストレージをオフラインにする必要がある場
合があります。保守モード機能により、現状使用しているホストまたはストレージから仮想マシンを削除、および別
のホストまたはストレージに移動することが可能になるため、初期ホストまたはストレージが利用不可になったとき
でも、通常の動作を継続することが可能です。実行中の仮想マシンが中断されて保守処理を継続することが可能なた
め、この処理は「コールド型」移行とも呼ばれます。
保守モードは、Oracle VM VirtualBox および Microsoft Hyper-V のデスクトッププロバイダからのみ利用可能です。

8.6.1. Oracle VM VirtualBox および Microsoft Hyper-V ホストの保守
次の 2 つの方法でホストを保守モードにすることができます:
デスクトップの移行または他ホスト上のデスクトップの停止と再起動
• 複数の Oracle VM VirtualBox ホストが必要です。
• デスクトップの移行 - 互換性のあるホストがほかにあると Oracle VDI が認識した場合のみ可能です。それ以外の場
合は、「デスクトップの停止と再起動」を使用します。
• デスクトップの移行は 1 つずつ行います。移行中のデスクトップは、最大 1 分間一時的に使用不可となります。
ホスト上のデスクトップの中断
• 常に利用可能です。
• 現ホスト上のデスクトップすべてを中断します。
• 中断したデスクトップに要求が来た場合、利用可能であれば別の VirtualBox ホスト上で再開します。

注記
互換性のある VirtualBox ホストの CPU モデルは、同一のものまたは非常に近いものであ
る必要があります。別の CPU モデル上でデスクトップを再開しようとすると、頻繁に失
敗します。Oracle VDI はホストの CPU メーカーが適切であることを検証します。管理者
は、CPU モデルに互換性があることを責任をもって確認してください。
1 つの VirtualBox または Microsoft Hyper-V ホストを持つデスクトッププロバイダは、指定したホストに関連付けられ
ている実行中のデスクトップをすべて中断できます。
複数の VirtualBox ホストを持つデスクトッププロバイダでは、実行中のデスクトップをそのほかの有効なホストに移
行できます。ホストの互換性に応じて、次の 2 つの移行オプションのどちらかを使用できます。Oracle VDI では互
換性のあるホストがほかにあると検出した場合、各デスクトップを中断し、別のホスト上で再開することにより、各
デスクトップを移行しようとします。互換性のあるホストが検出されない場合、Oracle VDI ではデスクトップを停止
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し、ほかのホスト上で再起動しようとします。互換性のある VirtualBox ホストの CPU モデルは、同一のものまたは
非常に近いものである必要があります。Oracle VDI はホストの CPU メーカーが適切であることを検証します。管理
者は、CPU モデルに互換性があることを責任をもって確認してください。また、Oracle VDI は有効な VirtualBox のリ
リースの有無も確認します。
Microsoft Hyper-V では、デスクトップをほかのホストに移行できません。デスクトップは中断され、同じホストで再
起動されます。ホストの保守期間にデスクトップに関連付けられたディスク番号が変更された場合 (Hyper-V ホストが
リブートされた場合などに発生する場合がある)、Oracle VDI はデスクトップを再起動できるようにデスクトップの電
源を切るため、中断中のデータは失われます。
Oracle VDI Manager で:
1. 「デスクトッププロバイダ」カテゴリを選択し、中断するホストが含まれているデスクトッププロバイダをクリッ
クします。
2. 「ホスト」タブを選択し、移行するホストを選択し、「保守」ボタンをクリックします。
ホストの互換性に応じた 2 つのオプションを含むポップアップウィンドウが表示されます。
a. 保守の種類を選択します。
• デスクトップを別のホストに移動する場合は、「デスクトップを移行する」オプションを選択します。
• ホスト上のすべてのデスクトップを中断する場合は、「デスクトップを中断する」オプションを選択しま
す。
b. サーバーが保守モードになる時間を選択するか、「今すぐ」をクリックして現在の時間を選択します。
c. 「OK」をクリックして保守モードジョブを送信します。

8.6.2. ストレージの保守
Oracle VDI には、1 つ以上のストレージサーバーを保守モードにするためのメカニズムがあります。保守モードは、
ストレージサーバーを無効にし、すべての実行中のデスクトップを停止または中断することを意味します。ストレー
ジサーバーが再度有効になるまで、デスクトップは使用不可となります。この時点では、リブート、アップグレード
などの保守をストレージサーバーで行うことができます。指定されたストレージサーバー (デスクトップのハードディ
スクデータを含む) からデータが移動または削除されることはありません。ストレージサーバーが再度有効になると、
保守モードに入ったために中断されていたすべてのデスクトップが再開されます。
Hyper-V ホストまたはストレージを保守モードにする場合は、すべてのデスクトップの電源を切る必要があります。
Oracle VDI では、仮想ホストおよびストレージサーバー上の実行中のデスクトップを削除または中断できます。保守
モードでは、ユーザーへの影響を最小限に抑えながら、管理者がサーバー上でリブート、アップグレードなどの標準
的な保守タスクを実行できます。

Oracle VDI Manager の手順
1. Oracle VDI Manager で、「デスクトッププロバイダ」に移動します。
2. 中断するストレージサーバーを含むデスクトッププロバイダを選択します。
3. 「ストレージ」タブを選択し、ストレージサーバーを選択して、「保守」ボタンをクリックします。
4. サーバーが保守モードに入り始める時間を選択するか、「今すぐ」をクリックして現在の時間を選択します。
5. 「OK」をクリックして保守モードジョブを送信します。

注記
ホストまたはストレージサーバーに関連付けられているすべての実行中のデスクトップは、
手動で停止するか、「ストレージ」タブまたは「ホストデスクトップ」タブに移動して中断
することができます。このタブには、「ホスト」または「ストレージ」サーバーのハイパー
リンクをクリックしてアクセスできます。
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8.7. 孤立ディスクの削除
Oracle VM VirtualBox および Microsoft Hyper-V デスクトッププロバイダでは、外部ストレージボリュームによって
ストレージが提供され、このストレージはデスクトップとテンプレートの作成時にそれらに割り当てられます。最終
的には、デスクトップとテンプレートを削除できますが、関連付けられているストレージは自動的には解放されませ
ん。
孤立ディスクは、現在どのデスクトップまたはテンプレートにもマップされていないストレージボリュームで、領域
を解放するために削除できます。子孫のクローンのある孤立ディスクは削除できません。

注記
一部の孤立ディスクには、重要なデータが保持されている場合があります。削除する前に、
孤立ディスクのデータが必要なくなっていることを確認してください。

Oracle VDI Manager の手順
1. Oracle VDI Manager で、「デスクトッププロバイダ」に移動します。
2. Oracle VM VirtualBox または Microsoft Hyper-V デスクトッププロバイダを選択します。
3. 「ストレージ」タブに移動します。
4. ストレージサーバーを選択します。
ストレージサーバーの「ストレージのサマリー」ページが表示されます。
5. 「孤立したディスク」リンクをクリックします。
「孤立したディスク」ページが表示されます。
6. 削除する孤立ディスクを選択し、「削除」をクリックします。

注記
チェックボックスのない孤立ディスクは削除できません。

CLI の手順
1. 現在のデスクトッププロバイダを一覧表示します。
# /opt/SUNWvda/sbin/vda provider-list

2. 特定のデスクトッププロバイダのストレージサーバーを一覧表示します。
# /opt/SUNWvda/sbin/vda provider-list-storage desktop-provider

3. デスクトッププロバイダのストレージサーバーの孤立ディスクを一覧表示します。
# /opt/SUNWvda/sbin/vda provider-storage-orphans -h storage-hostname \
-z storage-zfs-pooldesktop-provider

4. 1 つ以上の孤立ディスクを削除します。
# /opt/SUNWvda/sbin/vda provider-storage-orphan-delete -r desktop-provider \
-s storage-hostname -z storage-zfs-poolvolumeId1[ volumeId2...]

8.8. Oracle VDI Center とフェイルオーバー
フェイルオーバーを使用すると、Oracle VDI Center はプライマリホストが消失しても自動的に回復できます。フェイ
ルオーバーは Oracle VDI に高可用性が構成されている場合にのみ使用できます。Oracle VDI Center に 1 つ目のセカ
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ンダリホストを追加すると、高可用性は自動的に有効になります。Oracle VDI Center の構成と高可用性の詳細につい
ては、「Oracle VDI Center およびホストについて」を参照してください。
vda-config コマンドを使用して、Oracle VDI Center にホストを追加および削除します。詳細については、次を参照し
てください:
「プライマリホストでの Oracle VDI の構成」
「セカンダリホストでの Oracle VDI の構成」
「ホストでの Oracle VDI の再構成」
フェイルオーバーは自動的に実行され、Oracle VDI Center のプライマリホストの障害によってトリガーされます。
フェイルオーバーの実行中に、レプリケーションデータベースを持つセカンダリホストが自動的に昇格され、Oracle
VDI Center の新しいプライマリになります。元のプライマリへの接続が復元されると、元のプライマリはセカンダリ
ホストとして再構成され、レプリケーションデータベースをホストします。
Oracle VDI Center が持つことができるレプリケーションデータベースは 1 つのみであるため、ほかのすべてのセカン
ダリホストはデータベースロールを持っていません。レプリケーションホストを変更するには、「レプリケーション
データベースホストの変更」を参照してください。組み込みの MySQL サーバーデータベースではなくリモートデー
タベースを使用している場合、そのデータベースの高可用性は Oracle VDI 以外で構成されます。
Oracle VDI Center のプライマリホストを手動で変更するには、「Oracle VDI Center のプライマリホストの変更」を
参照してください。
Oracle VDI Center のプライマリホストは、Sun Ray フェイルオーバーグループの Sun Ray Software プライマリサー
バーとしても構成されます。自動フェイルオーバーの実行中に、昇格されて Oracle VDI Center の新しいプライマリ
になるホストが、再構成されて Sun Ray Software プライマリサーバーにもなります。Sun Ray プライマリサーバー
を変更するか、Sun Ray プライマリサーバーの自動再構成を無効にするには、「Oracle VDI Center の Sun Ray プラ
イマリサーバーの構成」を参照してください。
Oracle VDI Center エージェントは、Oracle VDI ホスト間でのセキュアな通信を提供するコンポーネントであ
り、Oracle VDI Center に対する自動フェイルオーバーとそのほかの構成の変更を処理します。

8.8.1. レプリケーションデータベースホストの変更
組み込みの MySQL サーバーデータベースを使用している場合、Oracle VDI Center のプライマリホストが Oracle VDI
データベース (マスターデータベース) を実行します。Oracle VDI Center に追加された 1 つ目のセカンダリホスト
は、レプリケーションデータベース (スレーブデータベース) をホストするように構成されます。レプリケーション
データベースホストを変更するには、これらの手順に従います。マスターデータベースを実行するホストを変更する
には、「Oracle VDI Center のプライマリホストの変更」を参照してください。

Oracle VDI Manager の手順
1. 「設定」 → 「VDI Center」に移動します。
2. 「データベース」タブに移動します。
VDI Center 内の Oracle VDI ホストのリストが表示されます。
3. Oracle VDI ホストを選択し、「VDI データベースレプリケーションの有効化」をクリックします。
新しいレプリケーションホストが有効になったことを示すメッセージが表示されます。

CLI の手順
1. レプリケーションホストを変更します。
root ユーザーで次のコマンドを実行します:
# /opt/SUNWvda/sbin/vda-center setprops -p db.replication.host=<host>
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空の <host> を指定する場合は、レプリケーションおよび高可用性をオフにします。
2. 変更が反映されていることを確認します。
root ユーザーで次のコマンドを実行します:
# /opt/SUNWvda/sbin/vda-center status

8.8.2. Oracle VDI Center のプライマリホストの変更
Oracle VDI のプライマリホストによって Oracle VDI Center が作成されます。プライマリホストを変更すると元のプ
ライマリはセカンダリホストとして再構成され、レプリケーションデータベースをホストします (組み込みの MySQL
サーバーデータベースを使用している場合)。レプリケーションデータベースホストを変更するには、「レプリケー
ションデータベースホストの変更」を参照してください。プライマリホストを変更するには、これらの手順に従いま
す。

注意
デフォルトでは、プライマリホストを変更すると、Sun Ray サービスが中断され、すべての
Sun Ray クライアントが切り離されます。

手順
1. プライマリホストを変更します。
root ユーザーで次のコマンドを実行します:
# /opt/SUNWvda/sbin/vda-center setprops -p vda.primary.host=<host>

2. 変更が反映されていることを確認します。
root ユーザーで次のコマンドを実行します:
# /opt/SUNWvda/sbin/vda-center status

8.8.3. 手動でのフェイルオーバーのトリガー
自動ファイルオーバーが失敗した場合など、一部の状況ではフェイルオーバーを手動でトリガーしたい場合がありま
す。フェイルオーバーを手動でトリガーするには、Oracle VDI Center で、レプリケーションデータベースを持つセ
カンダリホストをプライマリホストに変更します。詳細については、「Oracle VDI Center のプライマリホストの変
更」を参照してください。

8.8.4. Oracle VDI Center からの応答しないホストの削除
通常、Oracle VDI Center に対してホストを追加および削除するには、vda-config コマンドを使用します。ただし、
ホストが応答不能になった場合は、このコマンドを使用できないことがあります。このような場合は、Oracle VDI
Center からそのホストを強制的に削除できます。

手順
1. Oracle VDI Center からホストを削除します。
Oracle VDI Center 内の残りのホストから、root ユーザーで次のコマンドを実行します:
# /opt/SUNWvda/sbin/vda-center purge <host>

2. 変更が反映されていることを確認します。
root ユーザーで次のコマンドを実行します:
# /opt/SUNWvda/sbin/vda-center status
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8.8.5. 自動フェイルオーバーの調整
プロパティーを調整して、Oracle VDI Center の自動フェイルオーバーの動作を調整できます。次の表に、使用可能な
プロパティーと、そのプロパティーが制御する内容を示します。
プロパティー

説明

db.connection.timeout

データベース接続の接続タイムアウト (ミリ秒)。
Oracle VDI データベースへの接続の試行がこのタイム
アウトより長くかかった場合、Oracle VDI サービスは
Oracle VDI Center エージェントにデータベースエラーを
報告します。
デフォルトは 1000 ミリ秒です。

db.failover.timeout

フェイルオーバーを開始する前に Oracle VDI Center エー
ジェントが待機する時間 (秒)。
Oracle VDI Center エージェントは Oracle VDI サービス
からのデータベースエラーレポートを監視します。この
時間に連続してデータベースエラーが報告された場合、
そのデータベースに障害が発生したと見なされます。組
み込みの Oracle VDI MySQL サーバーデータベースが使
用されている場合、フェイルオーバーがトリガーされま
す。
デフォルトは 15 秒です。

db.replication.config

Oracle VDI Center エージェントが自動的にデータベース
レプリケーションを構成するかどうか。使用できる値は
true または false です。
true を設定すると、1 番目のセカンダリホストが追加され
たとき、またはフェイルオーバーが実行されたときに、
セカンダリホストでレプリケーションデータベースの自
動構成が実行されます。
false を設定すると、レプリケーションデータベースの
自動構成は実行されません。管理者が手動でレプリケー
ションデータベースホストを構成するまで、高可用性は
無効になります (「レプリケーションデータベースホス
トの変更」を参照してください)。これによりレプリケー
ションデータベースに使用するホストをより強力に管理
できますが、高可用性を手動で構成しなければならない
ことを意味しています。
デフォルトは true です。

手順
1. 必要なプロパティーを構成します。
root ユーザーで次のコマンドを実行します:
# /opt/SUNWvda/sbin/vda-center setprops -p <key>=<value>

例:
# /opt/SUNWvda/sbin/vda-center setprops -p db.failover.timeout=20

2. 変更が反映されていることを確認します。
root ユーザーで次のコマンドを実行します:
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# /opt/SUNWvda/sbin/vda-center listprops

8.8.6. Oracle VDI Center の Sun Ray プライマリサーバーの構成
デフォルトでは、Oracle VDI Center のプライマリホストは、Sun Ray フェイルオーバーグループの Sun Ray プライ
マリサーバーとしても構成されます。自動フェイルオーバーの実行中に、昇格されて Oracle VDI Center の新しいプ
ライマリになるホストが、再構成されて Sun Ray Software プライマリサーバーにもなります。Sun Ray Software プ
ライマリサーバーが変更されるたびに、Sun Ray サービスが中断され、すべての Sun Ray クライアントが切り離され
ます。
Oracle VDI Center の別のホストを Sun Ray Software プライマリサーバーとして構成でき、フェイルオーバー実行中
の Sun Ray プライマリサーバーの自動再構成を無効にすることもできます。
Sun Ray プライマリサーバーの自動再構成を無効にしないで Sun Ray プライマリサーバーを変更した場合も、Oracle
VDI はフェイルオーバーの実行中に Sun Ray プライマリサーバーを自動的に再構成します。
Sun Ray プライマリサーバーの自動再構成を無効にすると、Oracle VDI はフェイルオーバーの実行中に Sun Ray プラ
イマリサーバーを自動的に再構成しません。Sun Ray プライマリサーバーを手動で再構成する必要があります。
各 Sun Ray サーバーには Sun Ray データストアの独自のローカルコピーがあり、これが Sun Ray クライアントおよ
びトークンに関する情報などの情報を格納するために使用されます。Sun Ray プライマリサーバーはデータストアへ
の読み取りアクセス権と書き込みアクセス権を持ち、Sun Ray セカンダリサーバーは読み取りアクセス権のみを持ち
ます。データストアが変更された場合、まずプライマリサーバーで変更が書き込まれたあと、プライマリサーバーが
セカンダリに変更をレプリケートします。プライマリサーバーが利用不可の場合、データストアへの変更は格納でき
ません。Sun Ray のほとんどの動作ではデータストアへの読み取りアクセス権のみが必要なため、この状況でも Sun
Ray システム全体が機能し続けますが、トークンの登録などの一部の操作は使用できません。

手順
Oracle VDI Center の現在の Sun Ray プライマリサーバーを表示するには、root ユーザーで次のコマンドを実行しま
す:
# /opt/SUNWvda/sbin/vda-center getprops -p srs.primary.host

Oracle VDI Center の現在の Sun Ray プライマリサーバーを変更するには、root ユーザーで次のコマンドを実行しま
す:
# /opt/SUNWvda/sbin/vda-center setprops -p srs.primary.host=<host>

Sun Ray プライマリサーバーの自動再構成を無効にするには、root ユーザーで次のコマンドを実行します:
# /opt/SUNWvda/sbin/vda-center setprops -p srs.primary.autoconfig=false

8.8.7. Sun Ray グループ署名とデータストアパスワードの同期
Oracle VDI Center の Sun Ray サーバーには、グループ署名とデータストアパスワードがあります。Oracle VDI
Center のプライマリホストを構成するときに、グループ署名とパスワードが作成され、Oracle VDI Center と Sun
Ray サーバー構成の両方に格納されます。Oracle VDI Center エージェントは、Oracle VDI Center のホストの追加と
削除を実行するたびに、これらの値を使用します。
Sun Ray 管理ツールを使用してグループ署名またはデータストアパスワードを変更できますが、これらのツールは
Oracle VDI Center を更新しません。Oracle VDI Center と Sun Ray サーバーが同期していない場合は、Oracle VDI
Center にホストを追加できません。

注意
次のコマンドは、パスワードとグループ署名を平文で表示します。セキュリティー上の理由
により、これらのコマンドを実行するときは、だれものぞき見していないことを確認してく
ださい。
Oracle VDI Center のデータストアパスワードを同期させるには、次のコマンドを使用します:
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# echo <Password> | /opt/SUNWvda/sbin/vda-center setprops -s srs.password

Oracle VDI Center のグループ署名を同期させるには、次のコマンドを使用します:
# echo <GroupSignature> | /opt/SUNWvda/sbin/vda-center setprops -s srs.group.signature

データストアパスワードの変更が有効になったことを確認するには、Oracle VDI Center の各ホスト上で次のコマンド
を実行します:
# /opt/SUNWut/sbin/utpw -p

グループ署名の変更が有効になったことを確認するには、Oracle VDI Center の各ホスト上で次のコマンドを実行しま
す:
# cat /etc/opt/SUNWut/gmSignature

変更を有効にするために、Oracle VDI Center の各ホスト上で Sun Ray サービスのウォームリスタートまたはコール
ドリスタートを実行しなければならない場合があります。ウォームリスタートでは、ユーザーの接続が一時的に切り
離されるとともに、ユーザーが再度ログインするか、画面のロックを解除しなければならない場合があります。コー
ルドリスタートでは、すべての Sun Ray セッションが終了します。
ウォームリスタートの場合は、Oracle VDI Center の各ホスト上で次のコマンドを実行します:
# /opt/SUNWut/sbin/utstart

コールドリスタートの場合は、Oracle VDI Center の各ホスト上で次のコマンドを実行します:
# /opt/SUNWut/sbin/utstart -c
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インストールと構成

9.1. インストールと構成
9.1.1. パッケージの不足が原因で Oracle Linux プラットフォームへのインストール
が失敗します
Oracle Linux プラットフォームに Oracle VDI をインストールする場合、インストールスクリプトによってシステム
に必須パッケージがインストールされているかどうかがチェックされます。パッケージが不足している場合、Oracle
VDI では yum コマンドによってパッケージをダウンロードしてインストールします。不足しているパッケージをイン
ストールできない場合は、インストールが失敗し、次の例のように不足パッケージのリストを示すメッセージが表示
されます:
Checking for required libraries and packages...
13 packages are missing but cannot be installed because the software manager yum
does not have access to the repositories or the repositories are invalid:
libaio-devel, sysstat, dhcp, compat-openldap, glib, libdb-4.2.so()(64bit), libXp
.so.6, /usr/lib/libaio.so, /usr/lib64/libaio.so, /usr/lib/libXpm.so, /usr/lib/li
bXm.so.3, /usr/lib/libglib-1.2.so.0, /usr/lib/libcdda_paranoia.so
Error: The software manager yum cannot install the required packages.
See the log file '/var/log/vda-install.2011_09_26_06:03:26.log' for additional i
nformation.

