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はじめに
『Oracle Virtual Desktop Infrastructure 入門ガイド』は Oracle Virtual Desktop Infrastructure (VDI) の開始方法を説明
するもので、この製品をはじめて使用する管理者を対象にしています。

ドキュメントのアクセシビリティー
Oracle のアクセシビリティーへの取り組みについては、Oracle Accessibility Program の Web サイト http://
www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc にアクセスしてください。

Oracle サポートへのアクセス
Oracle のお客様は、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。

• 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。

ドキュメントリビジョン
ドキュメント作成日: 2012-11-26 (revision: 1534)

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs
http://www.oracle.com/technetwork/server-storage/virtualdesktop/docs/index.html
http://www.oracle.com/technetwork/server-storage/virtualdesktop/docs/index.html
http://www.oracle.com/technetwork/server-storage/virtualbox/documentation/index.html
http://www.oracle.com/technetwork/server-storage/sunrayproducts/docs/index.html
http://www.oracle.com/technetwork/server-storage/sunrayproducts/docs/index.html
http://www.oracle.com/technetwork/server-storage/securedesktop/docs/index.html
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第1章 Oracle VDI の概要
このガイドは Oracle Virtual Desktop Infrastructure (VDI) の開始方法を説明するもので、この製品をはじめて使用する
管理者を対象にしています。

Oracle VDI は、データセンターで提供されている仮想化されたデスクトップにアクセスできます。Oracle VDI システ
ムは 4 つの要素で構成されています。

• 仮想化: 仮想デスクトップが動作する仮想化プラットフォーム (ハイパーバイザ)。各デスクトップは、別々の仮想マ
シンで動作します。

• ストレージ: それらのデスクトップに使用される仮想ディスクを格納するためのストレージスペース。

• アクセス: 仮想デスクトップにログインしてそれらを使用するための手段。Oracle VDI では Oracle Sun Ray クライ
アントおよび Remote Desktop Protocol (RDP) クライアントをサポートしています。

• 管理: デスクトップについてのユーザーリクエストを処理し、仮想マシンを提供して開始するように仮想化プラット
フォームおよびストレージに指示する Oracle VDI サービス。

このガイドで使用されている、理解すべき重要な用語は、次のとおりです。

• 仮想マシン (VM): 物理マシンのようにプログラムを実行するコンピュータのソフトウェア実装。

• デスクトップ: 仮想マシンで動作するオペレーティングシステムのインスタンス。

• デスクトッププロバイダ: 仮想デスクトップの実行に使用される仮想化リソース (ホストおよびストレージ) のカプ
セル化。

• プール: デスクトッププロバイダで提供されているデスクトップのグループ。

• テンプレート: 操作をクローニングするためにプールで使用されるデスクトップ。

Oracle VDI および関連製品 (Sun Ray Software など) のドキュメントは次にあります。

http://docs.oracle.com/cd/E26217_01

このガイドでは、単一ホストを使用して Oracle VDI の配備を構成するための基本的な手順を説明します。このガイド
の終わりまでに、ユーザーはテンプレートからクローニングされた Windows デスクトップにアクセスできるようにな
るはずです。

このガイドで使用される単一ホストモデルは、リソースをほとんど必要としないので評価用配備に適しています。し
かし、大規模な配備では、スケーラビリティーと回復に備えるために複数のホストが必要です。

「2章始める前に」には、このガイドの残りの部分の基礎となる重要な準備情報が含まれています。それらの要件には
細心の注意を払ってください。

http://docs.oracle.com/cd/E26217_01
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第2章 始める前に
この章では、このガイドの残りの手順を進める前に必要な前提条件について説明します。

ハードウェア
このガイドでは、単一ホストを使用して Oracle VDI の完全な配備を行います。このホストは、仮想化プラットフォー
ムやストレージをはじめ、仮想デスクトップを実行して利用するために必要なすべてのものを提供します。

このホストは、次の最小限のハードウェア要件を満たす必要があります。

• 8G バイト (GB) のランダムアクセスメモリー (RAM)

約 6 台の仮想デスクトップを実行するためには 8G バイトで十分です。

• クアッドコアの x86-64 (64 ビット) 中央演算処理装置 (CPU)、仮想化サポート (Intel VT‑x または AMD‑V) 付き

• 100G バイト (GB) の空きディスクスペース

このガイドでは、仮想デスクトップの格納にローカルディスクが使用されます。1 台のホストを少なくとも 2 つの
ディスクとともに使用して、ストレージをオペレーティングシステムと切り離せるようにするのが最善の策です。
必ずストレージ用のディスクに仮想デスクトップを格納するための十分な容量があるようにしてください。

• 1G ビット (Gbit) のネットワークインタフェースカード (NIC)

これらの要件は、ホストが Oracle VDI にのみ使用される専用ホストであることを前提としています。

オペレーティングシステム
ホストのオペレーティングシステムとして Oracle Linux または Oracle Solaris のどちらかを使用できます。システム
要件の詳細は、『Oracle VDI 管理者ガイド』を参照してください。Oracle VDI ホストと Oracle VM VirtualBox ホスト
の両方の要件を必ず確認してください。

次は、Oracle Linux プラットフォームの主な要件のサマリーです。

• Oracle Linux Release 5.6 または 5.7 がサポートされています。

• Oracle の Unbreakable Enterprise Kernel を使用する必要があります。現時点では、その他のカーネルで単一ホスト
の配備はできません。

• yum が正しく構成され、それが動作していることを確認して、Oracle VDI のインストール時に不足している必須
パッケージが自動的にインストールされるようにします。

Oracle Linux サポートを購入しておらず、ホストがインターネットにアクセスできる場合は、Oracle Public Yum
Server を使用してパッケージの依存関係を解決できます。これらのリポジトリへのアクセスを有効にする方法の詳
細は、http://public-yum.oracle.com を参照してください。

ホストがインターネットにアクセスできない場合は、Oracle Linux のインストール DVD または ISO イメージから
パッケージの依存関係を解決するように yum を構成できます。これを行うには:

1. /mnt などの場所に DVD または ISO イメージをマウントします。

/dev/cdrom に挿入された DVD メディアをマウントするには、次のコマンドを使用します。

# mount -r -o loop -t iso9660 /dev/cdrom /mnt

ISO イメージファイルをマウントするには、次のコマンドを使用します。

# mount -o loop <path-to-iso-image-file> /mnt

2. local.repo というファイルを /etc/yum.repos.d ディレクトリに作成します。

ファイル名には .repo サフィックスを含める必要があります。

http://public-yum.oracle.com
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3. local.repo ファイルを編集して、次のテキストを挿入します。

[local]
name=local DVD
baseurl=file:///mnt/Server
enabled=1
gpgcheck=0

4. yum のキャッシュをクリアーします。

# yum clean all

• システムが実行レベル 5 (X ベースのログイン画面を備えたフルマルチユーザーモード) で動作している必要があり
ます。

• SELinux 設定が permissive または disabled に設定されている必要があります。

次は、Oracle Solaris プラットフォームの主な要件のサマリーです。

• Oracle Solaris 10 リリース 09/10 (update 9) およびそれ以降がサポートされています。Oracle Solaris 11 はサポー
トされていません。

• 全体ディストリビューションをインストールして、Oracle VDI に必要なライブラリを取得する必要があります。

• Solaris ゾーンを使用する場合は、このガイドに記載されたすべての構成手順を大域ゾーンで実行する必要がありま
す。非大域ゾーンはサポートされていません。

• システムが実行レベル 3 (NFS リソースが共有されているマルチユーザーレベル) で動作している必要があります。

• zfs_arc_min パラメータが /etc/system ファイルで設定されている必要があります。このパラメータが設定されてい
ない場合は、それをまず 1G バイトに設定します (システムパフォーマンスに影響がある場合はあとでそれを調整
できます)。また、zfs_arc_max パラメータが zfs_arc_min と同じ値になるように設定してください。それらのパラ
メータ値は、次のようにバイト単位で設定します。

set zfs:zfs_arc_min = 1073741824
set zfs:zfs_arc_max = 1073741824

その他のホスト要件
ホストで root ユーザーとしてログインできる必要があります。

SSH がホストで有効になっており、SSH が root ユーザーによるログインを許可するように構成されている必要があ
ります。SSH が標準以外のポートを使用するように構成されている場合は、必ずポート番号がわかるようにしてくだ
さい。

Oracle VDI システムをすぐに使える状態にするには、ホストでファイアウォールを無効にすることが最善の策です。
ファイアウォールが有効になっている方が望ましい場合は、開く必要がある可能性のあるポートの詳細について、
『Oracle VDI 管理者ガイド』を参照してください。

ホストに、クライアントで解決できるドメインネームシステム (DNS) エントリが含まれている必要があります。ホス
トの DNS 検索と逆検索は成功する必要があります。

Oracle VDI ソフトウェア
ホストの一時的な場所に Oracle VDI ソフトウェアアーカイブをダウンロードするようにしてください。ソフトウェア
のダウンロードとダウンロード手順へのリンクは、次にあります。

http://www.oracle.com/technetwork/server-storage/virtualdesktop/downloads/index.html.

