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さあ進もう
VMware Horizon 7へ！
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ハードウェアコストの削減、BYOD、事業継続性、在宅ワーク、情報資産の保護な

ど、さまざまなビジネス課題に応えることのできるデスクトップ仮想化は、年々その価

値を高め、企業での導入が進んでいます。仮想デスクトップの世界をリードしてきた

VMware Horizon 7も、その可能性を大きく広げつづけています。このように高性

能化・多機能化が進んで便利になる一方で、デスクトップ仮想化をどのように導入・

運用すべきか、迷っておられる皆様も多いことでしょう。

本書は、VMwareのスタッフブログで人気を博した新卒SEによる入門シリーズの第

2弾です。デスクトップ仮想化の概要や特長から、仕組み、運用、さらにはデスクトッ

プ仮想化の先にあるEUC（エンドユーザーコンピューティング）まで、わかりやすく解

説してみました。

これからデスクトップ仮想化を導入したいと考えている皆さま、そしてデスクトップ仮

想化の活用を広げたいと考えている皆さまにとって、きっと重要なヒントが見つかると

思います。
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はじめに

仮想デスクトップとは？

本シリーズでは、サーバ仮想化に引き続き、VMware新卒SEが仮想デスクトップの基礎についてご案内いた

します。製品としてはVMware Horizon 7を中心にVMwareが実現する仮想デスクトップの世界をお届けし

ます。

第 1章は、仮想デスクトップとはそもそも何か、どんな仕組みで、どんなメリットが出るか、といった点を、さま

ざまな用語の整理と合わせて説明してまいります。私が昨年初めて仮想デスクトップを学んだ際の疑問や感想

も挟んでまいりますので、ぜひ一度初心に帰ってご覧いただければ幸いです。

“仮想デスクトップ”を簡単に表現すると、サーバ仮想化の技術を用いて仮想化した環境に、Windows 7や

Windows 8といったクライアントOSをインストールした仮想マシンを用意し、その仮想マシンにアクセスし

て、これまでと同様のデスクトップ環境を使用することです。（図１）

仮想デスクトップとHorizon 71

物理デスクトップ 仮想デスクトップ

オフィス

出先

自宅

出先

自宅

出先

自宅

VMware

図 1：物理デスクトップと仮想デスクトップの比較、実行環境と画面転送のイメージ

仮想デスクトップとは何か？
新卒として入社した昨年、私は仮想デスクトップというものを知りませんでした。サーバの仮想化は聞いていまし
たが、デスクトップの仮想化では何がどう仮想化されるのでしょうか。また、デスクトップの本体が手元からなく
なることで、これまでどおり使用できるのか何かと不安です。
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第 1章　仮想デスクトップとHorizon 7 

仮想デスクトップのメリット

仮想デスクトップでは、OSやアプリケーションが実行されるのはデータセンターやサーバルームにある仮想

サーバ環境で、画面情報が手元の端末に転送されます。マウスやキーボードのほか、USBデバイスの使用や

音声の出力、スマートカードによる認証にも対応しており、これまでどおり不自由なく使用することができます。

手元の端末は、デスクトップPCやノートPCでも構いませんし、専用に画面と入出力装置を中心にコンパクト

に構成されたシンクライアントやゼロクライアントという端末からも接続が可能です。

仮想デスクトップ ＝ クライアントOSがインストールされた仮想マシンをデスクトップとして使う

改めて仮想デスクトップを従来の物理デスクトップと比較してみます。（表2）

こちらを元に、それぞれの使用メリットをまとめると次のようになります。

なぜ仮想デスクトップを使うのか？
私の経験として、大学では学科で配られたノートPCと研究室に据え置きのデスクトップPCを併用していました。
時にはUSBでデータをコピーして自宅PCでも作業していましたが、結局のところ研究室のデスクトップPCでし
か計算できないものがあり、頻繁に研究室にこもっていました。実は仮想デスクトップを用いるメリットとして、こ
のような課題は解決できました。より導入が進むことで、多くのPCユーザーの生活が変わるかもしれません。

表2：物理デスクトップと仮想デスクトップの比較

観点 物理デスクトップ 仮想デスクトップ

OSやアプリケーションの実行 手元の端末内 データセンター

データの保存 手元の端末内 データセンター

バックアップ ユーザーごと 一括で可能

ネットワーク接続 ローカルの作業には不必要 必須

端末への依存性 あり なし

場所への依存 あり（据え置きのデスクトップを想定） なし

端末管理 ユーザー個別の対応に負荷大 シン/ゼロクライアントなら容易

OSやアプリケーションイメージの管理 個別のパッチ管理が煩雑 一括管理

セキュリティ管理 ユーザーの協力が必要 管理者が一括管理
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仮想デスクトップだけではないクライアント仮想化のさまざまな形式

ここまで仮想デスクトップについてお話してまいりましたが、仮想デスクトップは実はクライアント仮想化の一

つに過ぎません。こちらを整理したのが図３になります。

第 1章　仮想デスクトップとHorizon 7 

● 物理デスクトップのメリット

● 仮想デスクトップ使用のメリット

● 使い慣れており、ユーザーも管理者も安心

● データが手元にあり、わかりやすい

● ネットワーク接続が不必要であり、出先での使用に適する

● データがデータセンターにあり、安全性が高い

● 端末のハード障害に悩まされない

● 端末や場所に依存せずに使え、在宅勤務や災害時対策が行える

● OSやアプリケーションイメージの管理やバックアップが管理者側で一括に行える

一般には現状で物理デスクトップを使用していて仮想デスクトップへの移行を検討されるケースが多いかと存

じます。その場合、ユーザーにとって、基本的な使い勝手は変わりませんが、それ以上に自宅等オフィス外から

の接続が可能になるなど、固有のデバイス（自分のPC）に依存しないメリットが出ます。管理者にとっては、デ

スクトップ環境の一括管理ができ、パッチの管理やセキュリティレベルの維持も容易になります。

仮想デスクトップのメリット： ○ どこからでも接続  ○ デバイス非依存  ○ 一括管理

仮想デスクトップを勉強していた際に困ったのが、関連する方式や用語が多数あり、何が何を指しているのかわ
からなくなることでした。特に社外の方とは呼び方が異なる場合もあり、全体像がわかっていないと会話に苦労
する場合もありました。