必須パッケージのダウンロードに失敗する原因としては、リポジトリが yum 用に構成されていないことが考えられ、
プロキシ構成が不適切である場合やネットワーク接続に問題がある場合など、ほかの問題が存在することもありま
す。
インストールの問題を解決するには、yum を適切に構成し、正しく動作するようにしてください。そのあとで Oracle
VDI を再度インストールしてください。
不足している必須パッケージを手動でインストールする場合は、失敗したインストールに関するログファイル (/var/
log 内) にそのパッケージが示されています。

9.1.2. RDP ブローカを有効にできないことが原因で Oracle Linux プラットフォー
ムでの構成が失敗します
Oracle Linux プラットフォームで Oracle VDI を構成する場合、RDP ブローカを有効にできないことが原因で構成が
失敗することがあります。次の例のように、メッセージが表示され、失敗した構成に関するログファイル (/var/log 内)
が示されます:
RDP Broker Configuration
+ Registering RDP broker...
+ Starting RDP broker...
RDP Broker cannot be enabled.
Error:
The configuration of Oracle VDI 3.4 has failed.
See the log file '/var/log/vda-config.2011_09_27_09:14:56.log' for additional in
formation.

SELinux アラートブラウザが有効になっている場合は、そこにもメッセージが表示される場合があります。
このエラーが発生した場合は、/opt/SUNWvda-rdpb/var/log にあるログファイルで次のエラーメッセージを確認してく
ださい:
2011/09/27 09:10:00.118 Broker start
2011/09/27 09:10:00.188 ERROR: Cannot open library VBoxRT.so:
/opt/SUNWvda-rdpb/bin/../lib/VBoxRT.so: cannot restore segment prot afte
r reloc: Permission denied.
2011/09/27 09:10:00.188 ERROR: RDP server init failed.
2011/09/27 09:10:00.188 Broker stop

この問題の原因は、システムの SELinux 設定です。
問題を解決するには:
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1. SELinux 設定を permissive または disabled に変更します。
SELinux 管理ツール (system-config-selinux) を使用するか、usr/sbin/setenforce 0 コマンドを使用してください (こ
のコマンドでは、設定を permissive に変更します)。または、/etc/selinux/config を編集して、SELINUX=enforcing
というエントリを SELINUX=disabled または SELINUX=permissive に変更します。
2. Oracle VDI の構成を解除します。
Oracle VDI を再構成するには、あらかじめ構成を解除しておく必要があります。
/opt/SUNWvda/sbin/vda-config -u

3. Oracle VDI を構成します。
/opt/SUNWvda/sbin/vda-config

9.1.3. Oracle VDI の構成で svc_vdadb.xml のインポートが失敗します
vda-config で svc_vdadb.xml のインポートが失敗するのは、TEMP/application/database/vdadb が削除されていない
ことが原因です。アンインストール/構成解除が同じ Sun Ray セッションから実行される状況で、Oracle VDI のアン
インストール時または構成時 (vda-config/install -u) に端末を強制的に停止した場合、このような現象がよく見られま
す。
エラー発生後の回避方法:
1. SVC リポジトリのスナップショットを復元するには、次のコマンドを実行します。
# /lib/svc/bin/restore_repository

a. Enter Response [boot] というプロンプトが表示されたら、デフォルトの boot の代わりに manifest_import を選
択します。
b. 正しいスナップショット (manifest_import-200904??_??? - バックアップ時間は DDMMYY 形式) を選択しま
す。
c. システムのリブート後、svc:/TEMP/application/database/vdadb:default が削除されていることを確認します。
2. 通常どおり Oracle VDI の構成を実行します。

9.1.4. MySQL を試したり、評価版の Oracle VDI リモートデータベースを設定した
りすることができますか
はい。MySQL Sandbox を使用すると、簡単かつ迅速に MySQL を設定したり、Oracle VDI リモートデータベース設
定を試したりすることができます。
これは https://launchpad.net/mysql-sandbox から入手できます。
• これをダウンロードして、一時フォルダに展開します。
• http://dev.mysql.com/downloads から目的の MySQL リリースをダウンロードします。
単純な MySQL サーバーをインストールするには、次のコマンドを実行するだけです:
<mysql-sandbox-path>/make_sandbox <absolute-path-to-your-mysql.tar.gz>

Oracle Solaris プラットフォームでは、mysql_sandbox が動作するように、必要に応じてパスに /usr/sfw/bin を追加し
なければならない場合があります。
MySQL Sandbox に関するそのほかのドキュメントは、https://launchpad.net/mysql-sandbox で入手できます

9.1.5. Sun Ray Software は個別に構成する必要がありますか
Sun Ray Software は Oracle VDI のインストールおよび構成の一環としてインストールされ、自動的に設定されるた
め、Sun Ray Software を個別にインストールする必要はありません。
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9.1.6. Oracle VDI Center にホストを追加しようとすると失敗し、Sun Ray Server
ソフトウェアレプリケーションエラーが発生します
Oracle VDI Center にホストを追加しようとすると、次のエラーメッセージで失敗することがあります:
Sun Ray Server Software Configuration
+ Configuring Sun Ray Server Software...
Error: There was an error configuring Sun Ray Server Software replication
See the log file '/var/log/vda-config.2012_04_05_16:12:43.log' for additional information.

エラーメッセージに示されているログファイルに「署名が一致していません - 構成を確認してください」というメッ
セージが含まれる場合は、Sun Ray 管理ツールを使用して Sun Ray のグループ署名が変更された可能性があります。
これらのツールは Oracle VDI を更新しません。グループ署名を同期させる方法の詳細については、「Sun Ray グルー
プ署名とデータストアパスワードの同期」を参照してください。

9.1.7. Oracle VDI の再構成が「データベースの構成中にエラーが発生しました」で
失敗します
ホストで Oracle VDI を再構成する際に、構成が失敗し、「データベースの構成中にエラーが発生しました」という
メッセージと、追加情報を記録したログファイルへの参照が表示されることがあります。
Oracle VDI プライマリホストの場合、ログファイルには一般に次の情報が含まれます:
MySQL Database Server Configuration
+ Initializing database...
...
/opt/SUNWvda/mysql/bin/mysqld: File './mysql-bin.index' not found (Errcode: 13)
110630 23:59:59 [ERROR] Aborting
110630 23:59:59 [Note] /opt/SUNWvda/mysql/bin/mysqld: Shutdown complete
...
Error: Error while configuring database.

Oracle VDI セカンダリホストの場合、ログファイルには一般に次の情報が含まれます:
MySQL Database Slave Configuration
...
+ Initializing database...
110630 23:59:59 [ERROR] Fatal error: Can't change to run as user 'vdadb' ;
Please check that the user exists!
110630 23:59:59 [ERROR] Aborting
110630 23:59:59 [Note] /opt/SUNWvda/mysql/bin/mysqld: Shutdown complete
...
Error: Error while configuring database.

この問題は、前の Oracle VDI 構成のデータを含む /var/opt/SUNWvda/mysql ディレクトリが存在するために発生しま
す。
この問題を解決するには:
1. Oracle VDI ホストに root ユーザーとしてログインします。
2. ホストで Oracle VDI の構成を解除します。
# /opt/SUNWvda/sbin/vda-config -u

3. ディレクトリ /var/opt/SUNWvda/mysql を削除します。
4. ホストで Oracle VDI を構成します。
# /opt/SUNWvda/sbin/vda-config
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9.1.8. Oracle VDI の構成で、UTF-8 を使用するリモート Windows データベースに
データベーステーブルを作成できません
Windows プラットフォームでは、MySQL によって鍵サイズが 767 バイトに制限されます。UTF-8 対応の Windwos
プラットフォームでリモート MySQL データベースを使用する場合、この制限が原因で Oracle VDI の構成プロセスが
失敗します。
この問題については、2 つの回避方法が考えられます。
1. Oracle VDI プライマリホストで /etc/opt/SUNWvda/vda-schema-create.sql ファイルを変更し、Oracle VDI ソフト
ウェアを再構成します。
次の行を変更します:
UNIQUE INDEX distinguished_name (`distinguished_name` ASC, `ud_id` ASC) ,

次のようになります:
UNIQUE INDEX distinguished_name (`distinguished_name`(250) ASC, `ud_id` ASC) ,

この回避方法を使用した場合、識別名 (DN) が 250 文字を超えるユーザーをプールやデスクトップに割り当てる
と、問題が発生する可能性があります。
2. MySQL データベースの文字セットを latin1 に変更し、Oracle VDI を再構成します。
この回避方法を使用した場合、ログインしようとしているユーザーのユーザー名に UTF-8 の文字が含まれている
と、問題が発生します。

9.2. ユーザーディレクトリ
9.2.1. ユーザーディレクトリで何らかの問題が発生しています。さらに詳しい情報
を記録するようにログレベルを調整してもよいですか
はい、ログに記録される情報の詳細度を上げることができます。
デフォルトでは、すべての Oracle VDI サービスメッセージが Cacao ログファイルに記録されます。「Oracle VDI
ログファイルを確認する方法」を参照してください。ディレクトリサービスに対するログレベルを上げるには、root
ユーザーで次のコマンドを実行します:
# cacaoadm set-filter -i vda -p com.sun.directoryservices=ALL
# cacaoadm set-filter -i vda -p com.sun.sgd=ALL

Linux プラットフォームでは、cacaoadm コマンドは /opt/sun/cacao2/bin にあります。
ログレベルの変更後、Oracle VDI サービスを再起動します:
# /opt/SUNWvda/sbin/vda-service restart

Oracle VDI サービスの再起動後、問題を再現し、Cacao ログファイルを確認します (「Oracle VDI ログファイルを確
認する方法」を参照してください)。
ディレクトリサービスに対するログレベルをデフォルトにリセットするには、root ユーザーで次のコマンドを実行し
ます:
# cacaoadm set-filter -i vda -p com.sun.directoryservices=NULL
# cacaoadm set-filter -i vda -p com.sun.sgd=NULL

そのあとで Oracle VDI サービスを再起動します:
# /opt/SUNWvda/sbin/vda-service restart

9.2.2. Active Directory に対する Kerberos 認証が少し動作したあとで停止します
この問題の一時的な解決方法は、各 Oracle VDI ホストに対して次を実行することです:
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kinit -V administrator@MY.DOMAIN

この場合、次の可能性があります:
1. 時間同期の問題。
ドメインコントローラと Oracle VDI サーバーが同じ NTP サーバーに接続していることを確認してください。
2. Kerberos の構成の問題。
Kerberos の構成ファイル (krb5.conf) に libdefaults セクションが含まれ、default_realm が次の例のように設定さ
れていることを確認してください:
[libdefaults]
default_realm = MY.COMPANY.COM
[realms]
MY.COMPANY.COM = {
kdc = my.windows.host
}
[domain_realm]
.my.company.com = MY.COMPANY.COM
my.company.com = MY.COMPANY.COM

9.2.3. Active Directory の認証用に Kerberos の代わりに PKI を使用できますか
もちろん PKI 認証を使用でき、Kerberos 認証の場合と同じ機能 (Active Directory からのコンピュータの削除など) が
提供されるはずです。

9.2.4. ユーザーディレクトリに対しては、どのようなタイプの特権アクセスが必要
ですか
LDAP タイプの認証の場合:
• Oracle VDI でユーザーを検索し、ログインするユーザーに割り当てられたデスクトップを解決するための、ユー
ザー全体およびグループベース全体に対する読み取りアクセス (単一のドメインで Active Directory を使用している
場合は、通常、CN=Users,DC=my,DC=domain,DC=com に対するものになります)。
• Active Directory を使用している場合は、CN=Configuration,DC=my,DC=domain,DC=com という場所に対する読み
取りアクセス。Oracle VDI で、エンドユーザーのログインダイアログのドメインフィールドに、ドメインまたはサ
ブドメインリストを事前入力するために使用されます。これは必須ではなく、このようなアクセスが Oracle VDI に
付与されていない場合は、ログインダイアログのドメインフィールドは空のままになります。
Active Directory タイプの認証の場合:
• Oracle VDI でユーザーを検索し、ログインするユーザーに割り当てられたデスクトップを解決するための、ユー
ザー全体およびグループベース全体に対する読み取りアクセス。(単一のドメインで Active Directory を使用してい
る場合は、通常、CN=Users,DC=my,DC=domain,DC=com に対するものになります)。
• CN=Configuration,DC=my,DC=domain,DC=com という場所に対する読み取りアクセス。Oracle VDI で、エンド
ユーザーのログインダイアログのドメインフィールドに、ドメインまたはサブドメインリストを事前入力するため
に使用されます。これは必須ではなく、このようなアクセスが Oracle VDI に付与されていない場合は、ログインダ
イアログのドメインフィールドは空のままになります。
• コンピュータの場所に対する書き込みアクセス。Windows ホストが my.domain.com ドメインに参加している場
合は、通常、CN=Computers,DC=my,DC=domain,DC=com に対するものになります。コンピュータの場所に対す
る書き込みアクセスは、クローニングされたデスクトップ (VM) が破棄されたときに、Oracle VDI で対応するコン
ピュータエントリを AD から削除するために使用されます。クローニングされた Windows デスクトップがドメイン
に参加したときに、通常は Sysprep で指示されて、AD によってコンピュータエントリが自動的に作成されます。
書き込みアクセスは必須ではなく、このようなアクセスを持たないユーザーを指定した場合、Oracle VDI で AD か
らコンピュータエントリを削除できず、AD 内のコンピュータエントリの数が増え続けますが、このような問題が発
生するのは、Windows デスクトップをクローニングして使用している場合のみです。
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9.2.5. Active Directory でコンピュータオブジェクトの自動クリーンアップを無効に
できますか
Active Directory を使用していて、Windows デスクトップがドメインに参加すると、Active Directory に新しいコン
ピュータオブジェクトが作成されます。Kerberos 認証を使用している場合、Oracle VDI はデスクトップが削除される
たびに Active Directory からコンピュータオブジェクトを自動的に削除します。
この動作は、プールの domain-cleanup プロパティーを次のように構成することによって無効にできます:
/opt/SUNWvda/sbin/vda pool-setprops -p domain-cleanup=disabled <pool>

9.3. Oracle VM VirtualBox デスクトッププロバイダ
9.3.1. Windows 7 のオーディオドライバが自動的にインストールされないのはなぜ
ですか
32 ビット Windows 7 には、Oracle VM VirtualBox でエミュレートされるオーディオハードウェア (AC'97) 用のドライ
バは付属していません。ただし、Windows Update を実行すると、適切なドライバが自動的に取得され、問題が解決
するはずです。更新後、リブートすると、オーディオが動作するようになるはずです。
64 ビットバージョンの Windows 7 の場合は、Realtek AC'97 ドライバをダウンロードしてオーディオを有効にする必
要があります。
ダウンロード手順については、http://www.realtek.com.tw/downloads を参照してください。

9.3.2. Oracle VM VirtualBox のインストールが「インストール後スクリプトが正常
に完了しませんでした」というエラーで失敗します
Oracle VM VirtualBox をインストールしようとすると、コンソールに次のエラーが表示されることがあります:
## Executing postinstall script.
Configuring VirtualBox kernel modules...
VirtualBox Host kernel module unloaded.
devfsadm: driver failed to attach: vboxdrv
Warning: Driver (vboxdrv) successfully added to system but failed to attach
can't load module: No such device or address
## Aborting due to attach failure.
## Configuration failed. Aborting installation.
pkgadd: ERROR: postinstall script did not complete successfully
Installation of <SUNWvbox> partially failed.

このエラーは、通常、以前のリリースの VirtualBox がまだインストールされている場合に表示されます。VirtualBox
を削除してみてください (./vb-install -u)。その後、次のパッケージが削除されていることを確認してください:
• SUNWvbox
• SUNWvboxkern
リブート後、インストールを再度試みてください。

9.3.3. デスクトッププロバイダに Oracle VM VirtualBox ホストを追加しようとする
と、エラーが発生します
デスクトッププロバイダに Oracle VM VirtualBox ホストを追加しようとすると、エラーが発生することがありま
す。Oracle VDI Manager で、構成ウィザードの「ホストの指定」または「証明書の検証」の手順でエラーアラートが
表示されることがあります。

「ホストの指定」の手順
ホストの詳細を入力すると、次のアクションが実行されます:
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• ホストのオペレーティングシステムが検証されます。
• ホストの DNS 名 (DNS 名が使用されている場合) が解決されます。
• ホストの SSL および SSH 証明書が取得されます。
「すべてのホストは同じオペレーティングシステムを実行しなければならないため、オペレーティングシステムが一
致しません」というメッセージが表示される場合は、そのデスクトッププロバイダにホストを追加できないことを意
味します。ストレージタイプの可用性と使用方法が異なるため、Oracle VM VirtualBox デスクトッププロバイダで同
じオペレーティングシステムを使用する必要があります。Oracle Solaris 仮想ホストと Oracle Linux 仮想ホストを混
在させて使用する場合は、両者に別々のデスクトッププロバイダを作成する必要があります。
ホスト名の解決時またはホストへのアクセス時に、DNS エラーが原因でエラーが発生することがあります。これが起
こった場合は、次を確認してください:
• SSH ポートや SSL ポートを含め、入力したすべての情報が正しいことを確認します。
VirtualBox のインストール時に SSL ポートを指定します。
• Oracle VDI ホストで nslookup <hostname> コマンドを使用することによって、Oracle VDI ホストが該当するホス
トを解決できることを確認します。
• 該当するホストが実行されていることと、SSH サービスが起動していることを確認します:
# svcs svc:/network/ssh:default

このサービスをオンラインにすることをお勧めします。サービスが「maintenance」と示された場合は、次を使用
してリセットしてみてください:
# svcadm clear <service_frmi>

「証明書の検証」の手順
「証明書の検証」のステップでのエラーは、VirtualBox Web サービスにアクセスできないこと、または VirtualBox
Web サービスが実行されていない可能性があることを意味します。
次のコマンドを使用して、VirtualBox Web サービスがオンラインになっていることを確認します:
# svcs svc:/application/virtualbox/webservice:default

サービスが保守モードになっている場合は、次のコマンドを使用してサービスを削除し、再度ステータスを確認しま
す:
# svcadm clear svc:/application/virtualbox/webservice:default

サービスがオフラインの場合は、次のコマンドを使用して有効にします:
# svcadm enable svc:/application/virtualbox/webservice:default

9.3.4. すべての Oracle VM VirtualBox リリースが Oracle VDI 互換ですか
いいえ。サポート対象の詳細は、「Oracle VM VirtualBox のシステム要件」を参照してください。
仮想マシンテンプレートをラップトップなどのローカルに作成する場合は、Oracle VM VirtualBox デスクトッププロ
バイダホストにインストールしているものと同じリリースを使用してください。これにより、正しいバージョンの
Guest Additions が確実にインストールされ、仮想マシンの XML 構成ファイルの Oracle VDI へのインポートを妨げる
可能性がある、それらのファイルとの非互換問題を回避できます。

9.3.5. Oracle VM VirtualBox でホストされるデスクトップが表示されるのに起動し
ません
まれに、デスクトップが Oracle VM VirtualBox ホストに登録されたままで電源切断されることがあります。構成は
Oracle VDI データベースに保存されており、データはすべてストレージホストにあるため、2、3 分以上この状態にあ
るデスクトップは必要に応じて VirtualBox ホストから安全に削除できます。デスクトップを VirtualBox から手動で登
録解除するときは、必ずデスクトップのディスクイメージも登録解除してください。
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解決手順:
1. VirtualBox のインストール時に指定したユーザー (通常は「root」) としてログインします。
2. 仮想マシンの UUID を調べます:
• VBoxManage list vms を実行します。
• または、Oracle VDI Manager を使用して、「デスクトップのサマリー」タブに表示される ZFS ボリューム名を
取得します。UUID は、スラッシュに続く文字列です (例: f3ced2bb-d072-4efc-83c9-5a487872919d)。
3. VirtualBox ホストで仮想マシンを登録解除するには (このアクションでは Oracle VDI デスクトップは削除されませ
ん)、次を実行します:
VBoxManage unregistervm <uuid> -delete

4. VirtualBox ホストで仮想ディスクを登録解除するには (このアクションでは Oracle VDI デスクトップは削除されま
せん)、次を実行します:
VBoxManage unregisterimage disk <uuid>

9.3.6. My Oracle VM VirtualBox デスクトップの時間が大幅に遅れます
Windows では、ランダムアプリケーションによってタイマーの周波数をデフォルトの 100Hz (Oracle Solaris プラット
フォームで非常に高い VM パフォーマンスを実現) からそれより高い任意の値 (通常は 1kHz) に変更できます。
一般に、VBox.log (~/.VirtualBox/Machines/VDA/<VMNAME>/Logs/VBox.log) で「PIT: mode=... (ch=0)」を含む最後の
行を検索すると、現在のタイマー精度を正確に調べることができます。VM に割り当てられている CPU の数がデフォ
ルト (1) のままであるかぎり、これはすべてのゲスト OS に有効です。これは Oracle VDI で使用されるほとんどの構
成に対応しているはずです。
典型的な行は、PIT: mode=2 count=0x2ead (11949) - 99.85Hz (ch=0) および PIT: mode=2 count=0x4ad (1197) 996.81Hz (ch=0) です。
高タイマー精度を要求するアプリケーションが 1 つだけであると仮定した場合、実行中のすべてのアプリケーション
を 1 つずつ終了し、ログファイルでタイマー精度の低下を監視することで、そのアプリケーションを特定できます。
これは即座にわかります。
また、通常、prstat の出力からも、どの VM プロセスがほかのプロセスより多くの CPU 時間を消費しているかがわ
かります。これにより、一部の VM だけで 1kHz のタイマー精度を使用する場合は、対象の数を減らすことができま
す。
通常、Oracle VM VirtualBox ホスト上の VM の数がサーバー内の (実) CPU コアの数を超えるまで、タイマー精度
に起因するパフォーマンスの問題は発生しません。その理由は、CPU コアが完全にビジー状態になるような状況を
VirtualBox ができるかぎり回避しようと試みるためです。このような VM が多数存在する場合は、相互にブロックさ
れ、VM の時間が本来より大幅に遅れるという現象が顕著に現れます。