注意

Oracle Solaris を使用している場合は、ストレージとしてローカルディスクを使用するた
め、リリース 3.4.1 またはそれ以降をダウンロードする必要があります。リリース 3.4.1
は、My Oracle Support (MOS) サービスポータルに登録されている契約したお客様のみが使

http://www.oracle.com/technetwork/server-storage/virtualdesktop/downloads/index.html
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用できます。このリリースをダウンロードするには、https://support.oracle.com にアクセス
し、「パッチと更新版」タブでパッチ番号 14226229 を検索します。あるいは、ホストで
ローカルの ZFS ストレージプールを使用することもできます。

通常、Sun Ray クライアントは Oracle VDI デスクトップを表示するために使用されます。Sun Ray クライアントは省
電力のハードウェアデバイスです。アクセスの容易さと速度を考慮して、このガイドではデスクトップへのアクセス
に Oracle Virtual Desktop Client を使用します。Oracle Virtual Desktop Client は Sun Ray クライアントに代わって使
用されるソフトウェアです。Oracle Virtual Desktop Client のダウンロードとダウンロード手順へのリンクは、次にあ
ります。

http://www.oracle.com/technetwork/server-storage/sunrayproducts/downloads/index.html.

Oracle Virtual Desktop Client をダウンロードしたあと、それをインストールします。Oracle Virtual Desktop Client
をサーバーにインストールする必要はなく、デスクトップ PC またはノートパソコンにそれをインストールできま
す。クライアントプラットフォームが Oracle VDI ホストに接続できる必要があります。サポートされているプラット
フォームおよびインストール手順の詳細は、次でダウンロード対象クライアントのバージョンのリリースノートを参
照してください。

http://www.oracle.com/technetwork/server-storage/sunrayproducts/docs/index.html

仮想化プラットフォーム
Oracle VDI 用のデフォルトの仮想化プラットフォームは Oracle VM VirtualBox であり、このガイドではそのプラット
フォームが使用されています。

VirtualBox に精通していて、既存の仮想マシンがある場合、このガイドではその仮想マシンをデスクトップテンプ
レートとして使用できるように準備する方法について説明します。

別の仮想化プラットフォームで準備されたもので、そのプラットフォームから Open Virtualization Format (OVF また
は OVA) でエクスポートできる既存の仮想マシンがある場合、このガイドではマシンを VirtualBox にインポートする
方法について説明します。エクスポートしたファイルはすべて、ホストの一時的な場所にコピーするようにしてくだ
さい。

VirtualBox に精通していない場合、このガイドではインストールメディアを必要とする仮想マシンの作成手順につい
て説明します。このガイドでは Windows 7 を使用します。インストールメディアは、物理 CD/DVD であっても、ISO
イメージであってもかまいません。ISO イメージを使用する場合は、そのイメージをホストの一時的な場所にコピー
してください。Windows のアクティブ化のようなことに関する問題を回避するために、選択したデスクトップオペ
レーティングシステム用の Windows ボリュームライセンスキーを持っていることが最善の策です。

ユーザーディレクトリ
通常は、企業のユーザーディレクトリに保持されている情報を使用するように Oracle VDI を構成します。このガイド
は、Microsoft Active Directory を使用していることを前提としていますが、このガイドに記載されたユーザーディレク
トリへの接続手順はサポートされているどのユーザーディレクトリにも役立つはずです。サポートされているディレ
クトリの詳細は、『Oracle VDI 管理者ガイド』に記載されています。接続に SSL (LDAPS) が必要かどうかも含め、
ディレクトリへのアクセスに使用する URL を書きとめてください。また、ディレクトリへの読み取りアクセスを持つ
ユーザーの識別名 (cn=Jane Doe,cn=Users,dc=example,dc=com など) およびパスワードも必要です。

Windows ドメイン
このガイドでは、Windows デスクトップを自動ログインおよび Oracle VDI の高速準備用に構成するために必要な手
順を実行します。これらの手順はオプションですが、それによってユーザーの利便性が向上します。この構成によっ
て、Oracle VDI にログインしたユーザーは、それぞれのデスクトップに自動的にログインし、そのデスクトップは
Windows ドメインに参加します。これを成功させるためには、次の情報が必要です。

• 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の資格情報。

• Active Directory がコンピュータに使用するコンテナの識別名。デフォルトのコンテナは ou=Computers です。

• Windows Server 2008 およびそれ以降では、ドメインコントローラが読み取り専用として構成されているかどう
か。

https://support.oracle.com
http://www.oracle.com/technetwork/server-storage/sunrayproducts/downloads/index.html
http://www.oracle.com/technetwork/server-storage/sunrayproducts/docs/index.html
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準備が完了したあとは、このソフトウェアをいつでもインストールできます。「3章ソフトウェアのインストール」で
は、この方法について説明します。
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第3章 ソフトウェアのインストール
この章では、Oracle VDI のインストールと構成、Oracle VM VirtualBox (VirtualBox) のインストール、そしてインス
トールのテストを行います。

Oracle VDI のインストール
root ユーザーでホストにログインします。作業用ディレクトリを、Oracle VDI ソフトウェアアーカイブが含まれる
ディレクトリに変更します。次のように、Oracle VDI ソフトウェアアーカイブを解凍し、vda‑install コマンドを使用
してそのソフトウェアをインストールします。

• Oracle Solaris ホスト上で:

# unzip vda_<version>_solaris_amd64.zip
# cd vda_<version>_solaris_amd64
# ./vda-install

• Oracle Linux ホスト上で:

# unzip vda_<version>_linux.zip
# cd vda_<version>_linux
# ./vda-install

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。Return キーを押して構成を開始します。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):

「1」(新しい Oracle VDI Center の場合) と入力して、Return キーを押します。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: vdi.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):

通常は、デフォルト設定を受け入れてかまいません。確認すべきもっとも重要なことは、示されている DNS 名が完全
修飾 DNS 名であることです。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。
それ以外の場合は、「c」と入力し、Return キーを押して構成設定を変更します。数分後にインストールが完了しま
す。

VirtualBox のインストール
次に、VirtualBox をインストールする必要があります。必要なものはすべて、抽出された Oracle VDI ソフトウェア
アーカイブに含まれています。

次のように、VirtualBox ソフトウェアアーカイブを解凍し、作業用ディレクトリを抽出されたディレクトリに変更
し、vb‑install スクリプトを使用してそのソフトウェアをインストールします。

# unzip vbox_<version>.zip
# cd vbox_<version>
# ./vb-install

VirtualBox は、Base Pack と Extension Pack の 2 つのコンポーネントで構成されています。VirtualBox 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。ただし、vb‑install 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。Base Pack のダウン
ロードに失敗した場合は、http://download.virtualbox.org/virtualbox から手動でダウンロードする必要があります。必
ず、そのリリースの 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てから、そのスクリプトを再度実行します。

http://download.virtualbox.org/virtualbox/
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vb‑install スクリプトによって、ユーザー名、パスワード、および SSL 接続に使用するポート番号を入力するよう求
められます。デフォルトでは、root ユーザーとポート 443 を使用します。root をユーザーとして使用するのが最善の
方法です。別のプロセスでポート 443 を使用している場合は、vb‑install スクリプトによって使用可能な別のポートが
推奨されます。このホストに Oracle Secure Global Desktop ソフトウェアもインストールする予定の場合は、異なる
ポートを選択します。数分後にインストールが完了します。

Oracle VDI Web 管理ツールへのログイン
次に、Oracle VDI の Web 管理ツールである Oracle VDI Manager にログインします。ブラウザを使用し
て、https://<host-name>:1801 に移動します。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。セキュリティー証明書を受け入れます。図 3.1 に示すように、ログインページが表
示されます。

図3.1 Oracle VDI Manager のログインページ

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。図 3.2 に示すように、Oracle VDI
Manager にログインし、「ユーザー」ページが表示されます。

図3.2 「ユーザー」ページ

「会社なし」というメッセージが表示されるのは、ユーザーディレクトリをまだ構成していないからです。「4章ユー
ザーディレクトリへの接続」では、この方法について説明します。
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第4章 ユーザーディレクトリへの接続
この章では、Oracle VDI をユーザーディレクトリに接続します。Oracle VDI は、Active Directory または LDAP ディ
レクトリ内に保持されている情報を使用してユーザーを認証し、それらのユーザーにデスクトップを割り当てること
ができます。Oracle VDI はもっとも一般的なユーザーディレクトリとともに動作するよう設計されていますが、特定
のディレクトリ用に LDAP 構成をチューニングすることが必要な場合もあります。『Oracle VDI 管理者ガイド』に
は、サポートされているユーザーディレクトリと推奨されるチューニングの詳細が記載されています。