リモートデスクトップ
サービスホスト

Desktop 3 App C

Desktop 2 App B

Desktop 1 App A

仮想化ホスト

ユーザー 1

公開デスクトップ / 
公開アプリケーション

公開デスクトップ
（Windows Server 2012 R2）

仮想デスクトップ
（Windows 7）

公開アプリケーション
（Excel）

仮想デスクトップ

ユーザー 2 ユーザー 3

HypervisorWindows Server OS

図3：クライアント仮想化の整理
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VMwareのクライアント仮想化

第 1章　仮想デスクトップとHorizon 7 

クライアント仮想化の２つの方式･･･リモートデスクトップサービス / 仮想デスクトップ

代表的なクライアント仮想化を大きく分けると、仮想デスクトップ（VDI）とリモートデスクトップサービス（RDS）

の2つの方式があります。

共通点は、どちらの方式でもデータセンターやサーバルームにあるサーバにアクセスし、画面を転送すること

でデスクトップやアプリケーションの利用を可能にしている点です。異なっている点は、仮想デスクトップでは

ユーザーは個別のOSを占有できるため、リソースの観点やソフトウェアのインストールといったカスタマイズ

の観点で独立しており自由度が高いのに対し、リモートデスクトップサービスではユーザーごとのカスタマイズ

には限界があったり、リソースも共有しているため競合が起きやすかったりします。

なお、仮想デスクトップを”シンクラ”と呼ばれる方もいらっしゃいますが、正確にはシンクライアントやゼロク

ライアントは仮想デスクトップへの接続元端末の名称となっております。

■ 仮想デスクトップ（VDI）

■ リモートデスクトップサービス（RDS）

用意された仮想マシン一つ一つが各ユーザーに割り当てられます。

Windows ServerのOSに備わっている機能を利用して複数のユーザーが一つのOSを共有して利用します。
ユーザーはデスクトップ丸ごと、またはアプリケーションのみを使用することが可能で、これらは公開デスクトップ 

/ 公開アプリケーションと呼ばれます。

それではVMwareとして提供している仮想デスクトップのインフラを構成する製品を紹介いたします。製品と

してはVMware Horizon 7という名称です。Horizon 7にはvSphereのライセンスが含まれており、サー

バ仮想化の基盤はvSphereで構成するという形となります。構成を図4に示します。Horizon 7はvSphere

が構成済みの環境であれば、より容易に導入が可能です。vSphere環境はあるが仮想デスクトップはまだ使っ

ていないというお客様は、ぜひ一度使用感をお試しください。

VMwareの仮想デスクトップの特長は？
近年では市場トップクラスのシェアを誇るHorizon 7。VMwareはどちらかというとサーバ仮想化vSphereのイ
メージが強いのですが、 Horizon 7はどのような点が評価されて、今に至ったのでしょうか。
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Horizon 7の他社製品との違いとは

一番の特長は基盤であるサーバ仮想化環境（vSphere）との統合にあります。デスクトップ仮想化では、サー

バ仮想化環境を基盤とし、多数のデスクトップを仮想マシンとして作成しますので、サーバ仮想化環境の性能

が大きく影響します。VMwareは信頼性の高いサーバ仮想化製品であるvSphereにより複数のサーバを一つ

のリソースのまとまり（リソースプール）として利用できるように構成することで、基盤となるサーバ群の管理に

追われることなく、適切な仮想デスクトップを構成できます。

また、基盤の側からデスクトップ仮想化を補助する機能をつけていくことで両製品の連携によるメリットがさら

に大きく出ています。例として、ホストのメモリを活用したリードキャッシュ機能や仮想 GPUの使用をサポート

しています。Horizon 7では、仮想基盤とデスクトップ仮想化の双方がまとめて提供されるため、安価に、そし
て保守の一元化を実現しながら、仮想デスクトップ環境を導入することが可能です。

Horizon 7では、前節の仮想デスクトップ、リモートデスクトップサービスともに使用可能で、オフィスだけで

なく、出先や自宅からもセキュアな接続が可能となります。製品の詳細な部分は第2章以降で見て参りますので、

どうぞご期待ください！

第 1章　仮想デスクトップとHorizon 7 

Horizon 7
● デスクトップ / アプリケーションを
　プールとして管理
● ユーザーへの利用資格の割り当て
● セキュアな接続を提供
● ユーザーごとの使用ポリシーを設定

公開アプリケーション 仮想デスクトップ

公開デスクトップ

RDSホスト
vSphere

（ESXiホスト）

自宅オフィス 出先

VMware

OS

APP
APP

APP

図4：VMware Horizon 7によるクライアント仮想化の構成
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実績の面でもHorizon 7の伸びは著しく、さまざまなお客様にご導入いただく例が増えてきております。公開

されている事例は「IT価値創造塾」からも閲覧できますので、ぜひご参照ください。 

http://vmware-juku.jp/casestudy/ 

vSphere vSphere vSphere

リソースプール

VMware vSphereにより
信頼性の高い仮想基盤を実現

Horizon 7 に管理された仮想デスクトップ

仮想デスクトップ環境

● デスクトップ性能の向上
● リソースの適切な利用による
　ハードウェアコスト最適化

図5：vSphereが仮想デスクトップ環境に信頼性の高い基盤を提供

Horizon 7＝クライアント仮想化を代表する製品

第 1章　仮想デスクトップとHorizon 7 

おわりに

第 1章はいかがでしたでしょうか。仮想デスクトップのおおまかなイメージと、クライアント仮想化の2つの方

式、VMwareが提供するHorizon 7という製品を見てまいりました。第2章目以降は基礎部分からおさえつつ、

VMwareの仮想デスクトップの全体像が掴めるように進めていきます。
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サーバOSクライアントOS