9.3.7. Oracle VM VirtualBox の高可用性要件は何ですか
Oracle VM VirtualBox 仮想化プラットフォームで高可用性を実現するには、少なくとも 2 台の VirtualBox ホストが
必要です。1 台の VirtualBox サーバーが停止した場合は、既存のすべてのデスクトップセッションが終了します。
その場合、使用可能なメモリーが十分存在するかぎり、ユーザーの要求に応じて、終了したセッションが残りの
VirtualBox サーバー上で再起動されます。
Oracle VDI、Sun Ray Software、および MySQL で高可用性を実現するには、2 台の Oracle VDI ホストが必要です。
このような冗長性をサポートするハードウェア構成の詳細は、「Oracle VDI Center およびホストについて」を参照し
てください。

9.3.8. VirtualBox ユーザーのパスワードを変更するには、どのようにしますか
Oracle VM VirtualBox ホストをデスクトッププロバイダに追加するとき、そのホストで VirtualBox を実行するユー
ザーのユーザー名とパスワードを指定します。これらの資格は、VirtualBox がインストールされたときに指定したも
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のと同じ資格です。Oracle VDI は、SSH を使用して VirtualBox ホストにアクセスする場合と、VirtualBox Web サー
ビスにアクセスする場合にこれらの資格を使用します。
VirtualBox ユーザーのパスワードを変更する前に、VirtualBox ホストの保守モードを有効にして、ユーザーの作業の中
断を最小限に抑えることをお勧めします。
VirtualBox ユーザーのパスワードを変更するには、次の手順をすべて実行する必要があります:
1. UNIX ユーザーのパスワードを変更します。
a. VirtualBox ホストに root ユーザーまたは VirtualBox ユーザーとしてログインします。
b. VirtualBox ユーザーのパスワードを変更します。
パスワードの変更に関する組織の標準ポリシーに従ってください。
たとえば、passwd コマンドを使用するには:
# /usr/bin/passwd
passwd: Changing password for root
New Password:
Re-enter new Password:
passwd: password successfully changed for root

2. VirtualBox Web サービスユーザーのパスワードを変更します。
a. VirtualBox ホストに root ユーザーとしてログインします。
b. 新しいパスワードのパスワードハッシュを生成します。
VirtualBox コマンド行を使用してハッシュを生成できます。
# VBoxManage internalcommands passwordhash <Password>

例:
# VBoxManage internalcommands passwordhash T0pSecr3t
Password hash: bfd5bde76fcee3c2e6fc583cd0541569a1d35d551c19d99b36a0ee7628b4b114

c. Web サービスユーザーのパスワードハッシュを変更します。
VirtualBox Web サービスは、VBoxAuthSimple ライブラリを使用して Web サービスユーザーを認証します。
ハッシュされたパスワードは、VirtualBox のグローバルな追加データ項目に格納されます。
# VBoxManage setextradata global VBoxAuthSimple/users/<User> <PasswordHash>

例:
# VBoxManage setextradata global VBoxAuthSimple/users/root \
bfd5bde76fcee3c2e6fc583cd0541569a1d35d551c19d99b36a0ee7628b4b114

d. 格納されている VirtualBox Web サービスユーザーのパスワードハッシュが正しいことを確認します。
# VBoxManage getextradata global VBoxAuthSimple/users/<User>

例:
# VBoxManage getextradata global VBoxAuthSimple/users/root
Value: bfd5bde76fcee3c2e6fc583cd0541569a1d35d551c19d99b36a0ee7628b4b114

3. Oracle VDI で VirtualBox ホストのパスワードを変更します。
a. Oracle VDI Manager で、「デスクトッププロバイダ」に移動します。
b. VirtualBox ホストを含むデスクトッププロバイダを選択します。
c. 「ホスト」タブに移動し、ホストを選択して、「編集」をクリックします。
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d. 「パスワード」フィールドに新しいパスワードを入力し、「次へ」をクリックして、変更済みの詳細を確認し
ます。
または、vda provider-host-setprops コマンドを使用してパスワードを変更します。

9.3.9. Internet Explorer でテキストがぼやけます
Internet Explorer でテキストがぼやける場合、Oracle VM VirtualBox でその領域がほぼ全画面のビデオとして間違って
解釈されている可能性があります。この問題は、Internet Explorer でブラウザウィンドウが再描画される方法に起因し
て発生します。
この問題を回避するには、Oracle VM VirtualBox でビデオとして検出および送信される領域を制限します。そのため
には、次のコマンドを使用して、プールのプロパティーを構成します:
/opt/SUNWvda/sbin/vda pool-setprops -p limited-rca-detection=enabled <PoolName>

このプロパティーを有効にすると、800 x 600 より大きく、全画面より小さい画面領域は縮小されなくなります。

9.3.10. デスクトッププロバイダにストレージを追加するときに、クリティカルア
ラートが表示されます
Oracle VM VirtualBox デスクトッププロバイダを作成したとき、または既存のプロバイダにストレージを追加し
て、Oracle Linux プラットフォームで VirtualBox ホストを実行したときに、Oracle VDI Manager にクリティカルア
ラートが表示されることがあります。コマンド行に、プロバイダのステータスが critical として表示されます。このア
ラートの解除には長い時間がかかるため、エラーが発生したように見える場合があります。
このアラートは、構成されたストレージの使用の準備がまだできていないために表示されます。VirtualBox ホストが
Oracle Linux プラットフォームで実行される場合、Oracle VDI は Oracle Cluster File System version 2 (OCFS2) を使
用してストレージをフォーマットします。このクリティカルアラートは、ストレージのフォーマットにかかる時間と
同じだけ表示されます。これは Sun ZFS および iSCSI ストレージタイプのみに影響し、ローカルファイルシステムお
よびネットワークファイルシステムのストレージタイプは影響を受けません。

9.3.11. デスクトッププロバイダからストレージを削除できません
問題: Oracle VDI Manager の「ストレージ」タブの「削除」ボタンが無効になっているため、デスクトッププロバイ
ダからストレージを削除できません。
解決方法: 最初にストレージの保守モードを有効にする必要があります。これにより、Oracle VDI はデスクトップを
別のストレージホストに移行し、必要に応じて OCFS2 ファイルシステムのマウントを解除します。ストレージが保
守モードになったら、削除できます。
ストレージがローカルストレージにあり、複数の仮想ホストが存在する場合、Oracle VDI は各ホストの空き領域とデ
スクトップ数を監視できるように、各仮想ホストのローカルストレージを自動的に作成します。ローカルストレージ
を削除する前に、すべてのローカルストレージの保守モードを有効にする必要があります。

9.3.12. ストレージを追加しようとすると「クラスタを停止できません」というエ
ラーで失敗します
問題: Oracle Linux VirtualBox デスクトッププロバイダに iSCSI または Sun ZFS ストレージをはじめて追加しよう
とすると、次のエラーで失敗します: 「ハートビート領域がまだアクティブなため、クラスタを停止できません」 エ
ラー。この問題は、実行中の Oracle Cluster File System version 2 (OCFS2) クラスタの停止が失敗することによって
発生します。
解決方法: OCFS2 サービスを停止し、iSCSI ターゲットを切断してから、再度ストレージを追加します。
OCFS2 サービスを停止して iSCSI ターゲットを切断するには、デスクトッププロバイダの各仮想ホストで次の手順
を実行します:
1. root で仮想化ホストにログインします。
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2. OCFS2 サービスを停止します。
# /etc/init.d/ocfs2 stop

このコマンドは、すべての OCFS2 ファイルシステムのマウントを解除し、すべての OCFS2 アクティビティーを
停止するはずです。
3. OCFS2 ファイルシステムが /vdi/<mount> にマウントされていないことを確認します。
mount コマンドを使用して、その場所に何かマウントされていないかを確認します。
ファイルシステムのマウントが解除されない場合は、次のコマンドを使用してマウントの解除を試みます:
# umount /vdi/<mount>

OCFS2 ファイルシステムのマウントを解除できない場合は、デバイスがビジー状態であることが原因です。次の
コマンドを使用して、マウントで実行されているすべてのプロセスを停止します:
# fuser -k /vdi/<mount>

4. O2CB クラスタサービスを停止します。
# /etc/init.d/o2cb offline
# /etc/init.d/o2cb unload

5. iSCSI ターゲットを切り離します。
iscsiadm -m session コマンドを使用して、ホスト上の iSCSI ターゲットを一覧表示します。例:
# iscsiadm -m session
tcp: [1] 192.168.1.100:3260,1 iqn.1986-03.com.sun:vdi:j4c4iwosixizjpniicm9:y29qlvunnmdnes5jolyu

この例では、セッション ID が角括弧内に表示され [1]、続いて iSCSI サーバーの IP アドレスとポート
(192.168.1.100:3260)、iSCSI ターゲット名 (iqn.1986-03.com.sun:vdi:j4c4iwosixizjpniicm9:y29qlvunnmdnes5jolyu)
の順に表示されます。
iSCSI ターゲットからログアウトします。
# iscsiadm -m node -T <targetname> -p <ip>:<port> --logout

例:
# iscsiadm -m node -T iqn.1986-03.com.sun:vdi:j4c4iwosixizjpniicm9:y29qlvunnmdnes5jolyu \
-p 192.168.1.100:3260 --logout

iSCSI ターゲットを削除します。
# iscsiadm -m node -T <targetname> -p <ip>:<port> -o delete

例:
# iscsiadm -m node -T iqn.1986-03.com.sun:vdi:j4c4iwosixizjpniicm9:y29qlvunnmdnes5jolyu \
-p 192.168.1.100:3260 -o delete

9.4. VMware vCenter デスクトッププロバイダ
9.4.1. VMware 仮想マシンにログインできません
この問題は、マシンのスナップショットが 30 日よりも古い場合に見られることがあります。詳細は、http://
support.microsoft.com/kb/154501 を参照してください

9.4.2. VMware が提供する Windows デスクトップにログインできません
ユーザーがリモートアクセス用に構成され、リモートアクセスの実行を許可されていることを確認します。
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9.4.3. VMware 仮想マシンの IP アドレスが無効になったり、ping に応答しないの
はなぜですか
1. ネットワーク接続インタフェースが Virtual Infrastructure Client の ESX サーバーに対して適切に構成されているこ
とを確認します。
2. ネットワークインタフェースが ESX サーバーに対して適切に構成されている場合:
ネットワークアダプタがテンプレートで有効になっていて、正しいネットワークに接続されていることを確認しま
す。
リースが十分で適切に構成された DHCP サーバーが、仮想マシンが動作するサブネットで稼働中であることを確
認します。
オンライン (http://www.vmware.com/support/pubs/vi_pubs.html) の VMware ドキュメントを参照してください

9.4.4. VMware 仮想マシンで MS RDC 接続を取得できません
1. 「システムのプロパティ」ダイアログの「リモート」タブで、有効になっていることを確認します。
これが有効になっている場合、問題はネットワーク設定に関係している可能性があります。
2. リモートデスクトップ接続クライアントを実行する Windows マシンから仮想マシンのサブネットにアクセスでき
ることを確認します。
仮想マシンのプライベートネットワークを設定している場合は、そのネットワーク上にないマシンからは仮想マシ
ンにアクセスできない可能性があります。

9.4.5. vCenter デスクトッププロバイダの作成が「VMware VirtualCenter にアクセ
スできません - ホストがポート 443 にアクセスできません」というエラーで失敗し
ます
このエラーは、VMware vCenter サーバーの証明書の期限が切れている場合に発生します。
期限切れの証明書を再生成する方法の詳細は、VMware ナレッジベースの記事 ID 1009092 を参照してください。
証明書を再生成すると、デスクトッププロバイダを正常に作成できるようになるはずです。

9.4.6. VMware デスクトッププールで、新しい仮想マシンが自動的に作成されます
が、それらを使用できません
1. 使用している仮想マシンに十分なディスク容量が残っていることを確認します。
プールのリサイクルポリシー設定に応じて、新たに作成された仮想マシンをユーザーに対して利用可能にする前
に、スナップショットが取得されます。この処理には十分なディスク容量が必要です。
2. Windows のゲスト OS インスタンスの RDP ポート (通常は 3389) が開いていることを確認します。
新たに作成された仮想マシンが利用可能になる前に、Virtual Desktop Connector は仮想マシンに対して RDP 通信
を確立できるかどうかを確認します。テストの成功を妨げるのは、次のような問題です:
• 仮想マシンがプライベートネットワーク上にあり、Virtual Desktop Connector によるアクセスができない。ネッ
トワーク構成を確認してください。
• Windows のゲスト OS でリモートアクセスが無効になっている。
• Windows のゲスト OS のファイアウォール設定が RDP 接続を許可していない。
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9.4.7. VMware 仮想マシンのクローニングプロセスが想定どおりに動作しません
新しい仮想マシンが使用できる状態になっているかどうかを確認するために、Oracle VDI はその仮想マシンへの RDP
接続を開こうとします。場合によっては、特に Vista 用にカスタマイズされた VM テンプレートを使用する場合は、
構築プロセスが完了する前に RDP が利用可能になることがあります。ただし、構築プロセスが完了する前に利用可能
になった仮想マシンは使用できません。
次の手順では、この問題を解決するために、カスタマイズされた仮想マシンテンプレート VMware カスタマイズ仕様
を設定する方法について説明します。仮想マシンテンプレートで RDP を無効にし、クローニング完了時にファイア
ウォールによって RDP がブロックされないようにする必要があります。
Windows XP VM (ステップ 3) および Windows Vista/Windows 7 VM (ステップ 4) の手動 Sysprep の準備も含まれま
す。
1. Windows の「コントロール パネル」の「システムのプロパティ」ダイアログの「リモート」セクションで、「リ
モート デスクトップ」チェックボックスがオフになっていることを確認することによって、RDP を無効にしま
す。

注記
Windows ファイアウォールを使用している場合は、「ファイアウォールの例外」の「リ
モート デスクトップ」の項目にチェックマークが付いていることを確認してください。
1. 次の内容のレジストリファイルを enableRdp.reg という名前で C:\ に作成します:
REGEDIT4
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal Server]
"fDenyTSConnections"=dword:00000000

enableRdp.reg ファイルは、Sysprep プロセスの最後に Windows レジストリで RDP を有効にするために使用され
ます。
2. Windows XP の手動 Sysprep では、セットアップマネージャーツールの「追加のコマンド」に次を含めます:
regedit /s C:\enableRdp.reg

セットアップマネージャーツールは、Sysprep の応答ファイルを作成するために使用されます。
3. Windows Vista または Windows 7 の手動 Sysprep およびカスタマイズ仕様では、次の内容のバッチファイルを
SetupComplete.cmd という名前で %WINDIR%\Setup\Scripts ディレクトリに作成します:
regedit /s C:\enableRdp.reg

Windows Vista は %WINDIR%\Setup\Scripts\SetupComplete.cmd を探し、Sysprep を含めたすべての設定プロセ
スの最後に実行します。%WINDIR% のデフォルト設定は、C:\Windows です。

9.4.8. VMware でホストされる仮想デスクトップが表示されるウィンドウがフリー
ズします
最初に RDP 接続を閉じずに仮想マシンを中断するか電源をオフにすると、ゲスト OS が終了しているのに RDP 接続
は有効なままです。その結果、Windows セッションの最新の既知の状態を表示しているウィンドウが応答しなくなり
ます。次の手順では、この問題を回避するために Virtual Infrastructure Client とゲストの OS の両方で「Run VMware
Tools Scripts」パネルを設定する方法を示します。
1. Virtual Infrastructure Client で「Run VMware Tools Scripts」パネルを構成します。
a. 特定の VM の「Edit Settings」を選択して、「Virtual Machine Properties」ページを表示します。
b. 「Options」タブをクリックします。
c. 「VMware Tools」を選択します。
ここでは、「Power Controls」の動作 (「Start」、「Stop」、「Suspend」、「Reset」) を変更できます。
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d. 「電源切断」スイッチ (赤い四角形) の横にある「ゲストのシャットダウン」を選択します。
これにより、「Power Controls」ボタンを押すと、ゲスト OS が正常にシャットダウンされます。
e. 「Run VMware Tools Scripts」パネルで、「Before Powering Off」チェックボックスにチェックマークを付け
ます。
2. 前述した手順 a. から e. を繰り返して、「Run VMware Tools Scripts」パネルをゲスト OS で構成します。
3. ゲスト OS の poweroff-vm-default.bat スクリプトを変更します。
ゲスト OS 上のインストール場所 (通常は C:\Program Files\VMware\VMware Tools) には、次のデフォルトスクリ
プトが含まれています:
poweroff-vm-default.bat
poweron-vm-default.bat
resume-vm-default.bat
suspend-vm-default.bat

4. poweroff-vm-default.bat スクリプトに tsdiscon.exe を追加します。
VMware Infrastructure Client から VM の電源をオフにしたときに最初に実行されるのが、poweroff-vm-default.bat
スクリプトです。このスクリプトが tsdiscon.exe を呼び出すようになり、それによって開いている RDP 接続がす
べて閉じられます。

9.4.9. VMware デスクトッププロバイダで新しいプールを作成しましたが、仮想マ
シンが自動的に作成されません
• プールのテンプレートが定義されていません。プールの構成が仮想マシンまたはテンプレートを参照していること
を確認してください。
• テンプレートのコピーを作成するために利用できる十分なディスク容量がありません。

9.4.10. 複数のネットワークアダプタを備えた VMware 仮想マシンはどのように使
用しますか
複数のネットワークインタフェースを備えた仮想マシンを使用すると、問題が発生する可能性があります。Oracle
VDI では、RDP がプライマリインタフェースで利用可能であると想定されます。RDP が実際には別のインタフェー
スで動作している場合は、マシンが正しく準備されないか、ユーザーに割り当てられない可能性があります。
どちらが正しいプライマリインタフェースであるのかを判別するときに問題が生じます。VMware ドキュメントに
は、Windows に表示されるものがプライマリインタフェースであると思わせる記述があります。しかし、そうではあ
りません。実際には、プライマリインタフェースは、VMware vCenter におけるネットワークアダプタの順序によっ
て決まります。番号が一番大きいネットワークアダプタ (通常、最後に追加されたもの) がプライマリネットワークア
ダプタになります。
プライマリアダプタのネットワークを変更するには:
1. VMware vCenter の仮想マシン設定を編集します。
2. 「ネットワークアダプタ 3」など、番号が一番大きいネットワークアダプタを選択します。
3. これがプライマリネットワークインタフェースです。ネットワークラベルを RDP 用の適切なネットワークに変更
します。
4. ほかのネットワークアダプタを調整して、適切なすべてのネットワークに仮想マシンが割り当てられるようにしな
ければならない場合があります。
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図9.1 VMware vCenter における仮想マシンのネットワーク設定

9.4.11. 未使用の VMware 仮想マシンがリサイクルされません
1. Windows のゲスト OS の電源オプションが、アイドル時にスタンバイになるように構成されていることを確認し
ます。
2. VMware Tools および Virtual Desktop Connector Tools が Windows のゲスト OS にインストールされ、動作して
いることを確認します。
Windows イベントログでツールに問題がないか確認します。
以前のリリースの Oracle VDI からデスクトップをインポートした場合は、デスクトップで最新バージョンの
Oracle VDI ツールが使用されていることを確認します。デスクトップコンソールを開き、「コントロール パネ
ル」>「プログラムの追加と削除」を選択します。Oracle VDI ツールのサポート情報を開きます。ツールのバー
ジョン番号は Oracle VDI のリリース番号と一致する必要があります。
3. 仮想マシンがスタンバイになったとき中断されるように構成されていることを確認します。
仮想マシンの設定 (「オプション」/「電源管理」) を調べ、「仮想マシンを中断する」項目が選択されていること
を確認してください。
4. Windows のゲスト OS が実際にスタンバイになり、使用されていない仮想マシンが中断されることを確認しま
す。

注記
Windows XP のスタンバイ機能に問題がある場合は、http://www.terranovum.com/projects/
energystar/ez_gpo.html を参照してください。EZ GPO には、電源オプションのグループポ
リシーが含まれています。

9.5. Microsoft Hyper-V および RDS デスクトッププロバイダ
9.5.1. Microsoft リモートデスクトッププロバイダに参加していない RDS ホストで
Oracle VDI によってセッションが開始されます。これが起こるのはなぜですか
ファームに参加している RDS ホストの一部だけをプロバイダに追加し、すべてを追加しているわけではない場合、
これが発生します。RDS ホストがファームに参加している場合、ユーザーが新しいセッションを取得しようとする
と、Oracle VDI でファーム名が検出され、リモートクライアントに返されます。したがって、Oracle VDI で認識され
ていなくても、ファームに参加している RDS ホストであれば、どのホストでもセッションを開始できます。
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このような理由から、ファームのすべての RDS ホストを Microsoft リモートデスクトッププロバイダに追加すること
を強くお勧めします。詳細は、「Microsoft RDS ファーム (NLB クラスタ) の管理」を参照してください。

9.5.2. Hyper-V デスクトップのクローニングが「MSiSCSI ターゲットリストを再読
み込みできません」というエラーで失敗します
デスクトップのクローニングプロセスでは、Hyper-V サーバー上の iscsicli コマンド行インタフェースを利用して、新
しいクローンにディスクを割り当てます。iscsicli コマンドは Hyper-V サーバーでハングアップすることがあり、その
結果、クローニングプロセスが「MSiSCSI ターゲットリストを再読み込みできません」というエラーで失敗します。
Oracle VDI では、Hyper-V サーバーで iscsicli コマンドをどのように実行するかを管理者が構成できる多数の設定がサ
ポートされています。これらのプロパティーは、vda コマンド行インタフェースを使用して変更できます。変更可能
な設定は次のとおりです:
msiscsi.timeout - Windows サーバーでの MSiSCSI 処理が完了するまで Oracle VDI が待機すべき時間。
msiscsi.retries - Windows サーバーで Oracle VDI がエラーを返す前に iSCSI ターゲットリストの読み込みを再試行す
る回数。
msiscsi.retry.interval - iSCSI の読み込み再試行の合間に Oracle VDI が待機すべき時間。
現在の設定値を確認するには、次のコマンドを使用します:
# /opt/SUNWvda/sbin/vda settings-getprops \
--property=msiscsi.timeout,msiscsi.retries,msiscsi.retry.interval

新しい値を設定するには、次のようなものを使用します:
# /opt/SUNWvda/sbin/vda settings-setprops \
--property=msiscsi.timeout=30,msiscsi.retries=10,msiscsi.retry.interval=15

特に、msiscsi.retry.interval プロパティーの値を大きくすると、iscsicli のエラーに起因するクローニング失敗の回数が
減ることが確認されています。

9.5.3. Microsoft リモートデスクトッププロバイダのファーム情報を入力して、
ファームに参加している個々の RDS ホストが Oracle VDI で検出されるようにする
ことはできますか
いいえ。そのようなことはできません。Oracle VDI でセッションに関する情報を収集し、それらのセッションを制御
できるようにする場合は、ファームに参加している個々の RDS ホストの管理者資格を入力して、Oracle VDI からそ
れらのホストにセッションに関する情報を問い合わせることができるようにする必要があります。
代わりに、リモートデスクトップサーバーファームだけを指定することもできますが、その場合は Oracle VDI でセッ
ション情報や負荷情報を使用できません。
詳細は、「Microsoft RDS ファーム (NLB クラスタ) の管理」を参照してください。

9.5.4. Oracle VDI が Windows サーバーと通信できません
2 つの Windows サーバー間で WinRM が HTTP を使用して通信できるかどうかテストします。
HTTP 要求を待機するように WinRM を構成するには、Windows プラットフォームで「winrm qc」を実行します。
別の Windows マシンで次のコマンドを実行します (ここで <IP> はテストする Windows サーバーの IP アドレスまた
はホスト名、<USER> はテストする Windows サーバーのローカル管理者です)。
C:\Documents and Settings\Administrator>winrm id -r:<IP> -u:<USER>
IdentifyResponse
ProtocolVersion = http://schemas.dmtf.org/wbem/wsman/1/wsman.xsd
ProductVendor = Microsoft Corporation
ProductVersion = OS: 5.2.3790 SP: 2.0 Stack: 1.1

このコマンドの実行時にエラーが発生した場合は、Windows サーバーで WinRM が正しく設定されていません。

204

Oracle VDI と Hyper-V 間の接続の問題

9.5.5. Oracle VDI と Hyper-V 間の接続の問題
デフォルトでは、Windows Server 2008 R2 は Windows Remote Management (WinRM) とともにインストールされ、
ユーザー 1 人当たりの同時実行操作は 15 に制限されています。ユーザー 1 人当たりの同時実行操作の数を確認する
には、Windows ホストで次のコマンドを実行します:
> winrm get winrm/config
...
Service
MaxConcurrentOperationsPerUser = 15
...