Active Directory を使用している場合は、LDAP プロトコルまたは Kerberos プロトコルのどちらかを使用してディレ
クトリに接続できます。このガイドでは、より簡単に構成でき、Active Directory とその他のディレクトリタイプの
両方で構成が同じであるという理由から、LDAP プロトコルに焦点を合わせます。ただし、フォレストを含む複雑な
Active Directory 構造がある場合や、パスワードの有効期限などの操作を処理できるようにする場合は、Kerberos プロ
トコルを選択する方が適切です。

Oracle VDI では、ユーザーディレクトリは会社として表されます。そのため、会社を構成してから、その構成が機能
することをテストする必要があります。

4.1. 会社の作成
Oracle VDI Manager で、左側のナビゲーションツリーから「設定」を選択して、「会社」を選択します。図 4.1 に示
すように、「すべての会社」ページが表示されます。

図4.1 「すべての会社」ページ

「会社」テーブルで、「新規」ボタンをクリックします。新規会社ウィザードが新しいウィンドウに表示されます。
「次へ」ボタンをクリックして、ウィザードの各種手順に進みます。図 4.2 に示すように、「ユーザーディレクトリ
の選択」手順で、「LDAP」を選択します。

図4.2 「ユーザーディレクトリの選択」手順
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「接続の指定」手順で、「セキュリティーレベル」を選択し、次のように必要な認証詳細を入力します。

• ホストおよびポート: そのディレクトリの完全修飾 DNS 名または IP アドレス。そのディレクトリが非標準のポー
トを使用する場合は、ポート番号を変更します。

• ベース DN: 検索ベースとして使用する LDAP オブジェクトの識別名 (DN) (cn=Users,dc=example,dc=com など)。

• ユーザー DN: ユーザーディレクトリに読み取り権を持つユーザーの DN
(cn=Administrator,cn=Users,dc=example,dc=com など)。

ほとんどの企業のユーザーディレクトリは、暗号化に SSL を使用し、ユーザー名とパスワードを必要とするセキュア
認証用に構成されています。簡易認証には、ユーザー名とパスワードのみが必要です。匿名認証には資格情報は必要
ありません。

図 4.3 に、セキュア認証の入力済みの例を示します。

図4.3 「接続の指定」手順

「次へ」をクリックします。セキュリティーレベルとしてセキュア認証を選択した場合は、「証明書の検証」手順が
表示されます。そのディレクトリの SSL 証明書の詳細が正しいことを確認して、「次へ」をクリックします。「会社
の定義」手順で、会社名と会社の電子メールドメイン名を「名前」と「電子メールドメイン名」フィールドに入力し
ます。図 4.4 に、入力済みの例を示します。

図4.4 「会社の定義」手順
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「レビュー」手順で、構成を確認してから、「完了」をクリックして会社を作成します。ウィザードが閉じて、図 4.5
に示すように、会社が作成されたことを確認するためのメッセージが「すべての会社」ページに表示され、「会社」
テーブルに新しい会社が表示されるようになりました。

図4.5 追加された会社

「すべての会社」テーブルは、会社のサマリーを表示し、もっとも重要なことには、ユーザーディレクトリへの接続
のステータスを報告します。会社の構成はいつでも変更できます。「会社」テーブルで、「名前」列にある会社名を
クリックして、「LDAP」タブを選択します (図 4.6 を参照)。

図4.6 会社の LDAP 設定のタブ

このタブで、セキュリティーレベルを変更したり、フェイルオーバーの目的で LDAP サーバーを追加したりするなど
して、LDAP 構成を変更できます。LDAP 構成をチューニングするための設定にアクセスするには、「LDAP 構成の編
集」をクリックします。

4.2. 会社の構成のテスト
会社の構成が完了したので、それが機能するかどうかをテストすることが重要です。このためには、Oracle Virtual
Desktop Client を起動する必要があります。スタートメニュー (Windows プラットフォーム)、起動メニュー (Linux
プラットフォーム)、またはアプリケーションフォルダ (Mac OS X プラットフォーム) のいずれかに Oracle Virtual
Desktop Client のアプリケーションアイコンが表示されているはずです。Oracle Virtual Desktop Client のアプリケー
ションアイコンをクリックします。図 4.7 に示すように、「Virtual Desktop Client に接続」画面が表示されます。
「サーバー」フィールドに Oracle VDI ホストの完全修飾 DNS 名を入力して、「接続」をクリックします。
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図4.7 「Virtual Desktop Client に接続」画面

ヒント

画面のいちばん下にある「設定」をクリックすると、画面の解像度などの追加の構成オプ
ションにアクセスできます。

しばらくして、Oracle VDI の「デスクトップログイン」画面が表示されます。Active Directory または LDAP のユー
ザー名とパスワード、およびドメイン名を入力してから (図 4.8 参照)、「ログイン」をクリックします。

図4.8 Oracle VDI の「デスクトップログイン」画面

しばらくして、図 4.9 に示すように、デスクトップセレクタ画面が、利用可能なデスクトップが存在しないことを示
すメッセージとともに表示されます。これは、機能する Oracle VDI がインストールされていること、および会社の構
成が有効であることを確認するものです。
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図4.9 デスクトップセレクタ画面

「ログアウト」をクリックします。次の手順は、ユーザーにデスクトップを提供する仮想化リソースに Oracle VDI を
接続することです。「5章仮想化プラットフォームへの接続」では、この方法について説明します。
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第5章 仮想化プラットフォームへの接続
この章では、ユーザーのデスクトップを実行する仮想化プラットフォーム (この場合は Oracle VM VirtualBox) に
Oracle VDI を接続します。これを行うには、Oracle VDI Manager でデスクトッププロバイダを作成してから、使用す
る仮想化リソース (ホストおよびストレージ) を指定します。

Oracle VDI Manager にログインし、左側のナビゲーションツリーで「デスクトッププロバイダ」を選択しま
す。図 5.1 に示すように、「すべてのデスクトッププロバイダ」ページが表示されます。

図5.1 「すべてのデスクトッププロバイダ」ページ

「デスクトッププロバイダ」テーブルで、「新規」ボタンをクリックします。新規デスクトッププロバイダウィザー
ドが新しいウィンドウに表示されます。「次へ」ボタンをクリックして、ウィザードの各種手順に進みます。図 5.2
に示すように、「デスクトッププロバイダの種類を選択」手順で、「Oracle VM VirtualBox」を選択します。

図5.2 「デスクトッププロバイダの種類を選択」手順

「ホストの指定」手順で、「新規ホストの指定」オプションが選択されていることを確認して、「次へ」をクリック
します。

「新規ホストの指定」手順で、VirtualBox をインストールした Oracle VDI ホストの詳細を入力します。

• ホスト: VirtualBox ホストの完全修飾 DNS 名または IP アドレス。

• SSL ポート: VirtualBox ホストへの SSL 接続に使用されるポート番号。これは VirtualBox のインストール時に指定
したポートです。デフォルトはポート 443 です。

• SSH ポート: VirtualBox ホストへの SSH 接続に使用されるポート番号。デフォルトはポート 22 です。

• ユーザー名およびパスワード: VirtualBox ホストへの root アクセス権を持つユーザーの資格情報。これは VirtualBox
のインストール時に指定したユーザーです。デフォルトは root です。

図 5.3 に、入力済みの例を示します。
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図5.3 「新規ホストの指定」手順

「次へ」をクリックします。「証明書の検証」手順で、SSH および SSL の証明書の詳細が正しいことを確認して、
「次へ」をクリックします。必要に応じて VirtualBox ホストを追加できるように、「ホストの指定」手順に戻りま
す。VirtualBox ホストを追加したことを確認するためのメッセージが表示されます。デスクトッププロバイダに複数
のホストを追加した場合は、Oracle VDI によってそれらの負荷分散が行われます。単一ホストを追加する必要がある
だけなので、図 5.4 に示すように、「既存のホストの選択」を選択して、「次へ」をクリックします。

図5.4 「ホストの指定」手順で追加されたホスト

「ストレージの指定」手順で、「新規ストレージの指定」オプションが選択されていることを確認して、「次へ」を
クリックします。

「新規ストレージの指定」手順で、デスクトップの仮想ディスクを格納するために使用されるストレージの詳細を入
力します。Oracle VDI ではいくつかの異なる種類のストレージをサポートしているため、入力する詳細は選択した
ストレージの種類によって異なります。ストレージにローカルファイルシステムを使用することになるので、「ス
トレージの種類」ドロップダウンリストから「ローカルストレージ」を選択します。仮想ディスクの格納先のパスを
「パス」フィールドに入力します。図 5.5 に、入力済みの例を示します。