サーバVDIVDI（仮想デスクトップ）

○ クライアントOS用アプリケーションの利用
△ ライセンス費用が高くなりやすい

○ ライセンス費用を抑えられる
○ クライアントOSの機能も一部利用可
△ 一部アプリケーションの動作が保証されない

VMware

VMware

図6：サーバVDIの比較

第 1章　仮想デスクトップとHorizon 7 

コラム サーバVDI

仮想デスクトップの基本としては、Windows 7や8.1のようなクライアントOSをインストールした仮

想マシンを用意して接続先のデスクトップとしますが、仮想マシンにサーバOS（Windows Server 

2008 R2や2012 R2）をインストールして 1ユーザーが 1仮想マシンを使用する「サーバVDI」と呼

ばれる方式もあります。（図6）

サーバVDIは、クライアントOS（Windows 7や8.1）を使用したVDIと同様の仕組みで使用できま

す。ただし、OSがサーバOSとなりますので、アプリケーションの互換性により動作が保証されない

場合があり、この点が通常のVDIと比較した際の注意点となります。

サーバVDIの利点はコスト面が挙げられます。通常のVDIではVDAライセンスと呼ばれる 

Windowsライセンス（サブスクリプション型）がユーザーごとに必要となりますが、サーバVDIで

は Windows Serverのデータセンターエディションのライセンスを用いることで実現が可能となる

ため、コストを抑えることができます（ライセンスについての詳細はマイクロソフト社にお問い合わせ

ください）。また、デスクトップエクスペリエンス機能を用いることにより、Windows 7/8.1の一部の

機能を Windows Server 2008 R2/2012 R2で使用することができます。これによりサーバOS

を使ってコストを削減しつつ、操作感をクライアントOSに近づけることができますね（詳細は下記の

URLをご参照ください）。

https://technet.microsoft.com/ja-jp/library/cc772567.aspx
https://technet.microsoft.com/ja-jp/library/dn609826.aspx
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はじめに

前章は “仮想デスクトップとは？” にフォーカスした内容でした。この章では、仮想デスクトップがどのような仕

組みで運用されているのか、VMwareが提供する仮想デスクトップ環境“Horizon 7 （以下“View”と記載）の

基本構成を中心にご紹介します。

さて、今回は《登場人物の整理》と少し変わった題をつけました。それは、View環境が 「支配人」、「受付係」、「情

報伝達人」、「仮想マシンの家」といった複数の登場人物や場所で構成されているためです。本エントリーでは

それぞれの役割を劇になぞらえて紹介します。その前に、今回の舞台となるクライアント利用環境からご紹介

します。

はじめに、以下の画像をご覧ください。

こちらの画像は何を写したものでしょう。皆さんが普段お使いの物理PCでしょうか？？

実はこちら、“ゼロクライアント”と呼ばれPCoIP（PC over IP）という画面転送プロトコルを使用できるView

専用の端末なんです！ このゼロクライアントの特長は、OSを持っていないことです。ゼロクライアントは

PCoIPの処理を行う専用チップが搭載された端末で、管理がとても簡単です！ このゼロクライアントの役目は、

サーバと通信を行って仮想マシンの画面のみを転送してゼロクライアントのモニターへ映し出し、キーボード・

マウスの入力をサーバへ送ります。その時、この端末自体にデータが残ることはありません。データは全て、通

信先のサーバが保持しています。

ゼロクライアント以外の端末からの接続については後述します。

Horizon 7の基本構成
 《登場人物の整理》2
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1. ゼロクライアントの電源をオンにすると、Horizon 

Clientが起動し、接続先（Connection Server）の

アドレスを聞かれるので入力します。

2. Connection Serverに接続すると、ユーザー名と

パスワードを聞かれるので入力します。

3. プールのリストが表示されるので、利用するプール

を選択して接続します。プールに関しては後ほど説

明します。

4. デスクトップ画面が現れ、使用可能になります。（あっ

という間！）

仮想デスクトップへの接続

それでは、どのようにして仮想デスクトップを利用するのでしょうか。以下の図でその流れを紹介します。

このように、ユーザー側では、ログイン操作をするだけで仮想デスクトップを使用できる状態になります。通常

のPCにログインするのと同じで簡単ですね！次は管理者の目線でViewを見ていきましょう。仮想デスクトップ

を使用するには何が必要なのでしょうか。はじめに、View環境を構築するためのコンポーネントを紹介します。

第2章　Horizon 7の基本構成 《登場人物の整理》
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View基盤の全体像

仮想デスクトップの基本構成

ViewはvSphere基盤と以下に挙げるコンポーネントから成り立っています。まず、ユーザーに最も近い、仮

想デスクトップへログインする機能を提供するHorizon Clientからです。

Horizon Clientは仮想デスクトップに接続するために、手元の端末にインス

トールするソフトウェアです。ユーザーが仮想デスクトップを使用する場合は、

Horizon Clientを利用します。Horizon Clientは、PC、シンクライアント、

ゼロクライアント、タブレット端末、スマートフォンなど一般的に業務で使われ

る端末向けに提供されています。なお、HTML 5対応のWebブラウザからも

接続できるため、 Horizon Clientをインストールできない環境からも、仮想デ

スクトップに接続可能です（ただし、 USBデバイスの使用など一部機能制限が

あります）。

次は、Horizon Clientを介した接続要求を処理するConnection Serverです。

図 1のようにViewはvSphere基盤といくつかのコンポーネントから成り立っています。それでは、 Viewの構

成はvSphere基盤の他にどのようなコンポーネントから成り立っているのかご紹介します。

第2章　Horizon 7の基本構成 《登場人物の整理》

vCenter Server

View
Connection Server
（接続サーバ）

View Composer

Horizon Client Active Directory

Horizon Agent
（仮想デスクトップ）

VMware vSphere

vSphere基盤

図 1：Viewの全体像

● Horizon Client　～仮想デスクトップへの扉～

Horizon Client
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第2章　Horizon 7の基本構成 《登場人物の整理》