Oracle VDI の一部の配備では、この上限が低すぎるために、Oracle VDI と Hyper-V の間の通信に問題が発生すること
があります。通信の問題が存在する場合、通常は Cacao のログに次のエラーメッセージが含まれます:
SOAP Fault: The WS-Management service cannot process the request. The maximum
number of concurrent operations for this user has been exceeded. Close existing
operations for this user, or raise the quota for this user.
Actor:
Code: s:Receiver
Subcodes: w:InternalError
Detail: The WS-Management service cannot process the request. This user is
allowed a maximum number of 15 concurrent operations, which has been exceeded.
Close existing operations for this user, or raise the quota for this user.

このエラーメッセージが表示された場合の解決方法は、MaxConcurrentOperationsPerUser プロパティーを Oracle
VDI の配備状況に適した値まで大きくすることです。このプロパティーを変更するには、Hyper-V ホストで次のコマ
ンドを実行します:
> winrm set winrm/config/service @{MaxConcurrentOperationsPerUser="num"}

例:
> winrm set winrm/config/service @{MaxConcurrentOperationsPerUser="200"}

9.6. デスクトップとプール
9.6.1. ユーザーが常にデスクトップを使用できるようにするには、どのようにしま
すか
ユーザーのデスクトップの割り当てが柔軟割り当てではなく個人用割り当てであることを確認します。デスクトップ
の割り当てタイプの詳細は、「個人用デスクトップ割り当てと柔軟デスクトップ割り当ての違いは何ですか」を参照
してください。

9.6.2. デスクトップの起動が「デスクトッププロバイダ <Name> 用のデスクトップ
を起動する適切なホストがありません」というエラーで失敗します
「デスクトッププロバイダ <ProviderName> 用のデスクトップを起動する適切なホストがありません」というエラー
は、十分なメモリーを搭載したホストがデスクトッププロバイダに存在しなかったことを意味します。
Oracle VDI Manager の「デスクトッププロバイダ」>「ホスト」タブで、ホストで使用可能なメモリーを確認してく
ださい。

9.6.3. 個人用デスクトップ割り当てと柔軟デスクトップ割り当ての違いは何ですか
• 個人用割り当て: 個人用に (つまり静的に) 割り当てられたデスクトップは、物理コンピュータと同様、それらの
ユーザーが所有し、管理者が明示的に割り当てを削除するか、デスクトップを別のユーザーに再割り当てしないか
ぎり、リサイクルされたり、ほかのユーザーに対して利用可能になることはありません。
• 柔軟割り当て: 柔軟に (つまり動的に) 割り当てられたデスクトップは、ユーザーが一時的にのみ所有します。ユー
ザーがデスクトップからログアウトするか、デスクトップが使用されなくなると、それらのデスクトップはリサイ
クルされ、ほかのユーザーが使用できるようになります。リサイクルプロセスの一環として、デスクトップ割り当
てが削除されます。
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Oracle VDI の管理 GUI で特定のデスクトップを選択し、それをユーザーに明示的に割り当てると、個人用割り当てが
作成されます。
ユーザー (またはユーザーグループ) をプールに割り当てると、そのユーザーがはじめてデスクトップを要求したとき
(デスクトップに接続したとき)、必要に応じてデスクトップ割り当てが作成されます。割り当てのタイプ (個人用また
は柔軟) は、プールの設定によって異なります。このような構成は、「プール」 - 「設定」サブカテゴリでプールごと
に個別に行うことができます (デスクトップ割り当てに関するセクションを参照)。
割り当てタイプに加えて、各プールにデスクトップを追加する方法を指定することもできます。デスクトップを手動
でインポートすることも、指定したテンプレートからデスクトップを自動的にクローニングすることもできます (「ク
ローニング」サブカテゴリを参照)。
新しいプールを作成すると、割り当ておよびクローニングの構成のデフォルト設定が適用されます。便宜上、プール
ウィザードでは、「手動」、「動的」、および「拡張」のプールタイプを使用でき、これらはデフォルト設定のみが
異なります。プール設定はいつでも変更できます。プールタイプはどこにも格納されません - 初期のプール設定を定
義するだけのものであり、ショートカットとして提供されます。プールタイプの主な違いは次のとおりです:
• 動的プール: デスクトップはテンプレートからクローニングされます。柔軟デスクトップ割り当てがデフォルトで
す。
• 拡張プール: デスクトップはテンプレートからクローニングされます。個人用デスクトップ割り当てがデフォルトで
す。
• 手動プール: クローニングは無効です (デスクトップをインポートすることによって、このプールに手動で追加する
必要があります)。個人用デスクトップ割り当てがデフォルトです。
デスクトップのリサイクルが行われるのは、柔軟に割り当てられたデスクトップの場合のみです。デスクトッププロ
バイダとは関係しません。

9.6.4. Oracle VDI の高速準備が失敗します
FastPrep はさまざまな理由で失敗することがありますが、もっとも一般的な理由はネットワークとユーザーのアクセ
ス権です。テンプレート (およびクローン) で、使用されるドメイン名が常に正しく解決できるようにしてください。
また、指定のドメイン管理者やデスクトップ管理者に適切なアクセス権があることを確認してください。
FastPrep が失敗した場合は、通常、Windows システムエラーコードが返されます。これらのエラーコードは MSDN
で確認できます:
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms681381(VS.85).aspx
次にいくつかの例を示します:
1326 = ログオン失敗: ユーザー名が不明か、パスワードが間違っています。
- ドメイン管理者とパスワードを確認してください
1355 = 指定したドメインが存在しないか、そのドメインにアクセスできませんでした。
- ドメインのスペルを確認し、デスクトップでドメイン名が解決できるようにしてください。通常は、不適切な DNS
設定が原因になっています。Oracle VM VirtualBox NAT ネットワークを使用している場合は、/etc/resolv.conf でホス
トの DNS サーバーが正しいことを確認してください。

9.6.5. シンクライアントのグループをプールに割り当てるために、トークン名でワ
イルドカードを使用してそれらのシンクライアントを表すことができますか
いいえ、ただし Oracle VDI では、すべての Sun Ray クライアントまたはすべてのスマートカードをプールに割り当
てるための 2 つの特別なトークンが定義されています。
AnySunRayClient.000 は定義済みのトークンで、すべての Sun Ray クライアント (Sun Ray ハードウェアおよび
Oracle Virtual Desktop Client) を 1 つのプールに割り当てます。Sun Ray クライアントをスマートカードなしで使用す
る場合、ユーザーはプールからデスクトップを取得します。
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AnySmartCard.000 は定義済みのトークンで、すべてのスマートカードを 1 つのプールに割り当てます。スマート
カードを装着して Sun Ray クライアントを使用する場合、ユーザーはプールからデスクトップを取得します。
代わりに、「トークンをユーザーに割り当てる方法」で説明されているように、Oracle VDI の CLI を使用して、トー
クンをまとめて作成し、それらをユーザーに関連付けることができます。その後、ユーザーディレクトリ内の既存の
ユーザーグループを基準にするか、カスタムグループを使用して特に Oracle VDI インストール用に定義したグループ
を基準にして、プールの割り当てを行うことができます。

9.6.6. Ubuntu デスクトップでのオーディオ再生が遅すぎます。どうすればよいです
か
ゲストデスクトップの alsa ドライバは、ac97 ハードウェアクロックを自動的に検出しようとします。この方式
は、Oracle VM VirtualBox ac97 エミュレーションには対応していません。正確に見えても実際にはそうでない結果が
取得され、その結果に基づいてクロック周波数が計算されるため、値が不適切な場合もあります。alsa_base.conf の
ac97_clock オプションを使用すると、自動検出が無効になります。
自動検出を無効にするには:
1. Ubuntu デスクトップのコマンド行で次を実行します。
# sudo gedit /etc/modprobe.d/alsa-base.conf

2. alsa-base.conf ファイルの末尾に次の行を追加します。
options snd-intel8x0 ac97_clock=48000

3. デスクトップを再起動します。

9.6.7. Oracle VM VirtualBox でホストされるデスクトップのオーディオ構成を
Oracle VDI Manager で変更したあと、オーディオが再生されません
デスクトップの構成 (オーディオなど) を Oracle VDI Manager で変更した場合、Oracle VM VirtualBox ホストでデス
クトップが登録解除/再登録されるまで、その変更は適用されません。デスクトップを再起動しただけでは、この処理
は行われません。登録解除/登録を強制的に実行するには、Oracle VDI Manager で「電源切断」または「シャットダウ
ン」を選択し、「起動」を選択します。

9.6.8. Sun Ray に対して USB リダイレクションを指定するには、どのようにしま
すか
Sun Ray の管理 GUI を使用して、キオスクセッションパラメータを調整できます。詳細は、「Oracle VDI Sun Ray
キオスクセッションについて」および「バンドル版の Sun Ray キオスクセッションの変更方法」を参照してくだ
さい。uttsc に固有のほかの設定の後ろに、目的のドライブマッピングを追加します: <specific settings for Desktop
Selector> - <any other uttsc specific settings> -r disk:<drive name>=<path>

9.6.9. USB デバイスが検出されません
「USB リダイレクトを有効にする方法」に、USB デバイスのサポートを構成する方法の詳細が記載されています。デ
スクトップで USB デバイスが検出されない場合は、次の手順に従います:
• プールで USB リダイレクションが有効になっていることを確認します。
• クライアントが USB リダイレクションをサポートしていることを確認します。
各クライアントによってサポートされる機能の一覧については、「デスクトップアクセスについて」を参照してく
ださい。
• Sun Ray クライアントが最新のファームウェアを使用していることを確認します。
Sun Ray クライアントのファームウェアの更新手順については、『Sun Ray Software 5.3 管理ガイド』の「Sun
Ray クライアントのファームウェア」を参照してください。
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• USB デバイスが USB 2.0 デバイスの場合は、USB 2.0 (EHCI) コントローラがデスクトップまたはテンプレートで
構成されていて、仮想マシンで有効になっていることを確認します。
• プールの RDP プロトコルとして MS-RDP が選択されている場合は、Sun Ray Windows コネクタの USB リダイレ
クションコンポーネントがデスクトップまたはテンプレートにインストールされていることを確認します。
• VMware vCenter または Microsoft Hyper-V デスクトッププロバイダの場合は、USB ドライバがテンプレートまたは
デスクトップにインストールされていることを確認します。
• Oracle VDI Hypervisor デスクトッププロバイダの場合:
• デスクトッププロバイダが、Oracle VDI のリリースに付属の Oracle VM VirtualBox のリリースを使用しているこ
とを確認します。
• デスクトップまたはテンプレートが正しいバージョンの Oracle VM VirtualBox Guest Additions を使用しているこ
とを確認します。
「VirtualBox Guest Additions のバージョンの確認」を参照してください

9.6.10. MS-RDP と VRDP の違いは何ですか
違いの詳細は、「VRDP と MS-RDP の間の選択」を参照してください。

9.6.11. Sysprep のタイムゾーン設定がホストのタイムゾーンと一致しない場合にク
ローニングが失敗します
Sysprep プロセスでは、クローニングの前にテンプレートのタイムゾーン設定を削除し、代わりにデフォルトの
Sysprep 設定 (GMT) を使用します。仮想化ホストのタイムゾーンが GMT と異なる場合は、不一致が原因でクローニ
ングが失敗します。この問題の回避方法は次のとおりです:
1. プールの「クローニング」タブでクローニングを無効にします。
2. 「クローニング」タブの「システムの準備」セクションで、「編集」をクリックします。
3. 「システムの準備の編集」ウィンドウで、「タイムゾーン」の設定を 85 から各地の適切なタイムゾーンコードに
変更します。
たとえば、インド標準時のタイムゾーンコードは 190 です。
4. 「保存」をクリックします。
5. プールのクローニングを有効にして、問題をまだ再現できるかどうかを確認します。

9.6.12. VirtualBox Guest Additions のバージョンの確認
デスクトップの問題のトラブルシューティングを行うときは、デスクトップにインストールされている Oracle VM
VirtualBox Guest Additions のバージョンを確認するとよいでしょう。Guest Additions のバージョンは Oracle VDI
Manager とコマンド行で確認できますが、デスクトップまたはテンプレートの実行中にのみ確認できます。
Oracle VDI Manager で:
1. 「プール」に移動し、プールを選択します。
2. 「デスクトップ」または「テンプレート」タブに移動し、デスクトップまたはテンプレートを選択します。
3. 「仮想マシン」リンクをクリックします。
Guest Additions のバージョンはこのページに表示されます。
コマンド行で:
• デスクトップの Guest Aditions のバージョンを表示するには、vda desktop-show <desktop> コマンドを使用しま
す。
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• テンプレートの Guest Aditions のバージョンを表示するには、vda template-show <template> コマンドを使用しま
す。
<desktop> または <template> を特定するには、「デスクトップまたはテンプレートの ID の取得」を参照してくださ
い。

9.6.13. デスクトップの起動が「状態を取得中にエラーが発生しました」という
メッセージで失敗します
デスクトップの起動が失敗し、Cacao のログに次のメッセージが表示されることがあります:
FINER: thr#7620 THROW com.sun.vda.service.api.ServiceException: Error getting
state for desktop 'Win700000016' on host 'vdi1.example.com'.
at com.sun.vda.service.vbox.VBDesktop.start(VBDesktop.java:1299)
at com.sun.vda.service.vbox.VBDesktop.start(VBDesktop.java:1276)
....

この問題は、起動に失敗したデスクトップと同じ名前を持つ既存の登録済み仮想マシン (VM) が存在するが、何らか
の理由でその既存の VM にアクセスできないために発生します。
解決方法は、アクセスできない VM の登録を次のように解除することです:
1. 起動に失敗したデスクトップをホストしていた VirtualBox ホストに VirtualBox ユーザー (通常は root) としてログ
インします。
2. 次の例のように、VBoxManage list vms コマンドを使用して、ホスト上のすべての登録済み VM を一覧表示しま
す:
# VBoxManage list vms
"Win700000013" {a7aeff15-f6fb-4c10-bbf4-499bb568c551}
"<inaccessible>" {15a0fdd9-69cb-4de2-b4a9-954633917f82}
"Win700000008" {405b5579-793b-4e80-9f60-0b2df73ebadc}
"Win700000019" {c47d23dc-875f-45c3-820d-bf64d013019f}

この出力には、"Win700000013" のように引用符で囲まれた VM 名と、{a7aeff15-f6fb-4c10-bbf4-499bb568c551}
のように中括弧で囲まれた VM の UUID が一覧表示されます。上の例のように、アクセスできない VM には名前
の代わりに <inaccessible> と表示されます。
3. アクセスできないすべての VM の登録を解除します。
VM の登録を解除するには、次の例のように VBoxManage unregistervm <UUID> コマンドを使用します:
# VBoxManage unregistervm 15a0fdd9-69cb-4de2-b4a9-954633917f82

アクセスできない VM を削除したあと、失敗したデスクトップを起動できるはずです。

9.7. デスクトップへのログインとアクセス
9.7.1. ユーザーが各自のデスクトップにアクセスできません
1. 端末で、次のコマンドをトリガーします:
/opt/SUNWvda/lib/vda-client -u <user>

2. 処理が想定どおりに進んだ場合、vda-client によって対応するデスクトップの起動がトリガーされ、ユーザー
のデスクトップにアクセスするための IP (10.16.46.208 など) または DNS 名 (xpdesktop01 など) が返される
はずです。RDP ポートがデフォルトと異なる場合は、IP/DNS 名に追加されます (10.16.46.208:49259 または
xpdesktop01:49259 など)。
3. その情報により、デスクトップへの RDP 接続を確立できるようになっているはずです。
4. vda-client によって IP または DNS 名が返されない場合、Oracle VDI はユーザーディレクトリ内のユーザー ID を
解決できない可能性があります。
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それを確認するには、「ユーザーディレクトリで何らかの問題が発生しています。さらに詳しい情報を記録するよ
うにログレベルを調整してもよいですか」の説明に従って、ディレクトリサービスに対するログレベルを変更しま
す。
5. Cacao ログファイルで次のタイプのエントリを確認します:
FINEST: userId=<user ID> -> DN=<dn>

詳細は、「Oracle VDI ログファイルを確認する方法」を参照してください。
6. <dn> が null の場合は、ユーザー ID <test user> に一致するユーザーがユーザーディレクトリで見つからなかった
ことを意味します。「LDAP フィルタと属性の編集方法」の説明に従って、属性 ldap.userid.attributes のリストを
ディレクトリスキーマに合わせてカスタマイズする必要がある場合があります。
7. <dn> が null でない場合は、ユーザー ID <test user> に一致するユーザーがユーザーディレクトリで正常に見つ
かったことを意味します。

9.7.2. ユーザーはログインできますが、デスクトップが応答しません
ユーザーが Oracle VDI にログインできても、仮想マシンが応答しないためにデスクトップを使用できない場合があり
ます。
このような場合の解決方法は、デスクトップを再起動することです。これは、管理者が実行することも (たとえ
ば、vda desktop-restart コマンドを使用)、ユーザーが実行することもできます。
ユーザーがデスクトップを再起動する場合は、マウスを画面上部に移動し、リモートデスクトップのプルダウンメ
ニューで「X」をクリックすることによって、最初にデスクトップから切断する必要があります。デスクトップセレク
タ画面が表示されたら、応答のないデスクトップを選択し、「リセット」ボタンをクリックしてそのデスクトップを
再起動します。デスクトップの再起動は従来の PC をリブートする場合と同様であり、未保存のデータが失われる可
能性があるという警告も表示されます。デスクトップがリブートされると、デスクトップセレクタ画面から接続でき
るようになります。次のプロバイダタイプによって提供されるデスクトップは、この方法では再起動できません:
• 汎用デスクトッププロバイダ
• Microsoft リモートデスクトッププロバイダ
• Sun Ray キオスクセッションプロバイダ

9.7.3. エラー - 「現在利用可能または割り当てられているデスクトップはありませ
ん」
Oracle VDI では、通常、次のような理由で上記のメッセージが返されます:
• ユーザーに直接割り当てられたデスクトップがない。
• ユーザーにプールが割り当てられているが、プール内のデスクトップが使用できないか、自由に使用できるものが
ない。
• デスクトップは選択されているが、使用不可の状態になっている (通常は、何らかの理由でデスクトップの起動が失
敗しています)。
このメッセージが表示されたら、Cacao ログファイルを確認してください (「Oracle VDI ログファイルを確認する方
法」を参照してください)。
根本原因を明らかにするには、次の手順に従います:
1. デスクトップ/プールの割り当てがシステムで正しく認識されていることを確認します。
Oracle VDI のキオスクログインでは、内部 CLI (vda-client) を使用してその情報を取得できます。この CLI は、次
のように端末から手動でトリガーできます (root 特権は不要です):
$ /opt/SUNWvda/lib/vda-client -a query -u <user>
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Password: xxxxx
Windows 7,Windows7000003,8,User

この CLI はユーザーのパスワードを要求します。したがって、キオスクセッションログイン画面と同じ資格情報
を入力する必要があります (システムで認証が無効になっている場合も、vda-client CLI はパスワードを要求します
が、空のままにして構いません - この場合、入力は検証されません)。
何も問題がなければ、デスクトップ/プールの割り当ての CSV リストが提供されるはずです。形式は次のように
なっています
<pool name>,<desktop name>,<desktop ID>,<origin>
ここでエラーが表示されるか、割り当てが報告されない場合は、Cacao ログを確認してください。vda-client 要求
を処理する ClientRequestWorker のエントリを探してください:
...
Jun 26, 2009 12:10:47 PM com.sun.vda.service.client.ClientRequestWorker run
FINEST: Received request from vda-client (127.0.0.1): query(user=username)
...
Jun 26, 2009 12:10:49 PM com.sun.vda.service.client.ClientRequestWorker run
FINEST: Sent response to vda-client: Windows 7,Windows70000003,8,User
...