図5.5 「新規ストレージの指定」手順
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ヒント

Oracle Solaris プラットフォームでは、ローカルストレージのオプションが使用できない
場合、代わりにローカルの ZFS プールを使用できます。「Sun ZFS」オプションを選択し
て、ホストとプールの詳細を入力します。

「次へ」をクリックします。デスクトッププロバイダにはローカルストレージを 1 つだけ指定でき、ローカルスト
レージとサポートされている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。この理由から、デスクトップ
プロバイダにストレージをこれ以上追加することはできません。その他のストレージタイプは混在させたり、複数の
ストレージホストを指定したりできます。複数のストレージホストを追加した場合は、Oracle VDI によってそれらの
ストレージホストの負荷分散が行われます。「デスクトッププロバイダの定義」手順が表示されます。図 5.6 に示す
ように、デスクトッププロバイダの名前を「名前」フィールドに入力します。この名前は、VirtualBox ホストの場所
など、任意の名前にできます。

図5.6 「デスクトッププロバイダの定義」手順

「次へ」をクリックします。「レビュー」手順で、構成を確認してから、「完了」をクリックしてデスクトッププロ
バイダを作成します。ウィザードが閉じて、図 5.7 に示すように、デスクトッププロバイダが作成されたことを確認
するためのメッセージが「すべてのデスクトッププロバイダ」ページに表示され、「デスクトッププロバイダ」テー
ブルに新しいデスクトッププロバイダが表示されるようになりました。

図5.7 追加されたデスクトッププロバイダ

「すべてのデスクトッププロバイダ」ページには、デスクトッププロバイダの管理の概要、その全体的なステータ
ス、デスクトップの数、CPU とメモリーの負荷、およびストレージの使用率が表示されます。デスクトッププロバイ
ダの構成はいつでも変更できます。「デスクトッププロバイダ」テーブルで、「名前」列にあるデスクトッププロバ
イダ名をクリックします。図 5.8 に示すように、「サマリー」タブが表示されます。
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図5.8 デスクトッププロバイダの「サマリー」タブ

ここから、デスクトッププロバイダを監視したり構成したりできます。たとえば、「ホスト」タブを使用する
と、VirtualBox ホストの追加と削除、およびそれらの監視と保守を行うことができます。このページのいちばん上
で、「デスクトッププロバイダ」をクリックすると、「すべてのデスクトッププロバイダ」ページに戻ります。

仮想化プラットフォームへの Oracle VDI の接続が完了したので、次の手順ではデスクトップを作成するためのテンプ
レートとして使用される仮想マシンを作成します。「6章デスクトップテンプレートの作成」では、この方法について
説明します。
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第6章 デスクトップテンプレートの作成
この章では、デスクトップを作成するためのテンプレートとして使用できる仮想マシンの準備に必要な手順について
説明します。

デスクトップテンプレートとして使用する既存の VirtualBox 仮想マシンがある場合は、「既存の VirtualBox 仮想マシ
ンの使用」を参照してください。

別の仮想化プラットフォーム (VMware など) で作成された既存の仮想マシンがあり、そのマシンを Open
Virtualization Format (OVF または OVA) でエクスポートできる場合は、「VirtualBox への既存の仮想マシンのイン
ポート」を参照してください。

Oracle VM VirtualBox に精通していない場合は、「VirtualBox での新規仮想マシンの作成」を参照してください。

6.1. 既存の VirtualBox 仮想マシンの使用
デスクトップテンプレートとして使用する既存の VirtualBox 仮想マシンがある場合は、次の準備を行なってくださ
い。

1. その仮想マシンを起動します。

2. 「VirtualBox Guest Additions のインストール」に記載された手順に従って、VirtualBox Guest Additions をインス
トールします。

インストールする Guest Additions のバージョンが、「第3章」でインストールした VirtualBox のバージョンと必
ず一致するようにしてください。

3. 「仮想マシンの追加の準備」の説明に従って、仮想マシンのオペレーティングシステムを構成します。

4. 仮想マシンをシャットダウンします。

5. 仮想マシンの設定ファイルとディスクイメージを Oracle VDI ホストの /var/tmp ディレクトリにコピーします。

6.2. VirtualBox への既存の仮想マシンのインポート
別の仮想化プラットフォームを使用していて、既存の仮想マシンのエクスポートを Open Virtualization Format (OVF
または OVA) で保持している場合は、その仮想マシンを VirtualBox にインポートし、それを使用してデスクトップテ
ンプレートを用意できます。仮想マシンをインポートするには、VirtualBox を起動する必要があります。Oracle VDI
と VirtualBox をインストールしたホストで、デスクトップから「アプリケーション」メニュー、「システムツール」
メニュー、「Oracle VM VirtualBox」の順に選択します。あるいは、端末で VirtualBox コマンドを実行することもでき
ます。図 6.1 に示すように、「Oracle VM VirtualBox マネージャー」が表示されます。
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図6.1 「Oracle VM VirtualBox マネージャー」

「ファイル」メニューで、「アプライアンスのインポート」を選択します。図 6.2 に示すように、アプライアンスの
インポートウィザードが新しいウィンドウに表示されます。

図6.2 アプライアンスのインポートウィザード

「選択」をクリックし、インポートする仮想マシンの *.ovf または *.ova ファイルが含まれている場所を参照して、
「開く」をクリックします。図 6.3 に示すように、アプライアンスのインポート設定手順が表示されます。
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図6.3 アプライアンスのインポート設定

表示された設定に必要な調整を行なって (あとで設定を変更することも可能)、「インポート」をクリックします。
アプライアンスのインポートウィザードが閉じて、しばらくすると、インポートされた仮想マシンが「Oracle VM
VirtualBox マネージャー」に表示されます。

インポート後に、インポートされた仮想マシンを選択し、ツールバーの「設定」ボタンをクリックします。仮想マシ
ンの設定をレビューして、仮想マシンにその動作に必要なハードウェアが含まれていることを確認します。仮想マシ
ンに CD/DVD ドライブが含まれていることを確認します。

設定のレビューが完了したら、インポートされた仮想マシンを選択し、ツールバーの「起動」ボタンをクリックしま
す。仮想マシンが動作していることを確認します。

次に、「VirtualBox Guest Additions のインストール」の説明に従って VirtualBox Guest Additions をインストールする
必要があります。

6.3. VirtualBox での新規仮想マシンの作成
新規仮想マシンを作成するには、VirtualBox を起動する必要があります。Oracle VDI と VirtualBox をインストー
ルしたホストで、デスクトップから「アプリケーション」メニュー、「システムツール」メニュー、「Oracle VM
VirtualBox」の順に選択します。あるいは、端末で VirtualBox コマンドを実行することもできます。図 6.4 に示すよう
に、「Oracle VM VirtualBox マネージャー」が表示されます。
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図6.4 「Oracle VM VirtualBox マネージャー」

ヒント

仮想マシンを作成するための次の手順はすべて、VirtualBox のコマンド行を使用して実行で
きます。ただし、VirtualBox をはじめて使用する場合は、おそらく Oracle VM VirtualBox マ
ネージャーの方が使いやすいことがおわかりいただけます。

ツールバーで、「新規」ボタンをクリックします。図 6.5 に示すように、新規仮想マシンウィザードが新しいウィン
ドウに表示されます。

図6.5 新規仮想マシンウィザード

「次へ」ボタンをクリックして、ウィザードの各種手順に進みます。このウィザードを使用すると、仮想マシンの基
本的な詳細を構成できます。図 6.6 に示すように、VM 名および OS タイプの手順で、仮想マシンのわかりやすい名
前を「名前」フィールドに入力し、インストールしようとしているオペレーティングシステムとバージョンをドロッ
プダウンリストから選択します。これによって VirtualBox が仮想マシンに使用するデフォルト設定が決まるため、正
しいオペレーティングシステムとバージョンを選択することが重要です。これらの設定は、仮想マシンを作成したあ
とで変更できます。
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図6.6 VM 名および OS タイプの手順

「メモリー」の手順では、デフォルトを受け入れるだけでもかまいません。これは、VirtualBox が仮想マシンの動作
時にそれに割り当てるホストメモリー (RAM) の量です。仮想マシンの設定は、あとで、テンプレートを Oracle VDI
にインポートするときに変更できます。