ユーザーからの仮想デスクトップへの接続要求に対する認証を実施し、どの

仮想デスクトップを割り当てるか指示を出して接続させるのが、このView 

Connection Server（接続サーバ）です。また、それだけでなく管理者向けの

Web UI（Horizon Administrator）も提供しており、ユーザーに割り当てた仮

想デスクトップを管理する役割も担っています。このView Connection Server

は、Windows Server上にインストールするアプリケーションとして提供します。

そして、Connection Serverがユーザーの認証を行うために通信するのがこ

のActive Directoryです。

Viewは、ユーザーの認証にActive Directoryを使用します。また、Horizon 

Administratorから仮想デスクトップの資格割り当てを行う際にActive 

Directoryのユーザー・グループを使用します。

ユーザー認証を終えると、Horizon Agentをインストールした仮想マシンへ

接続されます。

Horizon Agent は、 Horizon で公開する全ての仮想デスクトップにインス

トールされているソフトウェアです。以前までView Agent と呼ばれていた

ものです。この Horizon Agent を仮想マシンにインストールすることで、仮

想デスクトップ用の仮想マシンとなります。仮想マシン上で動作する Horizon 

Agent は、 Horizon Client と PCoIP で通信を行い、また USB デバイスな

どへのアクセス機能を提供しています。

以上で必要最低限のコンポーネントが出揃いました。これらのコンポーネント

はvSphere基盤上に構築します。

vSphere基盤にはESXiホストおよび vCenter Serverが含まれます。仮

想デスクトップ用の仮想マシンは、 ESXiホスト上で他の仮想マシンと同じよ

うに稼動し、vCenter Serverによって管理されています。なお、Viewには

Enterprise plus相当のvSphereが含まれています。vSphere基盤とView

の連携機能については、今後の連載の中で説明します。

● View Connection Server　～仮想デスクトップの支配人～

● Active Directory　～仮想デスクトップの受付係～

● Horizon Agent　～仮想デスクトップの情報伝達人～

● vSphere基盤　～仮想マシンの家～

View
Connection Server

Active Directory

Horizon Agent

vSphere基盤

VMware vSphere
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それでは、実際にどのようにして仮想デスクトップがユーザーに割り当てられるのでしょうか。以下の図2に仮

想デスクトップの割り当てイメージをご紹介します。

第2章　Horizon 7の基本構成 《登場人物の整理》

● 仮想デスクトップがユーザーに割り当てられるまでの流れ

１．ユーザーがHorizon ClientからView Connection Serverに接続します。

２．View Connection ServerはActive Directoryと通信してアクセスしてきたユーザーの認証を行います。

３．認証を終えると、そのユーザーに適切な仮想デスクトップを探し、その仮想デスクトップへ接続要求を出します。

４．仮想デスクトップへ接続すると、その画面のみをユーザーの端末へ転送します。

５．View Connection Serverは仮想デスクトップの接続の管理を行います。

では、社外など、セキュリティに懸念がある場所から使う場合はどういった方法をとるのでしょうか。この場合、

社内と社外の通信を安全に保つ必要があるため、新たなコンポーネントが登場します。

vCenter Server

View
Connection Server
（接続サーバ）

⑤仮想デスクトップ
接続管理

④仮想デスクトップの
画面のみを転送

③適切な
仮想デスクトップに

接続要求

②ユーザー認証

①View Connection
Severにログイン

Horizon Client Active Directory

Horizon Agent
（仮想デスクトップ）

VMware vSphere

vSphere基盤

図2：仮想デスクトップの割り当てイメージ
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Access Point　～仮想マシンの検問所～

プールとは？

外部からViewにアクセスする場合、VPN環境が社内にあればそれを使ってアクセスする事ができます。もし

社内にVPN環境が無い場合は、ViewにバンドルされているAccess Pointを利用することで、社内と社外

の通信を安全に保つことが可能です。Access PointはPCoIPのProxyとして動作し、インターネットと内

部のネットワークとの間（DMZ）に設置することでセキュリティレイヤを追加して安全性を高めます。Access 

Point は仮想アプライアンスとして提供されます。

さらにViewでは、セキュリティ機能だけでなく、仮想デスクトップを効率的に使う仕組みが提供されています。

この仕組みを実現するために新たに登場するのが、View Composerです。

プールとは、Viewにおける仮想デスクトップの管理単位です。例えば、社内で仮想デスクトップを使いたい場

合、IT管理者や経理部、営業部によって必要となるアプリケーションやデスクトップのスペックの違いなど、各

部門によって要件が異なるのが一般的です。この異なる要件をプールという単位で区切り、仮想デスクトップを

グループ化します。

図3：プールのイメージ

営業部経理部

経理部のプール 営業部のプールIT管理者
専用のプール

IT管理者

vSphere上の仮想デスクトップ

VMware

第2章　Horizon 7の基本構成 《登場人物の整理》

View Composerは、リンククローン（詳しくは第3章で説明します）と呼ばれ

る仮想デスクトップ作成方式を使用する場合に必要になってくるコンポーネント

です。このView Composerを使うことによって、仮想デスクトップの展開時に

使用するストレージ容量を大幅に抑えることが可能であり、また仮想デスクトッ

プの展開を効率的に行えるようになります。View ComposerはWindows 

Server上にインストールします（vCenter Serverに同居させることも可能）。

また、View Composerは、リンククローン方式の情報を格納するため別途

データベースが必要です。

● View Composer ～管理者にとっては手放せない！～

View Composer
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まとめ

本章では、Horizon 7のコンポーネントと"プール "の概念についてご紹介しました。View環境を俯瞰してみ

ると、vSphere環境があれば、少しの追加で仮想デスクトップ環境ができてしまうことがおわかりいただけた

かと思います。次の章では、プールについて詳しくお話します。

図3は、経理部、営業部、IT管理者それぞれの要件に合わせてプールを作成したイメージを示しています。例

えば、経理部の要件を満たした仮想デスクトップのプールを作成し、経理部のユーザーに対して資格を割り当

てます。経理部のユーザーが仮想デスクトップを使う際には、経理部のプールに所属している仮想デスクトッ

プがユーザーに払い出されるイメージです。

第2章　Horizon 7の基本構成 《登場人物の整理》
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仮想マシンの作成　
プールの作成3