問題の原因としては、次のような複数のことが考えられます:
• 認証が失敗しました
• LDAP でユーザー名が見つからず、その結果どのユーザー DN も特定できませんでした
• 特定したユーザー DN に対するデスクトップ割り当てが見つかりませんでした。
要求の受信と応答の送信の間のログエントリから、何らかの洞察を得ることができるはずです。
2. ステップ 2 が正しく終了したら、ユーザーのデスクトップを要求します。
この処理も vda-client CLI で行うことができます:
$ /opt/SUNWvda/lib/vda-client -a start -u <user> \
[-P <poolname> [-D <desktopId>]]
Password: xxxxx
servername:49281

<poolname> パラメータと <desktopId> パラメータは、複数のデスクトップが割り当てられていて、特定のデスク
トップを起動する場合にのみ必要です。割り当てられているデスクトップまたはプールが 1 つしか存在しない場
合 (または単にデフォルトデスクトップを起動する場合)、これらのパラメータを指定する必要はありません。問題
がなければ、CLI によってユーザーのデスクトップ/仮想マシンの名前 (または IP) が返され、必要に応じて、その
あとにコロンと RDP ポート番号が付けられます。
処理に失敗した場合 (CLI によってエラーが報告された場合)、再度ログを確認することをお勧めします:
...
Jun 26, 2009 12:25:14 PM com.sun.vda.service.client.ClientRequestWorker run
FINEST: Received request from vda-client (127.0.0.1): start(user=username)
....
Jun 26, 2009 12:25:18 PM com.sun.vda.service.client.ClientRequestWorker run
FINEST: Sent response to vda-client: servername:49281
....

ここでも、要求の受信と応答の送信の間のログエントリから、何らかの問題に関する洞察を得ることができるはずで
す。
1 つの一般的な問題は、デスクトップを起動する適切なホストが見つかっていないことです。その場合、最初にデス
クトップ/仮想マシンを実行するためのメモリーが使用可能かどうかを確認することをお勧めします。

9.7.4. デスクトップログイン画面はカスタマイズできますか
いくつか制限はありますが、Sun Ray クライアントに表示される Oracle VDI ログイン画面は調整可能です。
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会社のロゴ (左上) を追加したり、デスクトップログイン/選択ダイアログ (画面中央) の背景をカスタムイメージに置
き換えたりすることができます。ただし、ボタンや入力要素のテキスト位置や色を変更することはできません。この
制限により、固定サイズの背景イメージも必要です - それ以外の場合、ダイアログの入力要素が画面上の不適切な位
置に表示されます。
カスタムイメージは、/etc/opt/SUNWkio/sessions/vda のキオスクセッションディレクトリに配置します - ファイルに
対するアクセス権 (すべてのユーザーが読み取り可能) が正しいことを確認してください。ファイル名は、それぞれ
dialog_background.png および company_logo.png にする必要があります。手始めに、次のサンプル背景イメージをダ
ウンロードし、必要な変更を加えてみることをお勧めします。
既存の Sun Ray キオスクセッションを終了するか (終了ボタンをクリック)、Sun Ray サービスのコールドリスタート
を実行して新しいキオスクセッションを強制的に作成します。Oracle VDI のログイン/デスクトップ選択画面にイメー
ジが表示されるようになったはずです。

図9.2 カスタマイズ後のデスクトップログイン画面における会社のロゴの位置

もう 1 つのより複雑な方法は、デフォルトの Oracle VDI キオスクセッションを調整後のバージョンで置き換えること
です。Oracle VDI の Web サービス API には、Oracle VDI サービスと通信して、割り当てられているデスクトップの
リストを取得したり、デスクトップを起動したりするのに必要な機能がすべて用意されています。この Web サービス
API を使用すると、独自の GUI (ログイン画面およびデスクトップセレクタ) を作成できますが、その場合は必要なプ
ログラミング作業が増えます。

9.7.5. Sun Ray クライアントの電源を一度切って入れ直すと、仮想マシンに接続で
きなくなります
1. 接続可能な仮想マシンがあることを確認します。
2. ゲストオペレーティングシステムでリモートアクセスが正しく構成されていることを確認します。
3. Oracle VDI ホストが vCenter または Oracle VM VirtualBox ホストのいずれかと通信できることを確認します。
vCenter サーバーのファイアウォールによって通信がブロックされている可能性があります。
ユーザー名またはパスワードが間違っている可能性があります。
4. Windows のゲスト OS に VMware のツールがインストールされていることを確認します。
5. Microsoft RDP を使用して Windows 7 デスクトップに接続する場合は、ユーザーに 30 秒以内にログインしてもら
うようにします。
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Windows 7 のデフォルトでは、30 秒以内にログインする人がいないと、RDP 接続が切断されます。

9.7.6. ネットワークが有効でないことが原因でユーザーが Ubuntu 8.04 デスクトッ
プにログインできません
Ubuntu のネットワーク動作は旧式の「Debian スタイル」であるため、MAC アドレスを変更するたびに (クローンの
たびに)、ネットワークインタフェース名が 1 上がるようになっています。その結果、稼働中のネットワーク構成を取
得するには、管理者がマウスを数回クリックする必要があります。この問題の唯一の解決方法は、テンプレート準備
時に Oracle VM VirtualBox の MAC アドレス範囲 (08:00:27:*) を /lib/udev/rules.d/75-persistent-net-generator.rules の
「永続ネット」機構から除外し、/etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules を削除することです。
永続ネットの変更の詳細は、http://ubuntuforums.org/archive/index.php/t-1045715.html を参照してください。

9.7.7. client.autoredirect プロパティーを使用してクライアントリダイレクションを
管理するには、どのようにしますか
ユーザーがセッションから切断すると、デフォルトでは、最初にアクセスした Sun Ray サーバーにリダイレクトされ
ます。vda コマンド行インタフェースを使用して、リダイレクション動作を構成できます。
たとえば、デフォルトの動作が変更されている場合にそれを復元するために、最初にアクセスした Sun Ray サーバー
にリダイレクトされるようにするには、次の設定で明示的にそれを指定できます:
# /opt/SUNWvda/sbin/vda settings-setprops -p client.autoredirect.firstserver=enabled

次の設定を使用して、ユーザーをそのホームサーバーに誘導できます:
# /opt/SUNWvda/sbin/vda settings-setprops -p client.autoredirect.homeserver=enabled

9.7.8. Windows XP Professional と Microsoft RDP でホットデスクリダイレクトが
動作しません
Windows XP Professional 仮想デスクトップでは、Microsoft RDP (MS-RDP) をプールのデスクトッププロトコルとし
て選択した場合、元の VDI Center へのホットデスクリダイレクトが動作しません。
Windows デスクトップでは、Oracle VDI はデスクトップの切断とデスクトップからのログアウトを区別できます。
ユーザーが Windows のスタートメニューから「スタート」>「ログアウト」の順に選択すると、ユーザーが Windows
デスクトップおよび Oracle VDI (キオスク) セッションからログアウトされます。ユーザーが「スタート」 > 「切断」
を選択すると、ユーザーが Windows デスクトップから切断されますが、VDI にはログインしたままになります。ユー
ザーは、切断されたがログアウトされていない場合、デスクトップ選択画面に戻り、再度ログインしなくても、別の
デスクトップの選択などを行うことができます。この切断の動作は client.logout.always の設定によって制御され、こ
の設定はセキュリティー上の理由によりデフォルトで有効になっています。これが有効になっている場合、ユーザー
は Windows デスクトップから切断されるとただちに Oracle VDI からログアウトされます。しかし、この設定が無効
になっていると、切断しても Oracle VDI セッションからはログアウトされません。
Oracle VDI のログアウトプロセスの一環として、Sun Ray クライアントが初期に/最初にアクセスした Oracle
VDI Center にリダイレクトされます。この動作は、複数の VDI Center を扱う場合に特に有用です。残念なが
ら、Windows XP Professional 仮想デスクトップでは、デスクトップを表示するために Microsoft RDP (MS-RDP) が
使用されている (およびデスクトップがドメインに参加している) 場合はログアウトと切断の区別が機能しません。こ
の場合、Windows XP は誤った終了コードを返すため、Oracle VDI は「スタート」 > 「ログアウト」をデスクトップ
の切断として解釈します。その結果、ユーザーは Oracle VDI からログアウトされず、Sun Ray クライアントは初期の
Oracle VDI Center にリダイレクトされません。
回避方法は、MS RDP の代わりに VirtualBox RDP (VRDP) を使用して、ユーザーがデスクトップから切断したときに
常に Oracle VDI からログアウトされるようにすることです。上で説明したように、client.logout.always の設定はデ
フォルトですでに有効になっています。この動作を変更した場合は、次のコマンドを使用してリセットできます:
# /opt/SUNWvda/sbin/vda settings-setprops -p client.logout.always=Enabled
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9.8. 管理ツール
9.8.1. Oracle VDI Manager にログインできません
cacao または vda サービスに問題がある可能性があります
1. Oracle VDI ホストが仮想マシンにアクセスする場合は、マシンに十分な RAM があることを確認します
2. 「システムが想定どおりに応答しません」の説明に従って、cacao と vda サービスのステータスを確認します。
3. サービスを再起動してみてください:
/opt/SUNWvda/sbin/vda-service restart

9.8.2. Oracle VDI Manager に正常にログインしたあと、画面が空白になります
MySQL データベースに問題がある可能性があります
1. サービスを再起動してみてください
/opt/SUNWvda/sbin/vda-service restart

2. 問題が解決しない場合は、MySQL データベースをトラブルシューティングする必要があります:
Oracle VDI の組み込み MySQL サーバーデータベースを使用している場合は、このデータベースによる物理リソー
スに対する要求は非常に厳しいことを認識しておくことが重要で、特に CPU 電力、RAM、およびネットワーク帯
域幅に関係します。常に最初に確認すべきことは、ネットワーク接続が確立されているかどうかと、データベース
サービスが実行されていることです。
次のコマンドを実行して、組み込み MySQL サーバーデータベースのマスターおよびスレーブ (構成されている場
合) が実行されているかどうかを確認します。
/opt/SUNWvda/sbin/vda-db-status

Oracle Solaris プラットフォームでは、次のコマンドを使用して、マスターホストまたはスレーブホストのデータ
ベースのステータスを確認することもできます:
# svcs svc:/application/database/vdadb:default

何も問題がない場合は、次のように表示されるはずです:
STATE STIME FMRI
online Mrz_18 svc:/application/database/vdadb:default

データベースサービスが実行されていない場合は、開始します。
Oracle Solaris プラットフォームでは、次のいずれかのコマンドを使用します:
# svcadm enable svc:/application/database/vdadb:default
# svcadm clear svc:/application/database/vdadb:default

Linux プラットフォームでは、次のコマンドを使用します:
# /etc/init.d/vda-db-init start

いずれも役立たない場合は、データベースの問題の考えられる根本原因 を MySQL のログファイルで確認してくださ
い。ログファイルは /var/opt/SUNWvda/mysql にあります。MySQL Cluster のログファイルの形式に関する情報は、
公式の MySQL ドキュメント (「MySQL Cluster Log Messages」) に記載されています。

9.8.3. エラー - 「整合性のある応答が保証できなくなったため、ログアウトされま
した」
トラブルシューティング項目の「Oracle VDI Manager にログインできません」を参照してください。
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9.8.4. Oracle VDI ホストのパスワードを変更するには、どのようにしますか
Oracle VDI ホストの root パスワードを変更する必要がある場合は、次の UNIX コマンドを実行します。
# passwd root
New Password: <enter new password>
Re-enter new Password: <confirm>

9.8.5. リモート MySQL データベースのパスワードを変更するには、どのようにし
ますか
(外部データベースを使用する) Oracle VDI の初期構成時に、Oracle VDI データベースのユーザーアカウント (デフォ
ルトは vdadb) が作成されています。
1. MySQL 側でこのパスワードを変更するには、次の MySQL CLI コマンドを使用します。
mysql> UPDATE mysql.user SET password=PASSWORD('<new_password>') WHERE user='vdadb';
mysql> FLUSH PRIVILEGES;

2. Oracle VDI でパスワードを変更するには、Oracle VDI を再構成します。
「ホストでの Oracle VDI の再構成」を参照してください

9.8.6. MySQL データベースにすべての Sun Ray Software 構成が格納されますか
いいえ、Sun Ray Software 構成は LDAP ベースのデータストアに格納されます。

9.8.7. vda コマンドでは Oracle VDI が実行されていないと報告されるのに、ほかの
コマンドでは実行されていると報告されます
問題: vda コマンドを実行すると、次のエラーメッセージが表示されます:「このサーバーで Oracle Virtual Desktop
Infrastructure が実行されていないため、このコマンドは使用できません」。ただし、cacaoadm および vda-db-status
コマンドを実行すると、Oracle VDI が実行されていることが示されます。
解決方法: /etc/hosts ファイルを確認して、localhost に IPv6 エントリがあるかどうかを調べます。ある場合は、その
エントリをコメントアウトして、再度 vda コマンドを実行します。

9.8.8. Oracle VDI Manager の「ユーザーおよびグループ」にユーザーが表示されま
せん
特に、ユーザーディレクトリが OpenLDAP または Novell eDirectory の場合、付録C ユーザーディレクトリの LDAP
フィルタと属性の説明に従って、LDAP フィルタ ldap.user.object.filter および ldap.user.search.filter をカスタマイズ
する必要がある可能性があります。

9.8.9. 長い履歴を保持できるように Cacao ログ動作を変更することはできますか
はい。「Oracle VDI の記録の変更方法」を参照してください。

9.8.10. Oracle VDI Manager を使用してジョブを取り消しても、そのジョブが終了
しません
アクティブなジョブをすべて強制的に中止できます:
1. Oracle VDI サービスが実行されていることを確認します。
2. シェルで次のコマンドを入力します:
# /opt/SUNWvda/mysql/bin/mysql \
--defaults-file=/etc/opt/SUNWvda/my.cnf -D vda -u root -p -e "UPDATE \
t_job SET status = 'CANCELED', endtime = NOW() \
WHERE status IN ('RUNNING','QUEUED','CANCELLING') AND type <> 'DESTROY_POOL'"
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3. パスワードの入力を求められたら、プライマリホストで Oracle VDI を構成するときに選択した MySQL データ
ベース管理者のパスワードを入力します。
管理者のパスワードが自動的に生成された場合は、「組み込み MySQL サーバーデータベースにログインするに
は、どのようにしますか」を参照してください。
リモート MySQL データベースを使用している場合は、リモートデータベース管理者のユーザーとパスワードを使
用してください。

9.8.11. Oracle VDI ログのログレベルを調整できますか
デフォルトでは、すべての Oracle VDI サービスメッセージが Cacao ログファイルに記録されます。ログレベルまた
はログ履歴を変更するには、「Oracle VDI ログファイルを確認する方法」を参照してください。

9.8.12. 組み込み MySQL サーバーデータベースにログインするには、どのようにし
ますか
注意
設定およびデータを変更するための Oracle VDI データベースへのログインはサポートされ
ていません。これらのタスクを実行する場合は、Oracle VDI 管理ツールのみを使用します。
1. データベースパスワードを取得します。
Oracle VDI Center でプライマリホストを構成し、組み込み MySQL サーバーデータベースを使用する場合は、
データベース管理者のパスワードを独自に指定することも、パスワードを自動的に生成することもできます。
パスワードを取得するには、root で次のコマンドを実行します:
# /opt/SUNWvda/sbin/vda-center getprops -s vda.password

注意
パスワードは平文で表示されます。ほかのだれにも画面を見られないようにしてくださ
い。
2. 組み込みの Oracle VDI MySQL サーバーデータベースにログインします。
マスターデータベースまたはスレーブデータベースのある Oracle VDI ホストで、root で次のコマンドを実行しま
す:
# /opt/SUNWvda/mysql/bin/mysql --defaults-file=/etc/opt/SUNWvda/my.cnf -u root -p

要求されたら、管理者のパスワードを入力します。

9.9. Oracle VDI
9.9.1. Oracle VDI を x2270 ハードウェアで実行すると、断続的にハングアップしま
す
Oracle Solaris ahci ドライバのバグが原因で、Oracle VDI を Sun x2270 ハードウェア上の Oracle Solaris 10 10/09 ま
たは Oracle Solaris 10 9/10 で実行すると、ハングアップすることがあります。
この問題を回避するには、/etc/system ファイルに次の行を追加して、サーバーをリブートします:
set idle_cpu_no_deep_c = 1

9.9.2. システムが想定どおりに応答しません
vda サービスを再起動することをお勧めします。
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共通エージェントコンテナを再起動します:
# cacaoadm stop -f -i vda
# cacaoadm start -i vda

Linux プラットフォームでは、cacaoadm コマンドは /opt/sun/cacao2/bin にあります。
Cacao ログファイルを確認します。「Oracle VDI ログファイルを確認する方法」を参照してください。
Cacao ステータスを確認するには:
cacaoadm status -i vda

vda サービスのステータスを確認するには:
cacaoadm status -i vda com.sun.vda.service

9.9.3. Oracle VDI で DHCP を構成するには、どのようにしますか
まず、vda-install および vda-config を使用して、Oracle VDI をインストールおよび構成します (2章Oracle VDI のイン
ストールと Oracle VDI Center の構成を参照してください)。これにより、Sun Ray Software がインストールされ、キ
オスクの設定が構成されます。次に、一般的な Sun Ray Software コマンドを使用して、必要な調整を加えることが
できます。たとえば、Sun Ray クライアント専用の相互接続を構成するには、utadm -a <interface name> を使用しま
す。これにより、必要な DHCP 設定も求められます。
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付録A 自動管理スクリプト
目次
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A.3. vda-center コマンドの出力の解析 ................................................................................................... 231
自動管理用のスクリプトでは、vda および vda-center コマンドを使用できます。

リターンコードの読み取り
vda および vda-center コマンドは、次の終了コードを返します:
• 0: 正常に完了しました
• 1: エラーが発生しました
• 2: 無効なコマンド行オプションまたは引数が指定されました

ジョブ完了の待機
vda サブコマンドには、即座に戻るものもありますが、アクションをバックグラウンドでジョブとして開始します。
vda job-wait コマンドを使用すると、特定のジョブの完了を待ってから次のコマンドを実行できます。
# vda job-wait --help
Wait until the job ends
Usage:
vda job-wait [-t <timeout> | --timeout=<timeout>] <job>
-?, --help
Print this help list
Options:
-t <timeout>, --timeout=<timeout>
Timeout in seconds to wait
Operand:
*<job>
The id of the job
'*' denotes mandatory parameters.

CLI の出力の解析
多数の vda および vda-center サブコマンドで解析可能なオプションがサポートされるため、出力をコロン (「:」) 区
切りのフィールドからなる行のリストに書式設定して簡単に解析できます。
このオプションの構文は次のとおりです:
-x, --parseable Display output suitable for programmatic parsing.

次のセクションでは、解析可能なオプションをサポートするサブコマンドの出力形式について説明します。

A.1. ジョブになる vda コマンドの解析
単一ジョブになる vda サブコマンド
次の vda サブコマンドは、単一ジョブになります:
• desktop-export: デスクトップをエクスポートします。
• pool-hv-import: Microsoft Hyper-V デスクトップをプールにインポートします。
• pool-vb-import: Oracle VM VirtualBox デスクトップをプールにインポートします。
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• pool-vb-import-unmanaged: 管理されていない Oracle VM VirtualBox デスクトップをプールにインポートします。
• provider-migrate-host: デスクトップをホストから移行します。
• provider-replace-storage: ストレージを置き換えます。
• provider-suspend-storage: ストレージを一時停止します。
• revision-create: リビジョンを作成します
• revision-export: リビジョンをエクスポートします。
• revision-sysprep: Sysprep をリビジョンに適用します。
• template-create: リビジョンを新しいテンプレートにコピーします。
• template-desktop: テンプレートを新しいデスクトップにコピーします。
• template-export: テンプレートをエクスポートします。
• template-revert: テンプレートを直近のリビジョンに戻します。
解析可能な出力: 次の値が指定された 1 行。
値

データ形式

ジョブ ID

整数

複数のジョブになるサブコマンド
次の vda サブコマンドは、複数のジョブになります:
• desktop-delete: デスクトップを削除します。
• desktop-duplicate: デスクトップを複製します。
• desktop-restart: デスクトップを再起動します。
• desktop-start: デスクトップを起動します。
• desktop-stop: デスクトップを終了します。
• desktop-suspend: デスクトップを中断します。
• desktop-template: デスクトップをテンプレートに変換します。
• pool-delete: プールとそのデスクトップを削除します。
• pool-reset: プールのクローニングをリセットします。
• provider-storage-orphan-delete: 孤立ディスクを削除します。
• revision-clone: デスクトップをリビジョンからクローニングします。
• revision-delete: リビジョンを削除します。
• revision-desktop: リビジョンをデスクトップにコピーします。
• template-delete: テンプレートを削除します。
• template-restart: テンプレートを再起動します。
• template-start: テンプレートを起動します。
• template-stop: テンプレートを停止します。
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• template-suspend: テンプレートを中断します。
解析可能な出力: 次の値を含む行のリスト。
値

データ形式

ジョブ ID

整数

A.2. vda コマンドの出力の解析
ジョブになるコマンドのほかに、次の vda コマンドにも解析可能な出力があります:
• vda admin-list
• vda admin-show
• vda desktop-search
• vda directory-list
• vda group-list
• vda group-show
• vda job-list
• vda job-show
• vda pool-desktops
• vda pool-list
• vda pool-show
• vda pool-templates
• vda pool-users
• vda provider-list
• vda provider-list-hosts
• vda provider-list-networks
• vda provider-list-storage
• vda provider-list-templates
• vda provider-list-unmanaged
• vda provider-show
• vda provider-storage-orphans
• vda role-list
• vda template-revisions
• vda token-desktops
• vda token-search
• vda token-show
• vda user-desktops

221

vda admin-list

• vda user-search
• vda user-show

vda admin-list
管理者のロールを持つすべての管理者を一覧表示します。
解析可能な出力: コロン (「:」) で区切られた次の値を含む行のリスト。
値

データ形式

ユーザー名

文字列

ロール

コンマ区切り文字列

vda admin-show
管理者の詳細を表示します。
解析可能な出力:コロン (「:」) で区切られた次の値を含む 1 行。
値

データ形式

ユーザーの説明

文字列

コロン (「:」) で区切られた次の値を含む行のリストが後続します。
値

データ形式

ロール名

文字列

ロールの説明

文字列

vda desktop-search
デスクトップ (複数可) を検索します。
解析可能な出力: コロン (「:」) で区切られた次の値を含む行のリスト。
値

データ形式

デスクトップ ID

長整数

プール名

文字列

デスクトップ名

文字列

マシンの状態

Running | Starting | Paused | Powered Off | Suspended | Stuck |
Aborted | Unknown