仮想ハードディスクの手順で、「起動ディスク」が選択されていることを確認し (図 6.7 を参照)、「新規ハードディ
スクの作成」を選択して、「次へ」をクリックします。仮想ディスクの作成ウィザードが新しいウィンドウに表示さ
れて、新規仮想ディスクを作成できるようになります。

図6.7 仮想ハードディスクの手順

以降の手順では、ファイルタイプとして「VDI (VirtualBox ディスクイメージ)」を選択し、ストレージの詳細として
「動的に割り当てる」を選択し、仮想ディスクファイルの場所とサイズについてはデフォルトを受け入れ、「作成」
をクリックして仮想ディスクを作成します。

仮想ディスクが作成されると、仮想ディスクの作成ウィザードが閉じて、新規仮想マシンウィザードの「サマリー」
手順に戻ります。「作成」をクリックして仮想マシンを作成します。ウィザードが閉じて、図 6.8 に示すように、新
しく作成された仮想マシンが「Oracle VM VirtualBox マネージャー」に表示されます。
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図6.8 追加された仮想マシン

その仮想マシンにオペレーティングシステムをインストールするため、必ずその仮想マシンがインストールメディ
アにアクセスできるようにする必要があります。これを行うには、仮想マシンの設定を編集します。「Oracle VM
VirtualBox マネージャー」で、仮想マシンを選択してから、ツールバーの「設定」ボタンをクリックします。「設
定」ウィンドウが表示されます。図 6.9 に示すように、左側のナビゲーションで、「ストレージ」を選択します。

図6.9 仮想マシンのストレージ設定

「ストレージツリー」セクションで、「IDE Controller」の下にある「空」を選択します。「CD/DVD ドライブ」属性
が表示されます。「CD/DVD ドライブ」ドロップダウンリストの横にある「CD/DVD」アイコンをクリックし、次の
ようにインストールメディアの場所を選択します。

• 仮想 CD/DVD ドライブをホストの物理 CD/DVD ドライブに接続する場合は、「ホストドライブ <drive‑name>」を
選択します。

ISO イメージを仮想 CD/DVD ドライブに挿入する場合は、「仮想 CD/DVD ディスクファイルの選択」を選択し
て、ISO イメージを参照します。
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図 6.10 は、仮想 CD/DVD ドライブに挿入された ISO イメージを示しています。

図6.10 仮想マシンの CD/DVD ドライブ設定

「OK」をクリックしてストレージ設定を適用します。「設定」ウィンドウが閉じます。仮想マシンの CD/DVD ドラ
イブをホストの物理 CD/DVD ドライブに接続した場合は、ただちにインストールメディアをホストの CD/DVD ドラ
イブに挿入してください。これで、いつでも仮想マシンを起動してオペレーティングシステムをインストールできま
す。

「Oracle VM VirtualBox マネージャー」で、仮想マシンを選択して、ツールバーの「起動」ボタンをクリックしま
す。新しいウィンドウが表示されて、仮想マシンがブート中であることを示します。仮想マシンのオペレーティング
システムと構成によっては、VirtualBox が最初にいくつかの警告を表示する場合があります。これらの警告は無視し
てかまいません。図 6.11 に示すように、仮想マシンがインストールメディアからブートするはずです。

図6.11 動作中の仮想マシンでのインストールプログラム
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これで、オペレーティングシステムをインストールするための通常の手順をすべて実行できます。仮想マシンで作成
する管理者ユーザーアカウントのユーザー名とパスワードを必ず書きとめてください。仮想マシンにログインする
ために必要です。ドメイン構成はあとで行われるため、仮想マシンを Windows ドメインに参加させないでください
(ワークグループのメンバーになっている可能性があります)。インストール中に仮想マシンが数回リブートすることが
あります。インストールが完了したら、さらに Windows Update ですべての更新をインストールすることをお勧めし
ます。

次に、「VirtualBox Guest Additions のインストール」の説明に従って VirtualBox Guest Additions をインストールする
必要があります。

6.4. VirtualBox Guest Additions のインストール
VirtualBox Guest Additions は、パフォーマンスや操作性が向上するようにオペレーティングシステムを最適化するデ
バイスドライバとシステムアプリケーションで構成されています。このガイドで必要とされる操作性の機能の 1 つに
自動ログオンがあり、Guest Additions を仮想マシンにインストールする必要があるのはそのためです。

図 6.12 に示すように、動作中の仮想マシンが含まれているウィンドウで、「デバイス」メニューから「Guest
Additions のインストール」を選択します。

図6.12 「Guest Additions のインストール」メニュー

図 6.13 に示すように「自動再生」ウィンドウが表示されたら (VBoxWindowsAdditions.exe プログラムを実行するよ
う求められる)、Guest Additions をインストールせずにそのウィンドウを閉じます。ウィンドウを閉じると、Guest
Additions のインストールに使用される ISO イメージが仮想 CD/DVD ドライブに挿入されたままになります。コマン
ド行から VirtualBox Guest Additions をインストールして、必要な機能をすべて取得する必要があります。

図6.13 「自動再生」ウィンドウ

仮想マシンで、Windows の「スタート」メニューの検索フィールドに「ファイル名を指定して実行」と入力
し、Return キーを押します。「ファイル名を指定して実行」ダイアログが表示されます。図 6.14 に示すように、
「名前」フィールドに「D:\VBoxWindowsAdditions.exe /with_autologon」と入力して、Return キーを押します。
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図6.14 Guest Additions をインストールするためのコマンドを指定した「ファイル名を指定して実行」ダ
イアログ

プロンプトが表示されたら、「はい」をクリックして Guest Additions をインストールします。図 6.15 に示すよう
に、VirtualBox Guest Additions のセットアップウィザードが新しいウィンドウに表示されます。

図6.15 VirtualBox Guest Additions のセットアップウィザード

「次へ」ボタンをクリックして、ウィザードの各種手順に進みます。すべてのデフォルト設定を受け入れたあと、
「インストール」をクリックして Guest Additions をインストールします。デバイスソフトウェアをインストールする
よう求める「Windows セキュリティ」ダイアログが表示された場合は (例については図 6.16 を参照)、「インストー
ル」をクリックします。

図6.16 「Windows セキュリティ」ダイアログ

Guest Additions のインストールが完了したら、「今すぐリブート」が選択されていることを確認し (図 6.17 を参
照)、「完了」をクリックします。
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図6.17 Guest Additions のインストール後のリブート手順

VirtualBox Guest Additions のセットアップウィザードが閉じて、仮想マシンがリブートされます。仮想マシンがリ
ブートしたら、ログインします。

次に、「仮想マシンの追加の準備」の説明に従って、仮想マシンで追加の構成をいくつか行う必要があります。

6.5. 仮想マシンの追加の準備
自動ログオンを機能させ、コンピュータをドメインに参加させるためには、組み込みの Administrator アカウントを有
効にし、Windows Secure Authentication Sequence (Ctrl+Alt+Del) を無効にする必要があります。これを行うには、仮
想マシンでローカルセキュリティーポリシーを編集する必要があります。

Windows の「スタート」メニューの検索フィールドに「ファイル名を指定して実行」と入力し、Return キーを押しま
す。「ファイル名を指定して実行」ダイアログが表示されます。「名前」フィールドに「ローカル セキュリティ ポリ
シー」と入力します。「ローカル セキュリティ ポリシー」ウィンドウが表示されます。「ローカル ポリシー」を選
択してから、「セキュリティ オプション」を選択します。「アカウント: Administrator アカウントの状態」ポリシー
を見つけます。そのポリシーをダブルクリックし、「有効」を選択して、「適用」をクリックしてから、「OK」をク
リックします。図 6.18 に示すように、「セキュリティの設定」列でこのポリシーが有効と示されていることを確認し
ます。

図6.18 Administrator アカウントポリシー

次に、「対話型ログオン: Ctrl + Alt + Del を必要としない」ポリシーを見つけます。そのポリシーをダブルクリック
し、「有効」を選択して、「適用」をクリックしてから、「OK」をクリックします。図 6.19 に示すように、「セ
キュリティの設定」列でこのポリシーが有効と示されていることを確認します。
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図6.19 Secure Authentication Sequence ポリシー

「ローカル セキュリティ ポリシー」ウィンドウを閉じます。次に、組み込みの Administrator アカウントのパス
ワードを作成する必要があります。Windows の「コントロール パネル」で、「ユーザー アカウント」を選択し、
管理者ユーザーを選択して、パスワードを設定します。Administrator アカウントが機能していることを確認するに
は、Windows からいったんログアウトして、再度 Administrator ユーザーとしてログインします。