はじめに

プールのおさらい

この章では、前章の終盤でご紹介した仮想デスクトップを管理する単位である“プール”に関して解説します。

それでは、プールのおさらいから行いましょう。

仮想デスクトップはプールと呼ばれる単位で管理します。一般的には部署ごとにデスクトップ要件が異なるの

で、図 1のように営業部、経理部といった部署ごとに専用のプールで仮想デスクトップを管理します。プールの

展開（＝すなわち仮想デスクトップ群の展開）では、仮想デスクトップのユーザー紐づけや、仮想デスクトップ

の作成方法などを定義します。その中でも特に重要な決め事が「（ユーザーへの）仮想マシンの割り当て方法」と、

「仮想マシンの作成方法」です。

仮想マシンの割当てと仮想マシンの作成方法の組み合わせは図２のようになります。

図 1：プールのイメージ

図2：プールのイメージ

営業部経理部

経理部のプール 営業部のプールIT管理者
専用のプール

IT管理者

vSphere上の仮想デスクトップ

VMware

仮想マシンの割り当て方 仮想マシンの作成方法

専用

流動

フルクローン

リンククローン
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第3章　仮想マシンの作成　プールの作成

仮想マシンの割り当て

ご紹介したとおり、ユーザーに仮想マシンを割り当て（＝配布）するには、「専用割り当て方式」と 「流動割り当

て方式」があります。

まず専用割り当て方式とは、仮想マシンとユーザーが紐づいた方式のことです。つまり1人１台自分専用の仮

想デスクトップがあります（イメージとしてはオフィスの固定席のような感じです）。 図3では、営業部のプー

ルにある仮想デスクトップ１、２、…、７はそれぞれAさん、Bさん、…、Gさんに紐付きます。従って営業が

100人いたら100台の仮想デスクトップが必要です。

また、プールの中には未接続の仮想デスクトップというものもあります。これは新規ユーザーがログインしてき

た時に、すぐに仮想デスクトップを割り当て可能な状態にしておくために用意しています。例えばYさんが新規

で仮想デスクトップを使う場合は、未接続の仮想デスクトップのうち 1台が自分専用に割り与えられます。以後、

Yさんはその仮想デスクトップだけを使用します。自分専用のデスクトップなので、比較的好きなようにアプリ

ケーションなどをインストールして使い続けることができます。

さらに、仮想デスクトップ特有の機能として、仮想デスクトップにログインしている端末をログオフしても作業

環境は保持されます。こちらの例は、Excelを編集中、一旦切断して他の端末から再度仮想デスクトップに接

続しても、編集中のExcelの画面は残ったままです。作業途中で画面を閉じても、ほかの場所から仮想デスク

トップに接続すれば、作業が再開できますね。

図3：専用割り当て方式

1237891011

営業部のYさん

僕もデスクトップを
使いたい！

AさんBさんCさんGさん ・・・

・・・

未接続の仮想デスクトップ

営業部のプール

割り当て方法では「専用割り当て方式」と「流動割り当て方式」、仮想マシンの作成方法では「フルクローン」と

「リンククローン」というものがあります。

それでは、プールの作成（＝仮想マシンの展開）がどのように行われるのかご紹介します。

● 専用割り当て方式　～決まった仮想デスクトップを使用～
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第3章　仮想マシンの作成　プールの作成