デスクトップの状態

Available | Used | Idle | Unresponsive | Reserved

割り当てられているユーザーの DN

文字列

vda directory-list
すべてのユーザーディレクトリを一覧表示します。
解析可能な出力: コロン (「:」) で区切られた次の値を含む行のリスト。
値

データ形式

名前

文字列

ステータス

OK | Unresponsive

AD ドメインまたはベース DN

文字列
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vda group-list
すべてのカスタムグループを一覧表示します。
解析可能な出力: コロン (「:」) で区切られた次の値を含む行のリスト。
値

データ形式

カスタムグループ名

文字列

vda group-show
カスタムグループに割り当てられているプールを表示します。
解析可能な出力: コロン (「:」) で区切られた次の値を含む行のリスト。
値

データ形式

プール名

文字列

vda job-list
既存のジョブを一覧表示します。
解析可能な出力: コロン (「:」) で区切られた次の値を含む行のリスト。
値

データ形式

ジョブタイトル

ジョブのタイトル、たとえば、Cloning Desktop desktop_name |
Recycling Desktop desktop_name | Starting Desktop desktop_name
| Powering Off Desktop desktop_name | Shutting Down Desktop
desktop_name | Restarting Desktop desktop_name | Deleting Pool
pool_name。

ジョブのターゲット

文字列

ジョブのステータス

Queued | Running | Completed | Failed | Cancelling | Cancelled |
Unknown

ジョブの ID

整数

取り消し可能

ジョブが取り消し可能である場合は「C」

vda job-show
ジョブの詳細を表示します。
解析可能な出力:コロン (「:」) で区切られた次の値を含む 1 行。
値

データ形式

ジョブタイトル

ジョブのタイトル、たとえば、Cloning Desktop desktop_name |
Recycling Desktop desktop_name | Starting Desktop desktop_name
| Powering Off Desktop desktop_name | Shutting Down Desktop
desktop_name | Restarting Desktop desktop_name | Deleting Pool
pool_name

ジョブのターゲット

文字列

ジョブのステータス

Queued | Running | Completed | Failed | Cancelling | Cancelled |
Unknown

開始時間

hh:mm:ss

終了時間

hh:mm:ss
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値

データ形式

ジョブの詳細

文字列

取り消し可能

true | false

vda pool-desktops
プールのすべてのデスクトップを一覧表示します。
解析可能な出力: コロン (「:」) で区切られた次の値を含む行のリスト。
値

データ形式

デスクトップ名

文字列

デスクトップ ID

長整数

マシンの状態

Running | Starting | Paused | Powered Off | Suspended | Stuck |
Aborted | Unknown

デスクトップの状態

Used | Idle | Unresponsive | Reserved | Available

割り当てられているユーザーの DN

文字列

vda pool-list
すべてのプールを一覧表示します。
解析可能な出力: コロン (「:」) で区切られた次の値を含む行のリスト。
値

データ形式

プール名

文字列

デスクトップ割り当ての種類

Personal | Flexible

デスクトップの数

整数

デスクトッププロバイダ名

文字列

ユーザーディレクトリ名

文字列

vda pool-show
プールに関する詳細情報を表示します。
PC プール以外の場合に解析可能な出力: コロン (「:」) で区切られた次の値を含む 1 行。
値

データ形式

割り当てのステータス

Enabled | Disabled

デスクトップ割り当ての種類

Personal | Flexible

デスクトッププロバイダ名

文字列

クローニングのステータス

Enabled | Disabled

クローニングジョブの数

整数

テンプレート

None | 文字列

使用可能なデスクトップの数

整数

割り当てられているデスクトップの数

整数

デスクトップの総数

整数

ゲストプール

Enabled | Disabled

PC プールの場合に解析可能な出力値: コロン (「:」) で区切られた次の値を含む 1 行。
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値

データ形式

割り当てのステータス

Enabled | Disabled

デスクトップ割り当ての種類

Personal | Flexible

デスクトッププロバイダ名

文字列

使用可能なデスクトップの数

整数

割り当てられているデスクトップの数

整数

デスクトップの総数

整数

ゲストプール

Enabled | Disabled

vda pool-templates
プールのすべてのテンプレートを一覧表示します。
解析可能な出力: コロン (「:」) で区切られた次の値を含む行のリスト。
値

データ形式

テンプレート名

文字列

テンプレート ID

長整数

マシンの状態

Running | Starting | Paused | Powered Off | Suspended | Stuck |
Aborted | Unknown

マスターのリビジョン

文字列

クローニングされたデスクトップ

文字列

vda pool-users
プールのすべてのユーザーを一覧表示します。
解析可能な出力: コロン (「:」) で区切られた次の値を含む行のリスト。
値

データ形式

ユーザーまたはグループの名前

文字列

オブジェクトの種類

User | Group | Token | Custom Group

ユーザーまたはグループの DN

文字列

vda provider-list
すべてのデスクトッププロバイダを一覧表示します。
解析可能な出力: コロン (「:」) で区切られた次の値を含む行のリスト。
値

データ形式

デスクトッププロバイダ名

文字列

プロバイダの種類

Oracle VM VirtualBox | VMware vCenter | Microsoft Hyper-V |
Microsoft Remote Desktop | PC | Kiosk

ステータス

OK | Unresponsive | Major Issues | Critical

vda provider-list-hosts
Oracle VM VirtualBox、Microsoft Hyper-V、または Microsoft リモートデスクトップのデスクトッププロバイダのすべ
てのホストを一覧表示します。
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Oracle VM VirtualBox と Microsoft Hyper-V プロバイダの解析可能な出力: コロン (「:」) で区切られた次の値を含む行
のリスト。
値

データ形式

ホスト名

文字列

ステータス

Enabled | Disabled | Unresponsive | Maintenance | Preparing
Maintenance | Failed Maintenance

有効

Enabled | Disabled

CPU 使用状況

xx% (x.x GHz|MHz)

メモリー使用量

xx% (x.x GB|MB)

デスクトップの数

整数

Microsoft リモートデスクトッププロバイダの解析可能な出力: コロン (「:」) で区切られた次の値を含む行のリスト。
値

データ形式

ホスト名

文字列

ステータス

OK | Unresponsive

CPU 使用状況

xx% (x.x GHz|MHz)

メモリー使用量

xx% (x.x GB|MB)

アクティブなセッションの数

整数

切断されているセッションの数

整数

vda provider-list-networks
デスクトッププロバイダのすべてのネットワークを一覧表示します。
解析可能な出力: コロン (「:」) で区切られた次の値を含む行のリスト。
値

データ形式

サブネットラベル

文字列

サブネットアドレス

文字列

利用度

All Hosts | Not on: comma_separated_list_of_hosts

vda provider-list-storage
デスクトッププロバイダのすべてのストレージサーバーを一覧表示します。
Oracle VM VirtualBox と Microsoft Hyper-V プロバイダの解析可能な出力: コロン (「:」) で区切られた次の値を含む行
のリスト。
値

データ形式

ストレージ名

文字列

ステータス

Enabled | Disabled | Unresponsive | Maintenance | Preparing
Maintenance | Failed Maintenance

ZFS プール

文字列

容量

xxx.x GB

使用状況

xx.x GB

デスクトップの数

整数

VMware vCenter プロバイダの場合の解析可能な出力: コロン (「:」) で区切られた次の値を含む行のリスト。
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値

データ形式

ストレージ名

文字列

ストレージ ID

文字列

ZFS プール

文字列

容量

xxx.x GB

使用状況

xx.x GB

デスクトップの数

整数

vda provider-list-templates
デスクトッププロバイダのテンプレートを一覧表示します。
Oracle VM VirtualBox と Microsoft Hyper-V プロバイダの解析可能な出力: コロン (「:」) で区切られた次の値を含む行
のリスト。
値

データ形式

テンプレート名

文字列

テンプレート ID

長整数

ユーザーディレクトリ名

文字列

VMware vCenter プロバイダの場合の解析可能な出力: コロン (「:」) で区切られた次の値を含む行のリスト。
値

データ形式

テンプレート名

文字列

テンプレート ID

文字列

パス

文字列

vda provider-list-unmanaged
どのデスクトッププロバイダにも管理されていない仮想化プラットフォームのデスクトップを一覧表示します。
Oracle VM VirtualBox と Microsoft Hyper-V プロバイダの解析可能な出力: コロン (「:」) で区切られた次の値を含む行
のリスト。
値

データ形式

ホスト名

文字列

デスクトップ名

文字列

デスクトップ ID

長整数

VMware vCenter プロバイダの場合の解析可能な出力: コロン (「:」) で区切られた次の値を含む行のリスト。
値

データ形式

デスクトップ名

文字列

デスクトップ ID

文字列

パス

文字列

vda provider-show
デスクトッププロバイダに関する詳細情報を表示します。
Oracle VM VirtualBox と Microsoft Hyper-V プロバイダの場合の解析可能な出力: コロン (「:」) で区切られた次の値を
含む 1 行。
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値

データ形式

ステータス

OK | Major Issues | Critical

プール名

コンマ区切り文字列

デスクトップの総数

整数

使用されているデスクトップの数

整数

すべてのホストの CPU 使用状況

xx%

すべてのホストの総メモリー

xx.xx GB|MB

すべてのホストのメモリー使用状況

xx%

ストレージサーバーの数

整数

ストレージサーバーの全容量

xxx.x GB

ストレージサーバーの使用状況

xx%

ネットワークの数

整数

ネットワーク利用度

All Hosts | Not on some hosts

コメント

文字列

VMware vCenter プロバイダの場合の解析可能な出力: コロン (「:」) で区切られた次の値を含む 1 行。
値

データ形式

ステータス

OK | Unresponsive

プール名

コンマ区切り文字列

デスクトップの総数

整数

使用されているデスクトップの数

整数

サーバー

文字列

データセンター

コンマ区切り文字列

ストレージサーバーの数

整数

ストレージサーバーの全容量

xxx.x GB

ストレージサーバーの使用状況

xx%

コメント

文字列

コロン (「:」) で区切られた次の値を含む行のリストが後続します。
値

データ形式

クラスタ名

文字列

使用されているクラスタ CPU

xx%(xx.xx MHz|GHz)

クラスタの総メモリー

xx.xx GB|MB

クラスタの使用メモリー

xx%(xx.xx MB|GB)

ファームリモートデスクトッププロバイダ以外の場合の解析可能な出力: コロン (「:」) で区切られた次の値を含む 1
行。
値

データ形式

ステータス

OK | Major Issues | Critical

プール名

コンマ区切り文字列

アクティブなセッションの数

整数

切断されているセッションの数

整数

ホストファーム

false
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値

データ形式

すべてのホストの CPU 使用状況

xx%

すべてのホストの総メモリー

xx.xx GB|MB

すべてのホストのメモリー使用状況

xx%

コメント

文字列

ファームリモートデスクトッププロバイダの場合の解析可能な出力: コロン (「:」) で区切られた次の値を含む 1 行。
値

データ形式

ステータス

-

プール名

コンマ区切り文字列

ホストファーム

true

コメント

文字列

汎用プロバイダの場合の解析可能な出力: コロン (「:」) で区切られた次の値を含む 1 行。
値

データ形式

プール名

コンマ区切り文字列

デスクトップの総数

整数

使用されているデスクトップの数

整数

コメント

文字列

キオスクプロバイダの場合の解析可能な出力: コロン (「:」) で区切られた次の値を含む 1 行。
値

データ形式

プール名

コンマ区切り文字列

セッションタイプ

Sun Java Desktop System 3 | Common Desktop Environment
(Obsolete) | Sun Ray Connector for Windows OS | VMware View
Manager Session | Xterm Terminal Session

コメント

文字列

vda provider-storage-orphans
ストレージの孤立ディスクを一覧表示します。
解析可能な出力: コロン (「:」) で区切られた次の値を含む行のリスト。
値

データ形式

ZFS ボリューム

zfs_pool/volume_id/

サイズ

xxx.x GB

使用サイズ

xxx.x GB

クローニングされたディスク

長整数

vda role-list
すべてのロールを一覧表示します。
解析可能な出力: コロン (「:」) で区切られた次の値を含む行のリスト。
値

データ形式

ロール名

文字列
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値

データ形式

ロールの説明

文字列

vda template-revisions
テンプレートのリビジョンを一覧表示します。
解析可能な出力: コロン (「:」) で区切られた次の値を含む行のリスト。
値

データ形式

リビジョン名

文字列

リビジョン ID

長整数

作成日

タイムスタンプ

マスターかどうか

yes | no

クローニングされたデスクトップ

文字列

vda token-desktops
トークンに割り当てられているデスクトップを表示します。
解析可能な出力: コロン (「:」) で区切られた次の値を含む行のリスト。
値

データ形式

デスクトップ名

文字列

デスクトップ ID

整数

プール名

文字列

割り当ての種類

flexible | personal

デフォルトデスクトップかどうか

true | false

vda token-search
検索条件に一致するトークンを検索します。
解析可能な出力: コロン (「:」) で区切られた次の値を含む行のリスト。
値

データ形式

トークン

文字列

関連付けられているユーザーの名前

文字列

関連付けられているユーザーの DN

文字列

vda token-show
トークンが使用できるデスクトップを表示します。
解析可能な出力: コロン (「:」) で区切られた次の値を含む行のリスト。
値

データ形式

プール名

文字列

デスクトップ名

文字列

デスクトップ ID

整数

割り当ての種類

User | Token | Group group_name | Custom Group group_name
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vda user-desktops
ユーザーに割り当てられているデスクトップを表示します。
解析可能な出力: コロン (「:」) で区切られた次の値を含む行のリスト。
値

データ形式

デスクトップ名

文字列

デスクトップ ID

整数

プール名

文字列

割り当ての種類

flexible | personal

デフォルトデスクトップかどうか

true | false

vda user-search
指定した検索条件に一致するユーザーまたはグループをユーザーディレクトリから検索します。
解析可能な出力: コロン (「:」) で区切られた次の値を含む行のリスト。
値

データ形式

ユーザーまたはグループの名前

文字列

オブジェクトの種類

User | Group

ユーザーまたはグループの DN

文字列

vda user-show
ユーザーが使用できるデスクトップを表示します。
ユーザーの場合の解析可能な出力: コロン (「:」) で区切られた次の値を含む行のリスト。
値

データ形式

プール名

文字列

デスクトップ名

文字列

デスクトップ ID

整数

割り当ての種類

User | Token token | Group group_name | Custom Group group_name

グループの場合の解析可能な出力: コロン (「:」) で区切られた次の値を含む行のリスト。
値

データ形式

プール名

文字列

A.3. vda-center コマンドの出力の解析
次の vda-center コマンドには解析可能な出力があります:
• vda-center agent-status
• vda-center status

vda-center status
Oracle VDI Center 内のホストのステータスを一覧表示します。
解析可能な出力: コロン (「:」) で区切られた次の値を含む行のリスト。
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値

データ形式

ホスト名

文字列

ホストのステータス

Up | Down | Failed | Unreachable | VDI services are disabled | VDI
services are in maintenance mode | VDI services are partially up | VDI
services are up | Unknown

サービス

VDI Database | VDI Database Replication | Remote Database | -

サービスのステータス

Up | Down | Unknown | -

空の 1 行および Oracle VDI Center 内のホストの数を含む 1 行が後続します。

vda-center agent-status
解析可能な出力: Oracle VDI Center エージェントの稼動時間の長さ (ミリ秒) を含む 1 行と、その後の、Oracle VDI
Center エージェントの証明書のフィンガープリントを含む 1 行。
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付録B Oracle VDI にバンドルされているソフトウェアのデフォ
ルト
目次
B.1. Sun Ray Software ....................................................................................................................... 233
B.2. Oracle VDI ................................................................................................................................. 234
この章では、Oracle VDI にバンドルされているソフトウェアのデフォルトを示します。バンドルされているソフト
ウェアの詳細は、Oracle VDI ソフトウェアについてを参照してください。

B.1. Sun Ray Software
Oracle VDI の構成
1. /opt/SUNWut/sbin/utconfig
Sun Ray Software の基本設定を構成します:
• 管理者パスワード
• フェイルオーバーグループ (FOG) 用のサーバー
• FOG の署名
2. /opt/SUNWut/lib/support_lib/srwa_config update
Sun Ray Software Web 管理を構成します:
• Tomcat のホームディレクトリ
• HTTP ポート (1660、1661)
• Web サービスのユーザー名 (utwww)
• リモートアクセス (有効)
3. /opt/SUNWkio/bin/kioskuseradm create -l utku -g utkiosk -i auto -u -c
キオスクユーザーアカウントを構成します。
4. /opt/SUNWut/lib/utrcmd -n

/opt/SUNWut/sbin/utreplica -p -a
/opt/SUNWut/sbin/utreplica -s

プライマリホストからセカンダリホストにレプリケートします。
5. /opt/SUNWut/sbin/utadm -L on
LAN アクセスを有効にします。
6. /opt/SUNWut/sbin/utadminuser -a root

/opt/SUNWut/sbin/utadminuser -d admin

さらに、ファイル /etc/pam.conf 内では次の行がコメントアウトされます:
utadmingui auth sufficient /opt/SUNWut/lib/pam_sunray_admingui.so.1

root ユーザーアクセスを有効にします。
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7. /opt/SUNWut/sbin/utkiosk -i session -f
キオスクセッションの値を vda に設定します。
8. /opt/SUNWut/sbin/utpolicy -a -g -z both -k both -m
キオスクポリシーをカードユーザーと非カードユーザーの両者に設定します。

B.2. Oracle VDI
Oracle VDI の構成
Linux プラットフォームでは、cacaoadm は /opt/sun/cacao2/bin/cacaoadm にあります。
1. svc://application/rdpb-broker
svc://application/rdpb-proxy

RDP ブローカ SMF サービスおよびプロキシ SMF サービスを作成します (Oracle Solaris プラットフォームの
み)。
2. VDA Web サービスを構成します:
• ポートが構成される (1800 / 1801)
• webuser は、Oracle Solaris では noaccess に設定され、Linux では daemon に設定される。
• リモートアクセスが有効になる
3. cacaoadm stop -f -i vda
CACAO を停止します。
4. cacaoadm set-param java-flags=-Xms4M -Xmx256M -Dcom.sun.management.jmxremote \
-Dfile.encoding=utf-8 -i vda

Java とファイルエンコーディングのフラグを設定します。
5. cacaoadm start -i vda
CACAO を開始します。
6. cacaoadm enable -i vda
ブート時に CACAO を開始するように設定します。

システムの準備
Windows XP 仮想マシンの場合:
sysprep.exe -mini -reseal -activated -quiet

Windows Vista および Windows 7 仮想マシンの場合:
sysprep.exe -generalize -oobe -shutdown -quiet
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付録C ユーザーディレクトリの LDAP フィルタと属性
目次
C.1. LDAP フィルタと属性の編集方法 ................................................................................................... 235
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C.2.1. ユーザー、グループ、およびコンテナに関するデフォルトの LDAP フィルタおよび属性 ................ 237
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C.3.2. グローバル Oracle VDI Center に関する Active Directory の設定 ................................................ 241
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C.1. LDAP フィルタと属性の編集方法
Oracle VDI では、ユーザーディレクトリに保存されたデータを検索して解釈するためにさまざまな LDAP フィルタお
よび LDAP 属性のリストを使用します。
Oracle VDI には、Active Directory または Oracle Directory Server Enterprise Edition に適したデフォルトの LDAP
フィルタがいくつか用意されています。ただし、それらのフィルタは、ほかの種類のディレクトリとは互換性がない
場合があり、その場合には変更が必要になります。
本稼動の場合、それらのフィルタは、対象のディレクトリの LDAP スキーマに厳密に対応するようにカスタマイズす
ることが常に推奨されます。
このセクションでは、それらのフィルタの編集方法とディレクトリの種類ごとの推奨値について説明します。
Oracle VDI での各種のフィルタおよび属性の利用方法については、「LDAP フィルタと属性について」を参照してく
ださい。

始める前に
LDAP フィルタと属性を編集する前に、「ユーザー、グループ、およびコンテナに関する LDAP フィルタおよび属
性」および「グローバル Oracle VDI Center に関する LDAP フィルタおよび属性」を確認してください。
LDAP フィルタの構文と LDAP 属性の有効期間は、それらの値を編集するときに Oracle VDI によって検証されませ
ん。したがって、それらの値を設定する前に、必ず LDAP フィルタと LDAP 属性を検証してください。
LDAP フィルタと LDAP 属性は、ldapsearch などの外部 LDAP ツールを使用して検証できます。

Oracle VDI Manager の手順
1. Oracle VDI Manager にログインします。
2. 「設定」カテゴリで会社を選択します。
3. 「Active Directory」または「LDAP」タブを選択します。
4. 「LDAP 構成の編集」をクリックします。
5. 設定を編集して「保存」ボタンをクリックします。

CLI の手順
1. タイプが「ユーザー」であるオブジェクトの識別に使用する LDAP フィルタと、検索条件に一致するユーザーの
検索に使用する LDAP フィルタを一覧表示します。
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/opt/SUNWvda/sbin/vda directory-getprops

例:
example% /opt/SUNWvda/sbin/vda directory-getprops \
-p ldap.user.object.filter,ldap.user.search.filter
ldap.user.object.filter:
(&(|(objectclass=user)(objectclass=person)(objectclass=inetOrgPerson)
(objectclass=organizationalPerson))(!(objectclass=computer)))
ldap.user.search.filter:
(|(cn=$SEARCH_STRING)(uid=$SEARCH_STRING)(mail=$SEARCH_STRING))

2. 検索条件に一致するユーザーの検索に使用する LDAP フィルタを Active Directory 用にカスタマイズします:
/opt/SUNWvda/sbin/vda directory-setprops

例:
example% /opt/SUNWvda/sbin/vda directory-setprops \
-p ldap.user.search.filter= \
'"(|(cn=\$SEARCH_STRING)(uid=\$SEARCH_STRING)(mail=\$SEARCH_STRING))"'
Settings updated.
example% /opt/SUNWvda/sbin/vda directory-getprops \
-p ldap.user.search.filter
ldap.user.search.filter:
(|(cn=$SEARCH_STRING)(uid=$SEARCH_STRING)(mail=$SEARCH_STRING))