Administrator ユーザーとしてログインしたら、Windows の「シャットダウン」メニューを使用して仮想マシンを
シャットダウンします。

ヒント

仮想マシンのシャットダウンは、VirtualBox メニューからも実行できます。これを行う
場合は、仮想マシンの状態が保存され、仮想マシンが正常にシャットダウンされるよう
に、ACPI シャットダウン (シャットダウン信号を送信する) オプションを選択していること
を確認してください。「閉じる (マシンの電源オフ)」オプションを選択した場合は、状態が
保存されず、仮想マシンは通常のシャットダウンを使わずに閉じます。これによって仮想マ
シンが損傷する可能性があります。

これで、デスクトップを作成するためのテンプレートとしていつでも仮想マシンを使用できます。次の手順は、それ
らのデスクトップの作成、格納、および管理に使用されるプールを作成することです。「7章デスクトップの作成」で
は、この方法について説明します。
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第7章 デスクトップの作成
Oracle VDI では、同様の特性を持つデスクトップをグループ化して管理しやすくなるように、デスクトップはプール
に整理されます。この章では、プールを作成します。プールの作成後、仮想マシンをクローニング用のテンプレート
として使用できるようにインポートしてから、そのプールにデスクトップが格納されるようにクローニングを有効に
します。最後に、ユーザーがデスクトップにアクセスできるように、ユーザーをプールに割り当てます。

7.1. プールの作成
Oracle VDI Manager で、左側のナビゲーションツリーから「プール」を選択したあと、作成した会社を選択します。
プールは必ず会社にリンクされているため、さまざまな会社のユーザーはアクセスを許可されているデスクトップに
のみアクセスできます。図 7.1 に示すように、「会社のプール」ページが表示されます。

図7.1 「会社のプール」ページ

「プール」テーブルで、「新規」ボタンをクリックします。新規プールウィザードが新しいウィンドウに表示されま
す。「次へ」ボタンをクリックして、ウィザードの各種手順に進みます。「プールの種類の選択」手順で、図 7.2 に
示すように、第5章で作成したデスクトッププロバイダを「デスクトッププロバイダ」ドロップダウンリストから選択
し、「プールの種類」として「動的プール」を選択します。

図7.2 「プールの種類の選択」手順

「デスクトッププロバイダ」設定は、デスクトップの実行に使用する仮想化リソースにプールをリンクさせます。
「プールの種類」設定は、希望する種類のプールを作成しやすくする定義済み構成設定のグループです。これらの構
成設定は、どれもあとで変更できます。プールに関する主要な決定事項は次のとおりです。

• デスクトップの実現: 個々のデスクトップが手動でプールに追加されるかどうか、またはテンプレートをクローニン
グすることでデスクトップが自動的に大量に追加されるかどうか。

• デスクトップの種類: 個々のユーザーがログインする前にデスクトップが手動で割り当てられるかどうか (個人用デ
スクトップ)、またはユーザーがログインしたときにのみデスクトップが自動的に割り当てられるかどうか (柔軟な
デスクトップ)。柔軟なデスクトップは再利用することも、ユーザーがログアウトした時点で削除することもできま
す。個人用デスクトップが再利用されることはありません。

管理およびテストのためのもっとも簡単なオプションは、「動的プール」オプションです。このオプションを使用す
れば、テンプレートがクローニングされてプールにデスクトップが格納され、それらのデスクトップがユーザーに自
動的に割り当てられます。
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「テンプレートの選択」手順で、図 7.3 に示すように、「テンプレート」ドロップダウンリストから「(なし)」が選択
され、「システムの準備」ドロップダウンリストから「なし」が選択されていることを確認します。すでに別のプー
ルでテンプレートを使用していた場合は、ウィザードのこの手順でそのテンプレートを選択できます。テンプレート
設定とシステムの準備設定の構成はあとで、プール用にクローニングを構成するときに行います。

図7.3 「テンプレートの選択」手順

「プールサイズの選択」手順で、図 7.4 に示すように、「優先サイズ」設定をデフォルトのままにし、「自動クロー
ニングを有効にする」オプションが選択されていないことを確認します。これらの設定の構成はあとで、プール用に
クローニングを構成するときに行います。

図7.4 「プールサイズの選択」手順

「プールの定義」手順で、プールの名前を「名前」フィールドに入力します。この名前は任意の名前にでき、たとえ
ば、オペレーティングシステムの名前を含めたり、デスクトップを使用する部署の名前を含めたりできます。

図7.5 「プールの定義」手順

「レビュー」手順で、「完了」をクリックしてプールを作成します。ウィザードが閉じて、図 7.6 に示すように、
プールが作成されたことを確認するためのメッセージが「会社のプール」ページに表示され、「プール」テーブルに
新しいプールが表示されるようになりました。
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図7.6 追加されたプール

「会社のプール」ページには、各プールの概要、それに含まれるデスクトップの数、およびデスクトップをユーザー
に割り当てる方法が表示されます。

7.2. プールへのテンプレートのインポート
次に、テンプレートを使用してデスクトップをクローニングできるように、それをプールに追加する必要がありま
す。

「会社のプール」テーブルで、「名前」列にあるプール名をクリックします。「サマリー」タブが表示されます。
「テンプレート」タブをクリックします。図 7.7 に示すように、「プールテンプレート」ページが表示されます

図7.7 「テンプレート」タブ

「テンプレート」テーブルで、「テンプレートのインポート」ボタンをクリックします。「テンプレートのインポー
ト」ウィンドウが表示されます。「フォルダ」タブでは、このホストの /var/tmp フォルダから、あるいはこのホスト
または別のホストのどちらかの NFS 共有からテンプレートをインポートできます。「ハイパーバイザ」タブでは、こ
のホストまたは別のホストの VirtualBox インストールから直接テンプレートをインポートできます。

仮想マシンの設定ファイルおよびディスクイメージを /var/tmp フォルダにコピーした場合は、「フォルダの選択」
ボタンをクリックし、自動的に読み込まれない場合は、その設定ファイルおよびディスクイメージをドロップダウン
リストから選択します。「インポートが成功したら、元のデスクトップを削除します」オプションが選択されていな
いことを確認します。図 7.8 に例を示します。
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図7.8 フォルダからのテンプレートのインポート

第6章 の手順に従って既存の仮想マシンを VirtualBox にインポートしたか、VirtualBox で新規テンプレートを作成し
た場合は、「ハイパーバイザ」タブをクリックします。このホストのデスクトップのリストからそのテンプレートを
選択し、「インポートが成功したら、元のデスクトップを削除します」オプションが選択されていないことを確認し
ます。図 7.9 に、例を示します。

図7.9 ハイパーバイザからのテンプレートのインポート

ヒント

テンプレートではなく個々のデスクトップをプールにインポートする場合、手順は事実上同
じですが、「デスクトップ」タブの手順を実行します。

「了解」をクリックして、テンプレートのインポートを開始します。「テンプレートのインポート」ウィンドウが閉
じて、図 7.10 に示すように、テンプレートがインポート中であることを示すメッセージが「テンプレート」タブに表
示されます。

図7.10 「テンプレート」タブでインポート中のテンプレート
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Oracle VDI で実行する操作の多くによって、バックグラウンドで実行されるジョブが発生します。それらのジョブが
進行している間、他の操作を実行し続けることができます。テンプレートのインポートは、ジョブを発生させる操作
の 1 つです。Oracle VDI Manager の右上隅で、「実行中ジョブ」を選択します。図 7.11 に示すように、「ジョブの
サマリー」ウィンドウが表示されます。

図7.11 「ジョブのサマリー」ウィンドウ

「ジョブのサマリー」ウィンドウには、各ジョブの進捗とステータスに関する詳細情報が表示されます。ジョブが取
り消されることもあります。「ジョブのサマリー」ウィンドウを閉じます。

テンプレートのインポートジョブが完了すると、「テンプレート」タブの「テンプレート」テーブルにテンプレート
が一覧表示されます。「名前」列のテンプレート名の横にある矢印をクリックすると、図 7.12 に示すように、そのテ
ンプレートのリビジョン 1 が自動的に作成され、そのリビジョンがマスターリビジョンとしてマークされていること
に気付きます。

図7.12 テンプレートとリビジョン

クローニングを使用するときに、そのリビジョンからデスクトップが作成されます。リビジョンは、仮想マシンの正
確な状態を記録するセーブポイントにすぎません。テンプレートの変更は、新規ソフトウェアをインストールした
り、それが期待どおりに機能することをテストしたりするときなど、いつでも行うことができます。変更内容に満
足できたら、新しいリビジョンを作成し、(「テンプレート」タブのボタンを使って) それをマスターとしてマークし
て、新規デスクトップのクローニングに新しいリビジョンが使用されるようにします。あとでそのリビジョンに関す
る問題が見つかった場合は、以前のリビジョンをマスターとしてマークすることで、以前のリビジョンに簡単に戻す
ことができます。