流動割り当て方式は、仮想デスクトップとユーザーが紐づかない方式です。つまり、仮想デスクトップにログイン

するたびに、プール内のいずれかのデスクトップが割り与えられます。

図4の例では、Yさんは仮想デスクトップ１を使用していますが、ログオフ後、再度ログインするとどの仮想デ

スクトップにログインするか分かりません。

また、この方式は仮想マシンを使いまわすので、Yさんがログオフ後、他のユーザーが仮想デスクトップ 1を使

う可能性があります。そのために、仮想マシンをきれいな状態（＝展開された直後のリフレッシュされた仮想

マシン状態）にするのが一般的です（これは“リフレッシュ”という機能で実現できます）。“それでは自分の設

定なども一緒にリフレッシュされてしまうのでは？？”と思われる方もいらっしゃるかもしれません。しかし、個人

のデータ（ユーザープロファイル等）については仮想デスクトップ外のファイルサーバ等に置いておくことで、ロ

グイン時に呼び出すことが可能です。

この方式は準備する仮想デスクトップの数を減らすことも可能です。例えば、営業が 100人いても、常に同じ

時間に全員がログインするわけではないので、例えば 1日の同時使用人数が70人であれば、70台の仮想デ

スクトップの展開で済みます。オフィスでイメージするとフリーアドレスのような感じです。従って流動割り当て

方式の方がストレージやサーバリソースの消費を抑えることが可能です。

図4：流動割り当て方式

1237891011

営業部のYさん

僕もデスクトップを
使いたい！

AさんBさんCさんGさん ・・・

・・・

営業部のプール

● 流動割り当て方式　～空いている仮想デスクトップを使用～



21

フルクローン方式とは、マスターイメージとなる親仮想マシンの複製であるクローンを展開する方法です。例

えば、ディスクサイズ50GBを持った仮想マシンをマスターイメージとした場合、ディスクサイズ50GBを持っ

た親仮想マシン（マスターイメージ）のクローンが実施されます。従って、営業部が 100人いたら、100人× 

50GB=5TBのディスク容量が必要です。台数分だけのディスク容量が必要となるので物理PCと同じ考え方

ですね！

リンククローン方式はフルクローンと異なり、丸々クローンするわけではなく、OS部分などの共通部分（図5の

レプリカ）は全員で共有し、個人の設定や変更は差分として持つ方式です。共通部分をプール内で共有します

から、一番わかりやすいメリットとしてはストレージの消費量を大幅に抑えることが可能です。またOSのパッ

チ適用など共通部分の変更をかけたい場合、この共通部分（図5ではレプリカ部分）を変更することにより、簡

単にプール内のバージョンアップも可能になります。

では、リンククローン方式で仮想デスクトップを作成する流れを、vSphere Web Client（図6）を使って解説

します。

第3章　仮想マシンの作成　プールの作成

図5：リンククローン作成イメージ

マスターイメージ

ディスク
サイズ
50GB

コピー
OS

APP

レプリカ（読み取り専用）

ディスク
サイズ
50GB

OS

APP

仮想デスクトップA

レプリカディスク
50GB

差分ディスク
10GB

＋

仮想デスクトップB

レプリカディスク
50GB

差分ディスク
15GB

＋

仮想デスクトップC

レプリカディスク
50GB

差分ディスク
5GB

＋

差分ディスク
10GB

レプ
リカデ

ィスク
を共
有

レプリカディスクを共有

差分ディスク
15GB

差分ディスク
5GB

レプリカディスクを共有

仮想マシンの作成方法

プールを展開する際、仮想マシンを作成する方法として「フルクローン方式」と「リンククローン方式」の 2つ

があります。

● リンククローン方式

● フルクローン方式
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リンククローン方式で仮想デスクトップを作成する場合、まずはマスターイメージとなる親仮想マシンを準備

します。ここではマスターイメージを「Win 8」とします。このWin 8はいくつかスナップショットを保持して

おり、プールを展開する際、親仮想マシンとスナップショットを選択して、レプリカを作成します。上記の場合、

「replica-xxx」がレプリカ（読み取り専用の仮想マシン）と呼ばれるものです。リンククローンで作成された仮

想マシン「fp-001」、「fp-002」は、この「replica-xxx」のレプリカを共有しています。

もし仮想デスクトップ展開後にWindowsのパッチの適用やアプリケーションを更新したい場合は、管理者が

マスターイメージを更新し、スナップショットを取得します。その後、プールを再構成することで、展開済みの

仮想デスクトップのイメージを一括で更新出来ます。仮想デスクトップの運用の強力なお助け機能ですね！ 以

下の図７にパッチ管理のイメージを記します。

ちなみにこのリンククローンを使用する際はComposerというコンポーネントが必要になります。

第3章　仮想マシンの作成　プールの作成

図6：仮想デスクトップが作成されるまで

マスターイメージ

ディスク
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50GB
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APP
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＋

仮想デスクトップB
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＋

仮想デスクトップC

レプリカディスク 差分ディスク

＋

差分ディスク
10GB

レプ
リカデ

ィスク
を共
有

レプリカディスクを共有

差分ディスク
15GB

差分ディスク
5GB

レプリカディスクを共有

レプリカ（読み取り専用）レプリカ（読み取り専用）

リンククローンで作られる
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マスターイメージ

リンククローンで
作成された仮想マシン

VM：Win8の
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第3章　仮想マシンの作成　プールの作成

図7：パッチ管理の簡素化

マスター
イメージ

ユーザーデータ

Windows Windows Windows

OS

APP APP

OSOS

APP APP

OSOS

APP APP

OSOS

APP APP

OSOS

APP APP

OS

マスターの付け替え後

New
Master

SP1 SP1 SP2　 SP1 SP2　

プール作成時の「割り当て方式」と「仮想マシンの作成方式」の組み合わせ

まとめ

ここまででお伝えした「仮想マシンの割り当て方式」と「仮想マシンの作成方式」を組み合わることによって仮

想デスクトップの運用に特長が出てきます。多くのお客様は「専用×フルクローン」方式と「流動×リンクク

ローン」方式の組み合わせです。この2つの方式について簡単にご紹介します。

仮想デスクトップ環境ではプールの概念が肝になりますが、プールについてイメージがつきましたでしょうか？

プールを作成する際、ConnectionサーバからvSphereに指令がいきますが、vSphere目線ではプールを

意識せず仮想マシンを展開しています。Horizon 7の目線とvSphereの目線がイメージできると理解もかな

り深まります！

これは各ユーザー専用かつ、仮想マシン丸々用意された組み合わせです。物理の世界と同様、自分専用のデ

スクトップ環境になりますので、OSやアプリケーションの管理を自由にできる環境にありますが、例えばパッ

チの管理や共通するアプリケーションのインストールは個々の仮想マシン単位で実施する必要があります。ま

たリソース面でも人数分リソースを用意する必要があります。

流動方式なので仮想マシンに接続するたびに割り当てられる仮想マシンが変わります。仮想マシンの作成は

リンククローン方式で用意された組み合わせです。仮想マシンの台数は全員分用意する必要がないので、そ

の分サーバやストレージのリソースを効率よく使用することが可能になります。セキュリティの観点からも、ロ

グオフした時点で仮想マシンを初期状態にしてくれるリフレッシュ機能を併用しますので、他の人が使っていた

仮想マシンを使用するのも安心です。運用面でも、パッチ適用やアプリケーションの更新をしたい場合、プー

ルにある仮想マシンに対してまとめて更新することができますので、ユーザーにとっても管理者にとっても楽に

なります♪

プール作成の際は、“割り当て方式”（専用方式か流動方式）と“仮想マシンの作成方式”（フルクローン方式か

リンククローン方式）それぞれの特性や組み合わせをぜひ思い出していただければと思います。

● 「専用×フルクローン」

● 「流動×リンククローン」
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第3章　仮想マシンの作成　プールの作成

プールの概念

このコラムではリンククローン方式で使用する場合のコンポーネントであるView Composer の仕

組みについてもう少し踏み込んでご紹介します。

それでは、はじめに仮想デスクトップの作成・再構成の仕組みからご紹介します。

第3章でも述べましたが、仮想デスクトップはプールと呼ばれる単位で管理します。各プールは「割り

当て方式」と「仮想マシンの作成方式」の組み合わせによる、4通りの方法がありました。

その中でも、View Composerの機能を用いた“リンククローン方式”は仮想デスクトップの展開に

おいて、管理者の運用負荷を大幅に減らし、さらにストレージコストを最大限に抑えることができる

方式です。

図 1：仮想デスクトップの作成パターン

仮想マシンの割り当て方 仮想マシンの作成方法

専用

流動

フルクローン

リンククローン

コラム View Composer の仕組み
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第3章　仮想マシンの作成　プールの作成