C.2. ユーザー、グループ、およびコンテナに関する LDAP フィルタおよ
び属性
Oracle VDI Manager 名

CLI プロパティー名

説明

ユーザーフィルタ

ldap.user.object.filter

種類が「ユーザー」であるオブジェクトの識別に
使用する LDAP フィルタ。

ユーザー検索フィルタ

ldap.user.search.filter

検索条件に一致するユーザーの検索に使用す
る LDAP フィルタ。ユーザーの検索は、usersearch コマンドを使用するか、Oracle VDI
Manager で実行できます。$SEARCH_STRING
は検索条件のプレースホルダです。

ユーザー ID 属性

ldap.userid.attributes

ユーザーオブジェクトの userid の値を格納する
LDAP 属性をコンマで区切ったリスト。userid が
指定されたユーザーの検索に使用されます。

ユーザーメンバー属性

ldap.user.member.attributes

ユーザーが属するグループを格納する、ユーザー
オブジェクトの LDAP 属性をコンマで区切った
リスト。

ユーザー短期属性

ldap.user.short.attributes

グループメンバー属性で使用できる、ユーザーオ
ブジェクトの LDAP 属性をコンマで区切ったリ
スト。

グループフィルタ

ldap.group.object.filter

種類が「グループ」であるオブジェクトの識別に
使用する LDAP フィルタ。

グループ検索フィルタ

ldap.group.search.filter

検索条件に一致するグループの検索に使用す
る LDAP フィルタ。グループの検索は、usersearch コマンドを使用するか、Oracle VDI
Manager で実行できます。$SEARCH_STRING
は検索条件のプレースホルダです。

グループメンバー属性

ldap.group.member.attributes

グループに属するユーザーを格納する、グループ
オブジェクトの LDAP 属性をコンマで区切った
リスト。
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Oracle VDI Manager 名

CLI プロパティー名

説明

グループ短期属性

ldap.group.short.attributes

ユーザーメンバー属性で使用できる、グループオ
ブジェクトの LDAP 属性をコンマで区切ったリ
スト。通常は、Active Directory に固有のプライ
マリグループメンバーシップで使用されます。

コンテナオブジェクト
フィルタ

ldap.container.object.filter

種類が「コンテナ」であるオブジェクトの識別に
使用する LDAP フィルタ。Oracle VDI Manager
では、カスタムグループフィルタのルートとして
コンテナを選択できます。

コンテナ検索フィルタ

ldap.container.search.filter

カスタムグループフィルタのルートを選択した場
合に、検索条件に一致するコンテナを検索する
ために Oracle VDI Manager で使用される LDAP
フィルタ。$SEARCH_STRING は検索条件のプ
レースホルダです。

デフォルト属性

ldap.default.attributes

オブジェクトの検索時にキャッシュに読み込まれ
る LDAP 属性をコンマで区切ったリスト。ほか
のフィルタおよび属性のリストで使用される属性
がすべて含まれるようにしてください。

C.2.1. ユーザー、グループ、およびコンテナに関するデフォルトの LDAP フィルタ
および属性
次の表に、ユーザー、グループ、およびコンテナに関するデフォルトの LDAP フィルタおよび属性を示します。
Oracle VDI Manager 名

デフォルト値

ユーザーフィルタ

(&(|(objectclass=user)(objectclass=person)(objectclass=inetOrgPerson)
(objectclass=organizationalPerson))(!(objectclass=computer)))

ユーザー検索フィルタ

(|(cn=$SEARCH_STRING)(uid=$SEARCH_STRING) (userPrincipalName=$SEARCH_STRING)(mail=
$SEARCH_STRING))

ユーザー ID 属性

uid,sAMAccountName,userPrincipalName,mail

ユーザーメンバー属性

memberof,primaryGroupID

ユーザー短期属性
グループフィルタ

(|(objectclass=group)(objectclass=groupofnames) (objectclass=groupofuniquenames))

グループ検索フィルタ

(|(dc=$SEARCH_STRING)(o=$SEARCH_STRING)(ou=$SEARCH_STRING) (cn=$SEARCH_STRING)
(uid=$SEARCH_STRING)(mail=$SEARCH_STRING))

グループメンバー属性

member,uniquemember

グループ短期属性

primaryGroupToken

コンテナオブジェクト
フィルタ

(|(objectclass=domain)(objectclass=organization) (objectclass=organizationalUnit)
(objectclass=container))

コンテナ検索フィルタ

(|(cn=$SEARCH_STRING)(dc=$SEARCH_STRING)(ou=$SEARCH_STRING))

デフォルト属性

dc,o,ou,cn,uid,mail,member,uniquemember,memberof,sAMAccountName,
primaryGroupToken,primaryGroupID

C.2.2. ユーザー、グループ、およびコンテナに関する Active Directory の設定
次の表に、ユーザー、グループ、およびコンテナに関する Active Directory の推奨設定を示します。
ユーザー ID に対して userPrincipalName 属性または mail 属性を使用する場合は、この属性を次の設定の
sAMAccountName の代わりに使用してください。
Oracle VDI Manager 名

推奨設定

ユーザーフィルタ

(&(objectclass=user)(!(objectclass=computer)))
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Oracle VDI Manager 名

推奨設定

ユーザー検索フィルタ

(|(cn=$SEARCH_STRING)(sAMAccountName=$SEARCH_STRING))

ユーザー ID 属性

sAMAccountName

ユーザーメンバー属性

memberof,primaryGroupID

ユーザー短期属性
グループフィルタ

(objectclass=group)

グループ検索フィルタ

(cn=$SEARCH_STRING)

グループメンバー属性

member

グループ短期属性

primaryGroupToken

コンテナオブジェクト
フィルタ

(objectclass=container)

コンテナ検索フィルタ

(cn=$SEARCH_STRING)

デフォルト属性

cn,member,memberof,sAMAccountName,primaryGroupToken,primaryGroupID

C.2.3. ユーザー、グループ、およびコンテナに関する Oracle Directory Server
Enterprise Edition の設定
次の表に、ユーザー、グループ、およびコンテナに関する Oracle Directory Server Enterprise Edition の推奨設定を示
します。
Oracle VDI Manager 名

推奨設定

ユーザーフィルタ

(objectclass=person)

ユーザー検索フィルタ

(|(cn=$SEARCH_STRING)(uid=$SEARCH_STRING))

ユーザー ID 属性

uid

ユーザーメンバー属性

memberof

ユーザー短期属性
グループフィルタ

(objectclass=groupofuniquenames)

グループ検索フィルタ

(cn=$SEARCH_STRING)

グループメンバー属性

uniquemember

グループ短期属性
コンテナオブジェクト
フィルタ

(|(objectclass=domain)(objectclass=organizationalUnit))

コンテナ検索フィルタ

(|(dc=$SEARCH_STRING)(ou=$SEARCH_STRING))

デフォルト属性

dc,ou,cn,uid,uniquemember,memberof

C.2.4. ユーザー、グループ、およびコンテナに関する OpenDS の設定
次の表に、ユーザー、グループ、およびコンテナに関する OpenDS の推奨設定を示します。
Oracle VDI Manager 名

推奨設定

ユーザーフィルタ

(objectclass=person)

ユーザー検索フィルタ

(|(cn=$SEARCH_STRING)(uid=$SEARCH_STRING))

ユーザー ID 属性

uid

ユーザーメンバー属性

memberof

ユーザー短期属性
グループフィルタ

(objectclass=groupofuniquenames)
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Oracle VDI Manager 名

推奨設定

グループ検索フィルタ

(cn=$SEARCH_STRING)

グループメンバー属性

uniquemember

グループ短期属性
コンテナオブジェクト
フィルタ

(|(objectclass=domain)(objectclass=organizationalUnit))

コンテナ検索フィルタ

(|(dc=$SEARCH_STRING)(ou=$SEARCH_STRING))

デフォルト属性

dc,ou,cn,uid,uniquemember,memberof

C.2.5. ユーザー、グループ、およびコンテナに関する OpenLDAP の設定
次の表に、ユーザー、グループ、およびコンテナに関する OpenLDAP の推奨設定を示します。
Oracle VDI Manager 名

推奨設定

ユーザーフィルタ

デフォルトから (!(objectclass=computer)) を削除してください。代わりに (objectclass=person) を使用
します。

ユーザー検索フィルタ

(|(cn=$SEARCH_STRING)(uid=$SEARCH_STRING))

ユーザー ID 属性

uid

ユーザーメンバー属性

memberof

ユーザー短期属性
グループフィルタ

(objectclass=groupofnames)

グループ検索フィルタ

(cn=$SEARCH_STRING)

グループメンバー属性

member

グループ短期属性
コンテナオブジェクト
フィルタ
コンテナ検索フィルタ
デフォルト属性

cn,uid,member,memberof

C.2.6. ユーザー、グループ、およびコンテナに関する Novell eDirectory の設定
次の表に、ユーザー、グループ、およびコンテナに関する Active Directory の推奨設定を示します。
Oracle VDI 推奨設定
Manager
名
ユーザー
フィルタ

デフォルトフィルタから (!(objectclass=computer)) を削除する必要があります。Recommended is
(objectclass=person).

ユーザー
検索フィ
ルタ

(|(cn=$SEARCH_STRING)(uid=$SEARCH_STRING)(givenName=$SEARCH_STRING))

ユーザー
ID 属性

givenName,cn,uid

ユーザー
メンバー
属性

groupMembership

ユーザー
短期属性
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Oracle VDI 推奨設定
Manager
名
グループ
フィルタ

(|(objectclass=group)(objectclass=groupofnames)(objectclass=groupofuniquenames))

グループ
検索フィ
ルタ
グループ
メンバー
属性

member,uniquemember

グループ
短期属性
コンテナ
オブジェ
クトフィ
ルタ

(objectclass=organizationalUnit)

コンテナ
検索フィ
ルタ
デフォル
ト属性

cn,uid,givenName,groupmembership,member,uniquemember

C.3. グローバル Oracle VDI Center に関する LDAP フィルタおよび属性
Oracle VDI は、次の LDAP フィルタと LDAP 属性を使用して、ユーザーディレクトリに格納されている Oracle VDI
Center のデータを解釈します。
デフォルト値は Active Directory および Oracle Directory Server Enterprise Edition との互換性が目的です。使用して
いるディレクトリの種類により特化した値を使用するために、デフォルト値を編集することをお勧めします。
デフォルトとは異なるオブジェクトや属性を選択して Oracle VDI Center のデータを格納する場合は、それに応じて
LDAP フィルタと LDAP 属性を適合させる必要があります。
詳細な例については、「グローバル Oracle VDI Center 用にユーザーディレクトリを準備する方法」を参照してくだ
さい。
Oracle VDI Manager 名

CLI プロパティー名

説明

VDI Center 名

ldap.vdicenter.displayname.attributes

表示名を含む Oracle VDI Center オブジェ
クトの属性のリスト。

VDI ホストフィルタ

ldap.vdihost.object.filter

Oracle VDI ホストオブジェクトに一致させ
るためのフィルタ。

VDI ホストの DNS 名属 ldap.vdihost.dnsname.attributes
性

ホストの DNS 名または IP アドレスを含む
Oracle VDI ホストオブジェクトの属性のリ
スト。

VDI Center 名

Oracle VDI Center の DN を含むユーザーオ
ブジェクトの属性のリスト。

ldap.user.vdicenter.attributes

C.3.1. グローバル Oracle VDI Center に関するデフォルトの LDAP フィルタおよび
属性
次の表に、グローバル Oracle VDI Center に関するデフォルトの LDAP フィルタおよび属性を示します。
設定名

デフォルト値

VDI Center 名

displayName,ou
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設定名

デフォルト値

VDI ホストフィルタ

(|(objectClass=computer)(objectClass=device))

VDI ホストの DNS 名属性

dNSHostName,ipHostNumber,cn

VDI Center のユーザー属性

seeAlso

C.3.2. グローバル Oracle VDI Center に関する Active Directory の設定
次の表に、グローバル Oracle VDI Center に関する Active Directory の推奨設定を示します。
設定名

推奨設定

VDI Center 名

displayName,ou

VDI ホストフィルタ

(objectClass=computer)

VDI ホストの DNS 名属性

dNSHostName,ipHostNumber

VDI Center のユーザー属性

seeAlso

C.3.3. グローバル Oracle VDI Center に関する Oracle Directory Server Enterprise
Edition の設定
次の表に、グローバル Oracle VDI Center に関する Oracle Directory Server Enterprise Edition の推奨設定を示しま
す。
設定名

推奨設定

VDI Center 名

ou

VDI ホストフィルタ

(objectClass=device)

VDI ホストの DNS 名属性

ipHostNumber,cn

VDI Center のユーザー属性

seeAlso
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この付録では、Oracle VDI で使用できるようにリモートデータベースをインストールして構成する基本的な手順につ
いて説明します。MySQL のインストールと構成に関する包括的な情報は、http://dev.mysql.com/doc にある My SQL
のドキュメントに記載されています。

D.1. リモート MySQL データベース (InnoDB) をインストールして構成す
る方法
次の手順では、Oracle Solaris x86 ホストに MySQL 5.1 と InnoDB ストレージエンジンをインストールする方法につ
いて説明します。
1. ファイル /etc/my.cnf を作成し、次の内容を追加します。
[mysqld]
user=mysql
datadir=/usr/local/mysql/data
basedir=/usr/local/mysql
port=3306
socket=/tmp/mysql.sock
max_allowed_packet=20M
#transaction_isolation=READ-COMMITTED
lower_case_table_names=1
max_connections=1000
skip-locking
key_buffer=16K
table_cache=4
sort_buffer_size=64K
net_buffer_length=2K
thread_stack=64K
wait_timeout=31536000
innodb_data_home_dir=/usr/local/mysql/data
innodb_data_file_path=ibdata1:10M:autoextend
innodb_log_group_home_dir=/usr/local/mysql/data
innodb_buffer_pool_size=50M
innodb_additional_mem_pool_size=10M
innodb_log_file_size=5M
innodb_log_buffer_size=10M
innodb_flush_log_at_trx_commit = 1
innodb_lock_wait_timeout = 50

2. 次のコマンドを実行して、ユーザー「mysql」とグループ「mysql」を作成します。
# groupadd mysql
# useradd -g mysql mysql

3. MySQL の tar ファイルを入手し、解凍して、/ ディレクトリに格納します。
4. 次のコマンドを実行して、ディレクトリ /usr/local を作成します。
# mkdir /usr/local

5. 次のコマンドを実行して、新しいディレクトリに切り替え、ディレクトリ内の MySQL ファイルを指す「mysql」
というシンボリックリンクを作成します。
# cd /usr/local
# ln -s /mysql-5.1.30-solaris10-i386 mysql
# ls -lrt
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total 2
lrwxrwxrwx 1 root root 35 Nov 12 17:33 mysql -> /export/mysql-5.1.30-solaris10-i386
bash-3.00#

6. 次のコマンドを実行して、ディレクトリに適切な所有者およびグループのアクセス権を含める必要があります。
# chgrp -R mysql /mysql-5.1.30-solaris10-i386
# chown -R mysql /mysql-5.1.30-solaris10-i386

7. ディレクトリのアクセス権も確認します。
# cd /usr/local/mysql
# ls -lrt
-rw-r--r-- 1 mysql mysql 19071 Nov 15 13:07 COPYING
-rw-r--r-- 1 mysql mysql 5139 Nov 15 13:07 EXCEPTIONS-CLIENT
-rw-r--r-- 1 mysql mysql 8767 Nov 15 13:07 INSTALL-BINARY
-rw-r--r-- 1 mysql mysql 1410 Nov 15 13:07 README
drwxr-xr-x 2 mysql mysql 1536 Nov 15 13:07 bin
drwxr-xr-x 4 mysql mysql 512 Nov 15 13:07 data
drwxr-xr-x 2 mysql mysql 512 Nov 15 13:05 docs
drwxr-xr-x 2 mysql mysql 1024 Nov 15 13:05 include
drwxr-xr-x 3 mysql mysql 1024 Nov 15 13:06 lib
drwxr-xr-x 4 mysql mysql 512 Nov 15 13:06 man
drwxr-xr-x 10 mysql mysql 512 Nov 15 13:07 mysql-test
drwxr-xr-x 2 mysql mysql 512 Nov 15 13:07 scripts
drwxr-xr-x 27 mysql mysql 1024 Nov 15 13:07 share
drwxr-xr-x 5 mysql mysql 1024 Nov 15 13:07 sql-bench
drwxr-xr-x 2 mysql mysql 512 Nov 15 13:07 support-files

8. /usr/local/mysql ディレクトリから、次のコマンドを実行し、対応する出力が得られることを確認します。
# ./scripts/mysql_install_db --user=mysql
To start mysqld at boot time you have to copy support-files/mysql.server to the
right place for your system
PLEASE REMEMBER TO SET A PASSWORD FOR THE MySQL root USER !
To do so, start the server, then issue the following commands:
/usr/local/mysql/bin/mysqladmin -u root password 'new-password'
/usr/local/mysql/bin/mysqladmin -u root -h wipro-33 password 'new-password'
Alternatively you can run:
/usr/local/mysql/bin/mysql_secure_installation
which will also give you the option of removing the test databases and anonymous
user created by default. This is strongly recommended for production servers.
See the manual for more instructions.
You can start the MySQL daemon with:
cd /usr/local/mysql ; /usr/local/mysql/bin/mysqld_safe &
You can test the MySQL daemon with mysql-test-run.pl
cd /usr/local/mysql/mysql-test ;
perl mysql-test-run.pl
Please report any problems with the /usr/local/mysql/scripts/mysqlbug script!
The latest information about MySQL is available at http://www.mysql.com/ Support MySQL
by buying support/licenses from http://shop.mysql.com/

9. /usr/local/mysql ディレクトリから、次のコマンドを実行し、対応する出力が得られるかどうかを確認します。
# ./bin/mysqld_safe --defaults-file=/etc/my.cnf --ledir=/usr/local/mysql/bin --user=mysql &
[1] 15885
# 090323 22:36:26 mysqld_safe Logging to '/usr/local/mysql/data/wipro-33.err'.
090323 22:36:26 mysqld_safe Starting mysqld daemon with databases from /usr/local/mysql/data

10. ここで、端末はそのままの状態にしておきます。有効にしたプロセスが常に実行されることを確認するために、コ
ンソールに移動し、このプロセスを開始します。
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# cd /usr/local/mysql/bin
# ./mysql --user=root
Welcome to the MySQL monitor. Commands end with ; or g.
Your MySQL connection id is 1
Server version: 5.1.30 MySQL Community Server (GPL)
Type 'help;' or 'h' for help. Type 'c' to clear the buffer.
mysql>

11. MySQL デーモンを停止する場合は、端末で次のコマンドを実行してデーモンを停止します。
# ./mysqladmin shutdown

コマンドが実行されると、そのままにしてある端末には次の出力があるはずです。
# /usr/local/mysql/bin/mysqld_safe --defaults-file=/etc/my.cnf --ledir=/usr/local/mysql/bin
--user=mysql &
[1] 16017
# 090323 22:47:38 mysqld_safe Logging to '/usr/local/mysql/data/wipro-33.err'.
090323 22:47:38 mysqld_safe Starting mysqld daemon with databases from /usr/local/mysql/data
090323 22:49:31 mysqld_safe mysqld from pid file /usr/local/mysql/data/wipro-33.pid ended

D.2. 特権データベース管理者の作成方法
Oracle VDI でリモートデータベースに Oracle VDI データベースを作成するには、特権データベース管理者の資格が必
要です。
次の手順では、特権管理者を作成する方法について説明します。
MySQL ユーザーアカウント管理の詳細は、『MySQL Reference Manual』の MySQL サーバー管理の章を参照してく
ださい。
1. MySQL コマンド行ツールを使用して、root ユーザーで MySQL 対話型モードを開始します。
# ./mysql --user=root

2. MySQL GRANT ステートメントを使用して、特権管理者を作成します。
次の例では、ユーザーにすべての特権を付与しています。
mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO '<user>'@'localhost' IDENTIFIED BY ' /
<password>' WITH GRANT OPTION;
mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO '<user>'@'%' IDENTIFIED BY ' /
<password>' WITH GRANT OPTION;
mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO '<user>'@'<localhost DNS name> /
' IDENTIFIED BY '<password>' WITH GRANT OPTION;

次の例では、Oracle VDI データベースを作成できるだけの限定特権セットを付与しています。
mysql> GRANT SELECT,INSERT,UPDATE,DELETE,CREATE,DROP,ALTER ON *.* TO ' /
<user>'@'%' IDENTIFIED BY '<password>' WITH GRANT OPTION;
mysql> GRANT SELECT,INSERT,UPDATE,DELETE,CREATE,DROP,ALTER ON *.* TO '<user>'@' /
<db-host-dns>' IDENTIFIED BY '<password>' WITH GRANT OPTION;

ここで <user> と <password> は、ユーザーアカウントのユーザー名とパスワードです。
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付録E 用語集
Oracle Virtual Desktop Infrastructure (VDI) に使用されている単語の用語集を次に示します。

A
ALP

Appliance Link Protocol は Sun Ray クライアントおよび Sun Ray サーバー間で使用されます。

C
CLI

コマンド行インタフェース。

D
DTU
Sun Ray デスクトップ端末ユニット (Desktop Terminal Units、DTU)。「Sun Ray クライアント」という用語に置
き換えられました。

E
ESX

VMware が提供するタイプ 1 のハイパーバイザ。

G
GUI

グラフィカルユーザーインタフェース。Oracle VDI Manager は、Oracle VDI Center を構成するためのブラウザ
ベースのグラフィカルユーザーインタフェースです。

H
Hyper-V
Microsoft が提供するハイパーバイザ。フルネームは Microsoft Hyper-V です。

O
Oracle VDI
Oracle Virtual Desktop Infrastructure は、データセンター内にホストされた仮想デスクトップのオペレーティング
システムの管理、ホスト、およびアクセス提供を行うための完全なソリューションを提供します。
Oracle VDI Manager
Oracle VDI によるデスクトップの管理に使用する管理 GUI。

R
RDP
Microsoft Remote Desktop Protocol。

S
SGD
Oracle Secure Global Desktop。
SSH
Secure Shell。認証に公開鍵暗号方式を使用して、セキュアなチャネルでデータを交換できるようにするネット
ワークプロトコル。
SSL