また、Oracle VDI Manager 内部からテンプレートに変更を加えることもできます。これを行うには、テンプレート
(リビジョンではなく) を選択して、「コンソールを開く」ボタンをクリックします。「コンソール」ページが表示さ
れ、ここから Oracle VM VirtualBox マネージャーで行なったのとほぼ同じように仮想マシンを起動、停止、およびそ
れに接続することができます。
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図7.13 テンプレートの「コンソール」

7.3. クローニングの設定
次に、必要な数のデスクトップをプールに自動的に格納できるように、クローニングを設定する必要があります。そ
の一環として、クローニングされたデスクトップが Windows ドメインに参加できるようにする構成も行います。

図 7.14 に示すように、プールの「クローニング」タブをクリックします。

図7.14 「クローニング」タブ

「デスクトップクローニング」グループで、「自動クローニングを有効にする」を選択し、必要に応じて「名前のパ
ターン」に示されている名前を変更します (図 7.15 を参照)。名前のパターンは、クローニングされた仮想マシンの名
前を生成するために使用されます。これは、Windows ドメインに登録されるコンピュータの名前でもあります。
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図7.15 「デスクトップクローニング」グループ

「クローニングメトリックス」グループで、次のように、プール内のデスクトップの数を構成します。

• 優先サイズ: プールに通常格納しておくデスクトップの数。これを「2」に設定します。

• 最大サイズ: プール内のデスクトップの最大数。これを「3」に設定します。

• 空きデスクトップと生成の優先度: これらの設定はデフォルトのままにしておきます。

図 7.16 に、入力済みの例を示します。

図7.16 「クローニングメトリックス」グループ

このサイズは、あとでプールが希望どおりに動作していることを確認した時点で増やすことができるため、小さい
プールから始めることが最善の策です。クローニングが開始すると、Oracle VDI は優先サイズ設定に等しい数のデス
クトップをクローニングします。プール内のデスクトップが使用されるにつれて、Oracle VDI は空きデスクトップ設
定を使用して、クローニングする必要のあるデスクトップを増やすかどうかを判断しますが、プール内のデスクトッ
プの数が最大サイズ設定を超えることはありません。デスクトップが使われなくなると、Oracle VDI はデスクトップ
の数を優先サイズまで自動的に減らします。

「クローニング済みデスクトップ」グループで、プールにインポートしたテンプレートを「テンプレート」ドロップ
ダウンリストから選択します。選択するテンプレートはそのプール内のテンプレートでなくてもよく、同じ会社の別
のプールに格納されているテンプレートでもかまいません。

テンプレートからクローニングされるデスクトップを配備するためには、ある種のシステム準備が必要で
す。Microsoft Windows システム準備ツール (SysPrep と呼ばれる) または Oracle VDI 高速準備 (FastPrep と呼ばれる)
を使用できます。SysPrep では、Windows 配置ツールをテンプレートにインストールしたり、sysprep プログラムを
実行して一意の情報 (コンピュータ名など) をテンプレートから削除したりするなど、テンプレートで追加の準備を行
う必要があります。FastPrep は、この追加の準備が必要なく、コンピュータ名を更新するだけなので、SysPrep より
も高速です。「クローニング済みデスクトップ」グループで、「システムの準備」の横にある「作成」をクリックし
ます。「システムの準備ファイルの作成」ウィンドウが表示されます。

「システムの準備」ドロップダウンリストで、「Oracle VDI 高速準備」を選択して、テンプレートのオペレーティン
グシステムに対応するオプションを選択していることを確認します。残りのフィールドで、次のように必要な詳細を
入力します。

• Windows ドメイン: デスクトップが参加する Windows ドメインの完全修飾ドメイン名。

• ドメイン管理者とドメイン管理者パスワード: コンピュータアカウントを作成し、ドメインに参加する権限を
持つドメイン管理者の資格情報。管理者名にドメインを接頭辞として付けることができます (my.domain.com
\Administrator など)。
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• コンピュータコンテナ DN: Active Directory がコンピュータに使用するコンテナの識別名。デフォルトのコンテナ
ou=Computers を使用する場合は、このフィールドは空白のままでかまいません。

• 読み取り専用のドメインコントローラ: ドメインコントローラ (Windows Server 2008 およびそれ以降) を読み取り
専用として構成する場合にのみこのオプションを選択します。

• デスクトップ管理者およびデスクトップ管理者パスワード: テンプレートでの管理者アカウントの資格情報。これら
の資格情報は、コンピュータ名の変更、ドメインへの参加、およびオプションでのカスタムスクリプトの実行に使
用されます。Windows 7 およびそれ以降では、これは必ず組み込みの管理者アカウントになります。

• カスタムスクリプト: このフィールドは空白のままにします。このフィールドを使用して、FastPrep の完了後に実
行されるスクリプトを指定できます。

図 7.17 に、入力済みの例を示します。

図7.17 FastPrep の構成

「了解」をクリックして FastPrep の指定を完了します。「システムの準備ファイルの作成」ウィンドウが閉じます。
システムの準備ファイルが正常に追加されていることを示すメッセージが表示されます。

「クローニング済みデスクトップ」グループで、「マシンの状態」を使用して、クローニング直後のデスクトップの
仮想マシンの状態を指定できます。ドロップダウンリストから「実行中」を選択します。仮想マシンの電源が切断さ
れた (デフォルト) 場合、デスクトップはシステムの CPU とメモリーリソースを消費しません。「使用可能な実行中
のデスクトップ」設定を使用して、ユーザーがログインしている間 Oracle VDI が実行し続ける実行中のデスクトップ
の数を指定できます。実行中のデスクトップを指定すると、ユーザーは仮想マシンがブートするのを待つ必要がない
ため、ログインしてすぐに作業を開始できます。図 7.18 に、入力済みの例を示します。

図7.18 「クローニング済みデスクトップ」グループ

「デスクトップのリサイクル」グループ内の設定は、デスクトップが使われなくなったときにそれらがどうなるのか
を制御します。デスクトップが使用されなくなった場合、それは Oracle VDI によって自動的にリサイクルされます。
リサイクルされたデスクトップがどうなるのかは、「ポリシー」設定によって次のように制御されます。
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• スナップショットにリセット: デスクトップは電源が切断されたあと、デスクトップのクローニング直後に取得され
たスナップショットにリセットされます (これはデフォルトです)。

• デスクトップの再利用: デスクトップは再利用され、既存の状態が保たれます。

• デスクトップの削除: デスクトップは削除され、このことが必要な数のデスクトップがプールに格納されていないこ
とを意味する場合は、新規デスクトップがテンプレートからクローニングされます。

デスクトップが「アイドルタイムアウト」フィールドに構成された期間にわたって使用されないままであると、それ
はリサイクルされます。第9章では、実行中のデスクトップのリサイクルを確認できます。リサイクルがすぐに行われ
るようにするには、「アイドルタイムアウト」を 3 分間に変更します。図 7.19 に、入力済みの例を示します。

図7.19 「デスクトップのリサイクル」グループ

「保存」をクリックします。それらの設定が適用されていることを確認するためのメッセージが表示され、しばらく
して、図 7.20 に示すように、実行中のジョブがいくつかあることが右上隅に表示されるはずです。

図7.20 実行中のクローニングジョブを含む「クローニング」タブ

Oracle VDI Manager の右上隅で、「実行中ジョブ」を選択します。「ジョブのサマリー」ウィンドウが表示されま
す。図 7.21 に示すように、現在実行中のジョブがプール内にクローニングされているデスクトップであることがわか
ります。

図7.21 「ジョブのサマリー」ウィンドウのクローニングジョブ

「ジョブのサマリー」ウィンドウを閉じます。「デスクトップ」タブをクリックします。デスクトップがクローニン
グされているため、それらが「デスクトップ」テーブルに一覧表示されます。最初は、「デスクトップの状態」列に
デスクトップが「予約済み」として表示されます。これは、Oracle VDI がそのデスクトップで動作中 (この場合は、
おそらく Oracle VDI 高速準備の実行中) であることを示しています。仮想マシンの状態は、「クローニング」タブで
選択した仮想マシンの状態に応じて変わることがあります。最終的には、図 7.22 に示すように、「デスクトップの状
態」列にはクローニングされたデスクトップが「使用可能」になっていることが表示されます。
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図7.22 「デスクトップ」タブ

「使用可能」状態は、それらのデスクトップがいつでも使用できることを意味します。

7.4. デスクトップへのユーザーの割り当て
次に、ユーザーがプール内のデスクトップにアクセスできるように、ユーザーをプールに割り当てる必要がありま
す。

図 7.23 に示すように、プールの「ユーザー割り当て」タブをクリックします。

図7.23 「ユーザー割り当て」タブ

ユーザーをプールに割り当てるには、「割り当て済みユーザーおよびグループ」テーブルの「追加」ボタンをクリッ
クします。図 7.24 に示すように、「プールの割り当て」ウィンドウが表示されます。