図 2はViewを構成する全体像で、その中でも指で指し示してあるView Composerがリンクク

ローンの機能が使えるところです。つまり、リンククローン方式を使うのであればView Composer

が必須になります。リンククローン方式で得られるメリットは下記のようなものがあります。

　　・OSアップデートやパッチを素早く更新

　　・セキュリティの向上

　　・ストレージコストの大幅な削減

では、リンククローンはどのような仕組みで動いているのでしょうか。よく使われる機能が再構成とリ

フレッシュです。再構成とリフレッシュの説明をする前に、まずはリンククローン方式で作成される仮

想マシンの仕組みについてご紹介します。

リンククローンの機能を提供するView Composer

図2：Viewの構成図　リンクククローンはView Composerで提供される機能

vCenter Server

View Connection
Server

Access Point

Active Directory

クライアント

View Composer

VMware vSphere

VM
VM

VM
VM

VM
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第3章　仮想マシンの作成　プールの作成

リンククローン方式による仮想マシンの作成

再構成の仕組み

ディスクスペースの節約によるストレージコスト削減と管理の効率化

リンククローン方式（View Composer利用）フルクローン方式

マスター VM

レプリカVM

レプリカとの
差分データ

図3：リンククローン方式でストレージコストが削減できる仕組み

フルクローン方式とは、名前からもご想像がつく通り、仮想マシンの完全な複製を作成することです。

図3のように9台の仮想マシンを展開する場合、完全な複製を作成するので仮想マシン9台分のス

トレージの容量を消費します。では、リンククローン方式ではどうでしょうか。実は、リンククローン方

式を使うと、レプリカVMとその差分データの容量しか発生しないのでストレージの消費容量を大幅

に抑えることができます。では、その仕組についてご説明します。

リンククローンの機能で再構成というものがあります。これは仮想デスクトップのレプリカVMを入れ

替える機能です。例えば、現在展開している全ての仮想デスクトップにパッチの更新やOSの変更な

どを適用したい場合に使います。わかりやすく言うと、OSにパッチを当てるときなどでは、マスター

VMにパッチを当てた後、スナップショットを取得して、そのマスター VMを基に再構成を行うことで、

展開した仮想デスクトップ全てがパッチを当てた後の状態になります。このように第3回の記事の仮

想デスクトップの作成方法のところでもご紹介した、パッチ管理の簡素化、迅速な仮想デスクトップ

の構成変更が行えます。（第3章 図7.パッチ管理の簡素化 参照）

では、再構成を行った時、 vSphere 側ではどのような動きをしているのでしょうか。
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再構成を行うと、vSphere側ではこう見える！

リンククローン方式（View Composer利用）

マスター VM

マスター VM

レプリカVM

レプリカとの
差分データ

マスターイメージを元に
作成されたレプリカVM

作成されたレプリカVMから
展開された仮想マシン

マスター VMのイメージ
＋

スナップショット

図4：再構成時のvSphere側の動き

図4のように再構成を開始すると、「マスターVMのイメージ＋スナップショット」=レプリカVMが作

成されます。そしてこのレプリカVMが読み取り専用の仮想マシン（レプリカVMを共有利用するイ

メージ）となって、複数の仮想マシンが展開されます。vSphere側から見ると仕組みが理解しやすい

ですね。容量に関しても、レプリカVMと展開された仮想マシンの差分ディスクの容量しかかからな

いため、ストレージ容量の消費が抑えられます。

では次に、リンククローンの機能でリフレッシュと呼ばれる機能の説明です。
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リフレッシュの仕組み

おわりに

リンククローン方式で作成されたデスクトップは、ユーザーが操作する度に、その情報が差分ディス

クに保存され、ディスクサイズがどんどん大ききなっていきます。このどんどん蓄積されていく差分ディ

スクの容量をリフレッシュで初期状態に戻します。つまり差分ディスクの拡大防止を行いストレージコ

ストを抑えます。

View Composerの仕組みについて理解できたでしょうか。仮想デスクトップを展開する場合、この

リンククローン方式を使うことによって運用管理が簡素化され、セキュリティも高めることができます。

さらにリンククローン方式ではストレージコストも削減することができます。仮想デスクトップを作成

する際はぜひリンククローン方式で作成してみてください！

この機能、実はセキュリティを高める意味でも使われている機能です。ある一定期間に蓄積されたデー

タが更新によって全デスクトップ分きれいに削除されてデスクトップ展開時の初期状態に戻すことがで

きます。よって定期的に更新をかけることで、セキュリティを高めた運用が可能です。

図5：更新によって変わる差分ディスク容量

展開時の
差分ディスク容量

ユーザーの
操作によって
蓄積された容量

デスクトップ展開時 デスクトップ使用時 デスクトップ リフレッシュ後

差分ディスク

デスクトップA

デスクトップB

元の差分
ディスク容量

仕様中 更新

リフレッシュを行うと、仮想デスクトップは展開直後と同じ状態に！
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Horizon 7にいつでも何処でもアクセスする方法！
《リモートアクセス環境構築のコツ》4

この章では、自社データセンタ内の仮想デスクトップ環境に社外からアクセスする際の手法・注意点をご紹介

します。

どこからアクセスしてもデスクトップ環境のセキュリティを安全に保つことのできる仮想デスクトップは、

　　『出張先で社内データを見たい！』

　　『自分のPCで在宅勤務をしたい！』

　　『出先でタブレットを使って簡単に情報を見たい！』

といった要求に最適なソリューションです。

第2章では、社内環境からアクセスする際の構成についてご紹介しましたが、上記のような「社外からのアクセ

ス」の場合は、どのような点に注意して仮想デスクトップ環境の構築を行えば良いのでしょうか？

この章で一緒に確認していきましょう。

図 1：著者近影Horizon 7で仕事の効率アップ！
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第4章　Horizon 7にいつでも何処でもアクセスする方法！ 《リモートアクセス環境構築のコツ》

社外からHorizon 7への二つの経路

図2：2つの接続方式

社外から“Horizon 7環境へのアクセスには大きく

　　１ .VPN方式

　　２ .Horizon 7 View Access Point等を使用した“Proxy方式”