Secure Sockets Layer。セキュアなデータ転送のために使用される暗号化プロトコル。
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Sun Ray Software
Sun Ray Software は Sun Ray クライアントの Sun Ray セッションをホストするために必要です。Sun Ray
Software は Oracle VDI の一部としてインストールされます。

V
vCenter
VMware が提供する、ESX サーバーを管理するためのツール。
VDA
Virtual Desktop Architecture。スクリプトなどの多くの Oracle VDI コンポーネントは、接頭辞として vda を使用
します。
VDI

Virtual Desktop Infrastructure。

VDI Center
連携して動作する 1 つ以上の Oracle VDI ホスト。「グローバル Oracle VDI Center 」も参照してください。
VDI Manager
「Oracle VDI Manager」を参照してください。
VirtualBox
タイプ 2 のハイパーバイザ。完全な名前は Oracle VM VirtualBox です。

X
Xinerama
X Window System の拡張機能で、複数の物理画面を 1 つの大きな仮想画面として使用できるようになりま
す。Xinerama モードでは、複数のモニターにまたがるように 1 つのデスクトップを表示できます。
X RandR
X Resize, Rotate and Reflect 拡張機能で、X Window System の画面解像度設定のサイズ変更、回転、および変更
をクライアントが動的に行うことができます。Sun Ray Software と Oracle VDI では、この拡張機能は特に、特
定のセッションの開始時とは異なるサイズまたは解像度のモニターを使用する Sun Ray クライアントに対して、
ユーザーがホットデスクを使用する場合に役立ちます。

え
エージェント
別のソフトウェアエンティティーに代わってタスクを実行するソフトウェアエンティティー。

か
会社

1 つの Oracle VDI 環境で複数のユーザーディレクトリを構成できるようにする機能。これによって、同じ Oracle
VDI 内の複数のグループにプライバシを提供できるようになります。会社はそれぞれ独自のデスクトッププール
のセットを持っています。

カスタムグループ
フィルタによって定義されるユーザーディレクトリ上の一連のユーザー。
仮想ディスク
ゲストのオペレーティングシステムに対する物理ディスクドライブのように見えるファイルまたは一連のファイ
ル。これらのファイルは、ホストマシンまたはリモートファイルシステム上に配置できます。
仮想ディスプレイクライアント
Sun Ray のハードウェアクライアント。
仮想ネットワーク
物理的なハードウェア接続に依存しない、仮想マシンを接続するネットワーク。
仮想マシン
ゲストのオペレーティングシステムおよび関連するアプリケーションソフトウェアが動作できる仮想化された
x86 PC 環境。複数の仮想マシンが同じホストシステム上で同時に稼動できます。
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仮想マシンの構成ファイル
仮想マシンの作成時に作成された、仮想マシンの構成を含むファイル。仮想マシンに存在するディスクやメモ
リーなどの仮想デバイスを指定したり、またこれらの仮想デバイスがどのようにホストファイルやデバイスに
マップされているかを指定します。

き
キオスクモード
キオスクモードとは、基盤となるオペレーティングシステムの通常の認証方法を使用せずに Sun Ray Software で
デスクトップおよびアプリケーションを実行できるようにする機能です。
キオスクセッション
キオスクモードを実行するユーザーセッション。
キオスクセッションタイプ
キオスクモードで実行するユーザーセッションの種類を定義する、一連のスクリプトおよび構成ファイル。
Oracle VDI には Oracle Virtual Desktop Infrastructure と呼ばれる定義済みのキオスクセッションタイプが付属し
ています。このセッションタイプは、Sun Ray Windows コネクタを使用して、仮想マシンへのリモートデスク
トッププロトコル (RDP) 接続を確立します。
また、Oracle VDI Sun Ray キオスクセッションのデスクトッププロバイダを使用すると、通常の Oracle VDI デ
スクトップではなくさまざまな Sun Ray キオスクタイプを使用できます。
企業

会社機能で、プライバシを必要としない複数のユーザーディレクトリを実現するための設定。たとえば、会社の
各グループが地理的に異なる場所に存在する場合に便利です。

く
クローニング
テンプレートからデスクトップをコピーし、オプションでテンプレートへのリンクを維持することで、新しいデ
スクトップを作成します。
グローバル Oracle VDI Center
1 つの Oracle VDI 環境から得られた「ホットデスク」の基本的なエクスペリエンスを拡張し、複数の Oracle VDI
環境に広める機能。ユーザーがほかの拠点に移動して、自分のデスクトップにアクセスする必要がある場合に役
立ちます。

け
ゲストのオペレーティングシステム
仮想マシン上で動作するオペレーティングシステム。
ゲストプール
「ゲスト」フラグがオンになっているプール。デスクトップの割り当てがないユーザーや、現在接続中の Oracle
VDI Center に存在するほかの非ゲストプールに対してデスクトップを提供します。グローバル Oracle VDI Center
機能によって使用されます。

こ
ゴールデンイメージ
新しいデスクトップを作成するときに使用するデスクトップのテンプレート。「テンプレート」も参照してくだ
さい。
個人割り当て
デスクトップは、ユーザー個人に割り当てることができます。ユーザーが自分に割り当てられたデスクトップの
使用を停止すると、そのデスクトップはユーザーのデスクトップ設定とともに保存され、ほかのユーザー用とし
てリサイクルされません。

さ
サービス
システムの起動中に自動的に開始され、ユーザーとの対話が行われることなくバックグラウンドで実行されるプ
ログラムであり、通常、Windows ではサービス、UNIX ではデーモンと呼ばれます。
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再開

中断されているデスクトップをふたたび稼動させるには、再開機能を使用します。「中断」も参照してくださ
い。

し
システムの準備
システムの準備とは、仮想マシンの Windows ゲストオペレーティングシステムに対して (通常は配備時に) 行わ
れる変更のことを言います。カスタマイズのオプションには、新規の仮想マシンの ID やネットワーク情報の変更
などが含まれます。

す
ストレージ
構成設定のストレージの場所。「データストア」も参照してください。
スナップショット
任意の時点での仮想マシンの複製物であり、仮想マシンのすべてのディスク上のデータの状態や、仮想マシンの
電源がオンになっているかオフになっているか、仮想マシンが中断されているかといった情報が含まれます。

ち
中断

実行中の仮想マシンの現在の状態を保存することです。中断されている仮想マシンをふたたび稼動させるには、
再開機能を使用します。「再開」も参照してください。

て
データストア
データストアを使用すると、構成設定をレプリケートし、ほかのサーバーと自動的に同期を保つことができま
す。
デーモン
システムの起動中に自動的に開始され、ユーザーとの対話が行われることなくバックグラウンドで実行されるプ
ログラムであり、通常、Windows ではサービス、UNIX ではデーモンと呼ばれます。
デスクトップ
Oracle VDI 内で実行および管理され、RDP を使用してアクセスするデスクトップインスタンスを含む仮想マシ
ン。
デスクトッププロバイダ
Oracle VM VirtualBox、Microsoft Hyper-V、VMware vCenter、Microsoft リモートデスクトップ、Sun Ray キオス
ク、および汎用など、仮想化プラットフォームに対して統合アクセスを提供するエンティティー。
テンプレート
デスクトップのマスター、すなわち、ゴールデンイメージ。テンプレートは、新しいデスクトップをクローニン
グするために使用される特殊なデスクトップです。

と
トークン
ユーザーを識別する一意の文字列。スマートカードによって入力される場合があります。

は
ハイパーバイザ
ホスト上で仮想マシンを実行するためのプログラムまたは専用のオペレーティングシステム。タイプ 1 のハイ
パーバイザは「ベアメタル」ですが、タイプ 2 のハイパーバイザには標準のオペレーティングシステムが必要で
す。

ふ
プール
同じ特性を共有するデスクトップの集まり。プールには通常、割り当て可能なデスクトップのほか、現在積極的
に使用されていないデスクトップやリサイクルまたは削除されるのを待機しているデスクトップが含まれます。
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フレキシブル割り当て
デスクトップを必要に応じてプールからユーザーに一時的に割り当てることができます。ユーザーが割り当てら
れたデスクトップの使用を停止すると、そのデスクトップはリサイクルでき、ほかのユーザーに対して利用可能
になります。フレキシブル割り当ては、主に 1 つまたは少数のアプリケーションを使用して作業を行い、デスク
トップ環境をカスタマイズする必要があまりないユーザーに適しています。

ほ
ホスト
仮想マシンが実行されている物理コンピュータ。
ホットデスク
ユーザーがスマートカードを取り出し、それをほかの Sun Ray クライアントに挿入することにより、ユーザーの
セッションがユーザーに「追随」する機能。これによって、ユーザーは複数の Sun Ray クライアントから自分の
ウィンドウ表示環境と現在実行中のアプリケーションにアクセスできるようになります。これは、従業員が特定
の職場に配属されていない場合に便利です。
ポリシー
この文脈では、ポリシーはプール内のデスクトップのタイムアウト間隔、最長有効期間、その他ライフサイクル
に影響するものなどのパラメータを指定する設定です。

ま
マスターのリビジョン
プール内のデスクトップクローニング時にデフォルトで使用されるテンプレートのリビジョン。特定のリビジョ
ンを代わりに使用するには、「プールでのクローニングの適用」コマンドを使用します。

ら
ライフサイクル
デスクトップはテンプレートからプールに複製され、使用され、おそらく再利用され、リサイクルされ、削除さ
れます: これがデスクトップのライフサイクルです。

り
リサイクル
元はプールにあったデスクトップが、指定された間隔に使用されなかったとき、またはほかの特定の条件に該当
した場合、そのデスクトップはリサイクルされます。リサイクルされたデスクトップは、再割り当て用として
プールに戻されたり、スナップショットにリセットしてから再利用されたり、削除されたりする可能性がありま
す。後者の場合、新しいデスクトップがプール用にクローニングされることがあります。
リビジョン
テンプレートのスナップショット。
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付録F サードパーティーコンポーネントのライセンス
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この付録では、製品に含まれる可能性のあるサードパーティーコンポーネントのライセンスを記載します。

F.1. Apache Software Foundation のライセンス
The following software may be included in this product:
Apache Commons Beanutils 1.6
Apache Commons Codec 1.4
Copyright 2002-2011 The Apache Software Foundation
This product includes software developed by
The Apache Software Foundation (http://www.apache.org/).
src/test/org/apache/commons/codec/language/
DoubleMetaphoneTest.java contains
test data from http://aspell.sourceforge.net/test/batch0.tab.
Copyright (C) 2002 Kevin Atkinson (kevina@gnu.org). Verbatim
copying and distribution of this entire article is permitted
in any medium, provided this notice is preserved.
Apache Commons Collections 2.1
Apache Commons Digester 1.5
This product includes software developed by
The Apache Software Foundation (http://www.apache.org/).
Apache Commons Discovery 0.2
Apache Commons File Upload 1
Copyright 2002-2008 The Apache Software Foundation
This product includes software developed by
The Apache Software Foundation (http://www.apache.org/).
Apache Commons Logging 1.0.4
Copyright 2003-2007 The Apache Software Foundation
This product includes software developed by
The Apache Software Foundation (http://www.apache.org/).
Apache Jakarta Commons HttpClient 3.1
Copyright 1999-2007 The Apache Software Foundation
This product includes software developed by
The Apache Software Foundation (http://www.apache.org/).
Apache Log4j 1.2.11, 1.2.12
Copyright 1999-2005 The Apache Software Foundation
This product includes software developed at
The Apache Software Foundation (http://www.apache.org/).
Apache Tomcat 6.0.35
Copyright (C) 1999-2011, Apache Software Foundation
Apache WS Common Utils 1.0.1
Castor XML 1.2
For a complete list of committers to the Castor project,
please see http://www.castor.org/1.2/contributors.html
JAX-RPC 1.1
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OpenCSV 1.8
Shale Remoting 1.1.0
Copyright 2004-2007 The Apache Software Foundation
This product includes software developed by
The Apache Software Foundation (http://www.apache.org/).
This product contains code written by David Geary and Cay
Horstmann
for the first edition of Core JavaServer Faces.
Wiseman 1

The following applies to all products licensed under the Apache 2.0
License:
You may not use the identified files except in compliance with the
Apache License, Version 2.0 (the "License.")
You may obtain a copy of the License at
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0. A copy of the license is
also reproduced below.
Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or
implied.
See the License for the specific language governing permissions and
limitations under the License.

Apache License
Version 2.0, January 2004
http://www.apache.org/licenses/
TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION
1. Definitions.
"License" shall mean the terms and conditions for use,
reproduction, and distribution as defined by Sections 1 through
9 of this document.
"Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized
by the copyright owner that is granting the License.
"Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all
other entities that control, are controlled by, or are under
common control with that entity. For the purposes of this
definition, "control" means (i) the power, direct or indirect,
to cause the direction or management of such entity, whether by
contract or otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%)
or more of the outstanding shares, or (iii) beneficial ownership
of such entity.
"You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity
exercising permissions granted by this License.
"Source" form shall mean the preferred form for making
modifications, including but not limited to software source code,
documentation source, and configuration files.
"Object" form shall mean any form resulting from mechanical
transformation or translation of a Source form, including but
not limited to compiled object code, generated documentation,
and conversions to other media types.
"Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or
Object form, made available under the License, as indicated by a
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copyright notice that is included in or attached to the work
(an example is provided in the Appendix below).
"Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or
Object form, that is based on (or derived from) the Work and
for which the editorial revisions, annotations, elaborations,
or other modifications represent, as a whole, an original work
of authorship. For the purposes of this License, Derivative
Works shall not include works that remain separable from, or
merely link (or bind by name) to the interfaces of,
the Work and Derivative Works thereof.
"Contribution" shall mean any work of authorship, including
the original version of the Work and any modifications or
additions to that Work or Derivative Works thereof, that is
intentionally submitted to Licensor for inclusion in the Work
by the copyright owner or by an individual or Legal Entity
authorized to submit on behalf of the copyright owner.
For the purposes of this definition, "submitted"
means any form of electronic, verbal, or written communication
sent to the Licensor or its representatives, including but not
limited to communication on electronic mailing lists, source
code control systems, and issue tracking systems that are
managed by, or on behalf of, the
Licensor for the purpose of discussing and improving the Work,
but excluding communication that is conspicuously marked or
otherwise designated in writing by the copyright owner as
"Not a Contribution."
"Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal
Entity on behalf of whom a Contribution has been received by
Licensor and subsequently incorporated within the Work.
2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions
of this License, each Contributor hereby grants to You a
perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free,
irrevocable copyright license to reproduce, prepare Derivative
Works of, publicly display, publicly perform, sublicense, and
distribute the
Work and such Derivative Works in Source or Object form.
3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of
this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual,
worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable
(except as stated in this section) patent license to make, have
made, use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer
the Work, where such license applies only to those patent claims
licensable by such Contributor that are necessarily infringed
by their Contribution(s) alone or by combination of their
Contribution(s) with the Work to which such Contribution(s) was
submitted. If You institute patent litigation against any entity
(including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging
that the Work or a Contribution incorporated within the Work
constitutes direct or contributory patent infringement, then any
patent licenses granted to You under this License for that Work
shall terminate as of the date such litigation is filed.
4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the
Work or Derivative Works thereof in any medium, with or without
modifications, and in Source or Object form, provided that You
meet the following conditions:
(a) You must give any other recipients of the Work or
Derivative Works a copy of this License; and
(b) You must cause any modified files to carry prominent notices
stating that You changed the files; and
(c) You must retain, in the Source form of any Derivative Works
that You distribute, all copyright, patent, trademark, and
attribution notices from the Source form of the Work,
excluding those notices that do not pertain to any part of
the Derivative Works; and
(d) If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its
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distribution, then any Derivative Works that You distribute
must include a readable copy of the attribution notices
contained within such NOTICE file, excluding those notices
that do not pertain to any part of the Derivative Works, in
at least one of the following places: within a NOTICE text
file distributed as part of the Derivative Works; within
the Source form or documentation, if provided along with
the Derivative Works; or, within a display generated by the
Derivative Works, if and wherever such third-party notices
normally appear. The contents of the NOTICE file are for
informational purposes only and do not modify the License.
You may add Your own attribution notices within Derivative
Works that You distribute, alongside or as an addendum to
the NOTICE text from the Work, provided that such additional
attribution notices cannot be construed
as modifying the License.
You may add Your own copyright statement to Your modifications
and may provide additional or different license terms and
conditions for use, reproduction, or distribution of Your
modifications, or for any such Derivative Works as a whole,
provided Your use, reproduction, and distribution of the Work
otherwise complies with the conditions stated in this License.
5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state
otherwise, any Contribution intentionally submitted for
inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under the
terms and conditions of this License, without any additional
terms or conditions. Notwithstanding the above, nothing herein
shall supersede or modify the terms of any separate license
agreement you may have executed with Licensor regarding such
Contributions.
6. Trademarks. This License does not grant permission to use the
trade names, trademarks, service marks, or product names of the
Licensor, except as required for reasonable and customary use in
describing the origin of the Work and reproducing the content of
the NOTICE file.
7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or
agreed to in writing, Licensor provides the Work (and each
Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS,
WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or
implied, including, without limitation, any warranties or
conditions of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible
for determining the appropriateness of using or redistributing
the Work and assume any risks associated with Your exercise of
permissions under this License.
8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory,
whether in tort (including negligence), contract, or otherwise,
unless required by applicable law (such as deliberate and
grossly negligent acts) or agreed to in writing, shall any
Contributor be liable to You for damages, including any direct,
indirect, special, incidental, or consequential damages of any
character arising as a result of this License or out of the use
or inability to use the Work (including but not limited to
damages for loss of goodwill, work stoppage, computer failure
or malfunction, or any and all other commercial damages or
losses), even if such Contributor has been advised of the
possibility of such damages.
9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing
the Work or Derivative Works thereof, You may choose to offer,
and charge a fee for, acceptance of support, warranty,
indemnity, or other liability obligations and/or rights
consistent with this License. However, in accepting such
obligations, You may act only on Your own behalf and on Your
sole responsibility, not on behalf of any other Contributor,
and only if You agree to indemnify, defend, and hold each
Contributor harmless for any liability incurred by, or claims
asserted against, such Contributor by reason
of your accepting any such warranty or additional liability.
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END OF TERMS AND CONDITIONS
APPENDIX: How to apply the Apache License to your work.
To apply the Apache License to your work, attach the following
boilerplate notice, with the fields enclosed by brackets "[]"
replaced with your own identifying information. (Don't include
the brackets!) The text should be enclosed in the appropriate
comment syntax for the file format. We also recommend that a
file or class name and description of purpose be included on the
same "printed page" as the copyright notice for easier
identification within third-party archives.
Copyright [yyyy] [name of copyright owner]
Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License");
you may not use this file except in compliance with the License.
You may obtain a copy of the License at
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0
Unless required by applicable law or agreed to in writing, software
distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS,
WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or
implied. See the License for the specific language governing
permissions and limitations under the License.

F.2. Bouncy Castle のライセンス
The following software may be included in this product:
Bouncy Castle Crypto APIs
Please note: our license is an adaptation of the MIT X11 License and
should be read as such.
License Copyright (c) 2000 - 2009 The Legion Of The Bouncy Castle
(http://www.bouncycastle.org)
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining
a copy of this software and associated documentation files (the
"Software"), to deal in the Software without restriction, including
without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish,
distribute, sublicense, and/or sell copies of the Software, and to
permit persons to whom the Software is furnished to do so, subject to
the following conditions: The above copyright notice and this
permission notice shall be included in all copies or substantial
portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND,
EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS
BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE.

F.3. EclipseLink のライセンス
The following software may be included in this product:
Eclipselink 1.1.2
Eclipse Distribution License - v 1.0
Copyright (c) 2007, Eclipse Foundation, Inc. and its licensors.
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions
are met:
- Redistributions of source code must retain the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
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documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the Eclipse Foundation, Inc. nor the names of
its contributors may be used to endorse or promote products derived
from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS
"AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR
A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT
OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE,
DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY
THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE
OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

F.4. Java Secure Channel (JSCH) for SSH2 のライセンス
The following software may be included in this product:
Java Secure Channel (JSCH) for SSH2
JSch 0.0.* was released under the GNU LGPL license. Later, we have
switched over to a BSD-style license.
---------------------------------------------------------------------Copyright (c) 2002,2003,2004,2005,2006,2007 Atsuhiko Yamanaka,
JCraft,Inc.
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions
are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above
copyright notice, this list of conditions and the following
disclaimer in the documentation and/or other materials provided
with the distribution.
3. The names of the authors may not be used to endorse or promote
products derived from this software without specific prior
written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED ``AS IS'' AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT SHALL JCRAFT, INC. OR ANY CONTRIBUTORS TO THIS SOFTWARE
BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY,
OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT
OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF
LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING
NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

F.5. Xerces のライセンス
The following software may be included in this product:
Xerces
This product includes software developed by the Apache Software
Foundation. (http://www.apache.org/).
The Apache Software License, Version 1.1
Copyright (c) 2000 The Apache Software Foundation. All rights
reserved.
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Redistribution and use in source and binary forms, with or without
modification, are permitted provided that the following conditions
are met:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
notice, this list of conditions and the following disclaimer in
the documentation and/or other materials provided with the
distribution.
4. The end-user documentation included with the redistribution,
if any, must include the following acknowledgment:
"This product includes software developed by the
Apache Software Foundation (http://www.apache.org/)."
Alternately, this acknowledgment may appear in the software
itself, if and wherever such third-party acknowledgments
normally appear.
5. The names "Apache" and "Apache Software Foundation" must not
be used to endorse or promote products derived from this
software without prior written permission. For written
permission, please contact apache@apache.org.
5. Products derived from this software may not be called "Apache",
nor may "Apache" appear in their name, without prior written
permission of the Apache Software Foundation.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED ``AS IS'' AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED
WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT SHALL THE APACHE SOFTWARE FOUNDATION OR ITS CONTRIBUTORS
BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY,
OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT
OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR
BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE
OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE,
EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
This software consists of voluntary contributions made by many
individuals on behalf of the Apache Software Foundation. For more
information on the Apache Software Foundation, please see
<http://www.apache.org/>.
Portions of this software are based upon public domain software
originally written at the National Center for Supercomputing
Applications, University of Illinois, Urbana-Champaign.
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