図7.24 「プールの割り当て」ウィンドウ

Oracle VDI を使用すると、いくつかの方法でユーザーをプールに割り当てることができます。管理にもっとも適した
オプションは、ユーザーディレクトリでユーザーとグループを検索することです。ユーザーディレクトリ内のグルー
プをプールに割り当てると、そのグループのメンバーがプールに間接的に割り当てられるため、もっとも効率的で
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す。グループのメンバーシップが変わったときは必ず、そのデスクトップにアクセスできるユーザーが自動的に更新
されます。

ユーザーディレクトリを検索するには、「ユーザーまたはグループ」を選択し、検索対象のユーザーまたはグループ
を「ユーザーおよびグループの検索」フィールドに入力して、「検索」をクリックします。検索にはワイルドカード
(*) が組み込まれており、大文字小文字の区別はありません。検索結果が返され、テーブルに一覧表示されます。それ
らの結果は一致する最初の 100 個に制限されます。図 7.25 に例を示します。

図7.25 ユーザーの検索

ただし、このガイドの目的上、もっとも簡単なオプションは、ユーザーディレクトリのすべてのユーザーがプー
ル内のデスクトップにアクセスできるようにする組み込みのカスタムグループを使用することです。これを行うに
は、図 7.26 に示すように、「カスタムグループ」を選択して、「すべてのユーザー」グループの横にあるボックスを
選択します。

図7.26 すべてのユーザーの割り当て

「了解」をクリックします。「プールの割り当て」ウィンドウが閉じます。図 7.27 に示すように、割り当てが追加さ
れていることを確認するメッセージが表示されます。

図7.27 追加されたユーザー割り当て

ユーザーをプールに割り当てるもう 1 つのオプションは、Sun Ray 環境のスマートカード機能を使用することで
す。Oracle VDI ではスマートカードをトークンと呼びます。トークンをプールに割り当てた場合、ユーザーは Sun
Ray クライアントを使用して Oracle VDI から自動的に認証を受けて、自分のデスクトップにアクセスできます。

Oracle VDI Manager では、プールの「デスクトップ」タブで、個々のデスクトップを個々のユーザーに割り当てるこ
ともできます。ただし、これによってデスクトップが柔軟なデスクトップ (すべてのユーザーが使用可能) から個人用
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デスクトップ (そのユーザーのみが使用可能) に変換されます。ほとんどの処理が自動的かつ大量に行われるため、柔
軟なデスクトップをできるだけ使用して、デスクトップ管理を簡略化することが最善の方法です。個人用デスクトッ
プは、手動かつ個別に管理することしかできません。

プールへのユーザーの割り当てが完了したので、次の手順ではログインしてデスクトップにアクセスします。「8章デ
スクトップへの接続」ではこの方法について説明します。
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第8章 デスクトップへの接続
この章では、プール内のデスクトップに接続します。

プールにはデスクトップが格納されているので、Oracle VDI にログインして、デスクトップに接続できます。このた
めには、Oracle Virtual Desktop Client を起動する必要があります。「Virtual Desktop Client に接続」画面で、「サー
バー」フィールドに Oracle VDI ホストの完全修飾 DNS 名を入力して、「接続」をクリックします。

しばらくして、Oracle VDI の「デスクトップログイン」画面が表示されます。ユーザーディレクトリ内のユーザーの
Active Directory または LDAP ユーザー名とパスワード、およびドメイン名を入力してから、「ログイン」をクリック
します。

図8.1 Oracle VDI の「デスクトップログイン」画面

しばらくして、Windows デスクトップが表示され、Windows に自動的にログインされるはずです。実際のデスクトッ
プが表示される前にデスクトップが準備中であることを示すメッセージが Windows デスクトップに表示されることが
あります。これで、通常のコンピュータと同じようにデスクトップを使用できるようになります。

使用したユーザー名が複数のデスクトップまたはプールに割り当てられている場合は、Oracle VDI へのログイン後
にデスクトップセレクタ画面が表示されます。図 8.2 に示すように、デスクトップセレクタ画面では使用するデスク
トップを選択できます。複数のモニターをサポートするように構成している場合は、同時に複数のデスクトップに接
続することもできます。

図8.2 デスクトップセレクタ画面
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デスクトップで、Windows の「コントロール パネル」にアクセスし、「システムとセキュリティ」を選択して、「シ
ステム」を選択します。デスクトップのシステム情報を確認します。コンピュータがドメインに参加し、コンピュー
タ名がプール内のデスクトップの名前であることが示されているはずです。Windows の「スタート」メニューで、
ユーザーの名前を確認します。正しいユーザー名が表示されているはずです。

図8.3 「コントロール パネル」のシステム情報

「9章デスクトップの管理」では、プール内のデスクトップを管理するための重要な概念について学習します。
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第9章 デスクトップの管理
この章では、プール内のデスクトップの管理方法について学習します。

クローニングを使用して柔軟なデスクトップを生成するようにプールを構成した場合、Oracle VDI はプール内のそ
れらのデスクトップをユーザーに代わって自動的に管理します。この方法の管理上の利点を理解できるようにデスク
トップのライフサイクルの確認に時間をかけることは大切です。

デスクトップにログインしている間に、Oracle VDI Manager でプールの「デスクトップ」タブをクリックします。
「デスクトップ」テーブルの「デスクトップの状態」列で、図 9.1 に示すように、それらのデスクトップの 1 つの状
態が「使用済み」と表示されるようになり、そのデスクトップを使用しているユーザーの名前も表示されていること
を確認してください。

図9.1 プール内の使用中のデスクトップ

次に、デスクトップに戻り、Windows の通常のログアウト方法を使用して、Windows からログアウトしま
す。Windows からログアウトしたあとは、Oracle VDI から自動的にログアウトするはずです。Oracle VDI Manager
で、プールの「デスクトップ」タブに進みます。しばらくして、図 9.2 に示すように、デスクトップの状態が「アイ
ドル」に変わりますが、ユーザーは引き続きそのデスクトップに割り当てられています。

図9.2 プール内のアイドル状態のデスクトップ

そのデスクトップにはユーザーが割り当てられていますが、その割り当ては一時的なものであり、デスクトップは引
き続き柔軟なデスクトップです。アイドルタイムアウト期間中にユーザーが再度ログインした場合は、同じデスク
トップに再接続します。アイドルタイムアウト期間にわたってデスクトップがアイドル状態にあると、ユーザー割
り当てが解除され、そのデスクトップはリサイクルされます。図 9.3 に示すように、デスクトップの状態が「利用可
能」に変わり、その後デスクトップはプールに割り当てられているどのユーザーでも使用できるようになります。
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図9.3 リサイクルされたデスクトップ

「デスクトップ」タブで、個々のデスクトップに対して手動操作を実行することもできます。図 9.4 に示すように、
「デスクトップ」テーブルにあるデスクトップを選択して、「その他のアクション」ドロップダウンリストをクリッ
クします。

図9.4 デスクトップのアクション

「使用可能」状態のデスクトップを選択して、「デスクトップの削除」アクションを選択します。そのプールではク
ローニングがまだ有効になっており、プール内のデスクトップの数がプールの構成済みの優先サイズよりも少ないた
め、しばらくして、新しいクローニングジョブが開始されるはずです。

「デスクトップ」テーブルで、「名前」列にあるデスクトップの名前をクリックします。「デスクトップのサマ
リー」ページが表示されます。
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図9.5 「デスクトップのサマリー」ページ

ここでは、デスクトップと仮想マシンに関する詳細情報を確認できます。仮想マシンの構成を変更することもでき、
それに接続することさえもできます。

このガイドでは、単一ホストへの Oracle VDI の配備に必要なすべての構成の実行方法について説明してきました。
このホストでは、仮想デスクトップのクローニングと格納、およびそれらのデスクトップへの接続の管理など、仮想
デスクトップをユーザーに提供するために必要なすべての機能を実行できます。ユーザーは、Oracle Virtual Desktop
Client for iPad などのさまざまな Sun Ray クライアントを使用して自分のデスクトップに接続でき、さらに Sun Ray
クライアント間を移動したり (ホットデスク)、自分のデスクトップに再接続したりできます。

このガイドで示された単一ホスト構成は、評価用配備に適していますが、本稼働用配備では、少なくとも 2 台のホス
トがこのような方法で構成され、Oracle VDI Center を形成するために連結される必要があります。Oracle VDI、仮想
化プラットフォーム、およびストレージにそれぞれ個別のホストを使用して、1 つの Oracle VDI Center で何千ものデ
スクトップを提供できるようにすることも可能です。
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