の2つのアクセス方法があります（図2）。

1.のVPN接続は、Horizon 7へアクセスする端末を、VPNを使用して社内ネットワークに接続することで、あ

たかも社内からHorizon 7へアクセスしているかのような環境で仮想デスクトップを使用する方法です。

2.のProxy方式は、Horizon 7用の接続サーバを経由して仮想デスクトップにアクセスする方法です。

この2つの接続方法に必要となる構成を比較してみましょう。

VPN接続方式は、社内ネットワーク接続用のVPN環境をお持ちであれば、特別な機器や新しいセキュリティ

ポリシーを必要とすることなく使用できます。VPNトンネルを介して画面転送プロトコル（PCoIP）をやり取り

することになります。

Proxy方式の接続は、「Horizon 7 View Access Point」あるいは「BIG-IP PCoIP Proxy」を社内ネットワー

クとインターネットの境界となるDMZに設置し、このサーバを介して社内の仮想デスクトップ環境にアクセス

する方式です。

この方式では、インターネット経由で暗号化された画面転送プロトコル（PCoIP）を直接やり取りします。

この2つの方式を比べると、既存のVPN装置をお持ちの方は、Horizon 7専用のコンポーネントが必要とな

らない分、VPN接続の方が簡単に構築できるとお考えの方も多いと思います。

実際、仮想デスクトップの初期導入時は、外部アクセスについては既存のVPN経由として既存機器を流用す

ることで、スムーズな導入を実現されているお客様が多数いらっしゃいます。

では、どういった時にProxy方式を採用する必要があるのでしょうか。

次のセクションでは「接続端末の管理」の違いを例に挙げ、どちらの接続方式を選べばよいか考えていきましょう。

社内ネットワーク

社内ネットワークの延伸

DMZ

Horizon用
Proxyサーバ接続端末

接続端末

VPN接続

Proxy方式接続
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経路が変わると管理が変わる　～接続端末をどう管理するか～

二要素認証　～社外からの接続のセキュリティ強化～

社内デスクトップ環境への社外からのアクセス方法がわかったところで、いよいよ外部からVDIへ接続！

…といきたいところですが、私物のPCやタブレット端末・スマートフォンなどを社内デスクトップ環境に接続

する際に気になるのはセキュリティです。在宅勤務やBYODを実現する際に必ず挙がるこの問題に対して、

Horizon 7はどのように対応しているのでしょうか。

まずVPN方式を使用した場合は、接続端末は社内ネットワークへ直接接続されている状態と同等になるため、

会社所有の端末と同じポリシーで管理する必要があります。例えば在宅勤務を行う際に、自宅の個人所有の

PCを使えず、自宅用に会社支給の接続端末をもう1台割り当てる必要が出てきてしまいます。

一方、Proxy方式の場合は、Proxyサーバを経由して画面情報のみを接続端末（Horizon Clientがインストー

ルされた端末）に送信するため、社内ネットワークには直接接続せずに仮想デスクトップ環境を利用可能にな

ります。管理者からすると、接続端末の状態に依存せず、Horizon Clientがインストールされてさえいれば接

続を許容できることになります。

これによって、例えば個人所有の端末がウィルスに感染しているかなどを仮想デスクトップ環境管理者が心配

する必要がなくなるので、管理者に負担をかけることなく外部からのデスクトップ環境の操作を実現できます。

このように、将来、社外からどのような端末を接続することが考えられるかを念頭に置き、今後のロードマップ

に合った接続方式を採用いただく必要があります。

社外からアクセスする場合、よりセキュリティを強化するために“二要素認証”の設定をされる方も多くいらっ

しゃいます。VPN接続を使用していれば「VPN接続の際の認証+Horizon 7へのログイン」によってこの要件

を満たすことができますが、Proxy方式の場合はワンタイムパスワードによる認証と組み合わせて二要素認証

を実現します。

接続デバイスが多様になっていく中、デバイスに依存した認証方式（証明書など）よりは、人に紐付く認証方式

を採用いただくことをオススメします！ また、二要素認証を行うか行わないかは接続経路に応じて設定するこ

とが可能です。実際、弊社のHorizon 7環境も、社外アクセス時は図3の様にRSA Secure IDの入力が必

要になります（社内アクセス時はAD認証のみで接続可能です）。
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図3：弊社社内Horizon 7環境の二要素認証

① RSA認証

② AD認証

第4章　Horizon 7にいつでも何処でもアクセスする方法！ 《リモートアクセス環境構築のコツ》

まとめ

本章では、社外からHorizon 7環境にアクセスする際のVPN方式、Proxy方式の2つの接続経路について、

またその2つの経路における接続端末の管理・セキュリティの確保のためにはどのような方法があるかについ

てお伝えしました。

現在の社内のセキュリティポリシーやネットワーク環境はもちろん、「今後どのような働き方を仮想デスクトップ

で実現したいか」といった仮想デスクトップ使用のロードマップを考慮して、Horizon 7環境へのアクセス方式

を検討してみてください！

RSAのほかにもRadiusや、スマートカードによる認証、エコシステムパートナー様による指紋などの生体認

証を利用した二要素認証も利用可能です。



VMware Horizon 7

仮想デスクトップの
基礎の基礎
新卒の視点で学ぶ、デスクトップ仮想化の「はじめの一歩」

2年目

続きは VMware Tech Day Horizon 編で！



VMware Horizon 7

仮想デスクトップの
基礎の基礎

ヴイエムウェア株式会社 〒105-0013 東京都港区浜松町 1-30-5 浜松町スクエア 13F  www.vmware.com/jp

Copyright © 2015 VMware, Inc. All rights reserved. 本製品は、米国および国際的な著作権法および知的財産法によって保護されています。
VMwareの製品は、http://www.vmware.com/go/patentsのリストに表示されている 1つまたは複数の特許の対象です。VMwareは、米国お
よびその他の地域におけるVMware, Inc.の登録商標または商標です。他のすべての名称ならびに製品についての商標は、それぞれの所有
者の商標または登録商標です。

2016.10

新卒の視点で学ぶ、デスクトップ仮想化の「はじめの一歩」

2年目

60




