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  このマニュアルについて
このマニュアルについて
この Cisco Validated Design ガイドでは、VMware® View™ をベースにしてエンドツーエンドの 
Cisco® 仮想化エクスペリエンス インフラストラクチャ（Cisco VXI）を導入する際の設計上の考慮事

項とガイドラインについて説明します。このガイドは、Cisco 仮想化エクスペリエンス インフラストラ

クチャ システムの実装を検討しているネットワーク エンジニアと設計者を対象にしています。

Cisco VXI システムは、ユーザのコンピューティング環境をデータセンター内に設置することにより、

さまざまなエンドポイントからのアクセスを可能にし、コラボレーション ツールと統合させ、高品質

なユーザ エクスペリエンスを実現します。

このガイドでは、システム全体を説明しており、章ごとにサブシステムの説明がまとめられています。

これらの章では、主要な機能グループ（データセンター、ネットワーク、エンドポイントなど）と、一

般的なシステム機能（管理、セキュリティ、Quality of Service など）が説明されています。

これらの章は、Cisco VXI システムをモジュール形式で説明するように編成されています。

マニュアルの目的

このマニュアルでは、エンドツーエンドの Cisco Virtualization Experience Infrastructure（Cisco VXI; 
Cisco 仮想化エクスペリエンス インフラストラクチャ）を導入する際の設計上の考慮事項とガイドライ

ンについて説明します。Cisco VXI システムは、ユーザのコンピューティング環境をデータセンター内

に設置することにより、さまざまなエンドポイントからのアクセスを可能にし、コラボレーション 
ツールと統合させ、高品質なユーザ エクスペリエンスを実現します。

システム全体が説明されており、各サブシステムの説明が、個別の章にグループ化されています。この

グループ化は、主要な機能グループ（データセンター、ネットワーク、およびエンドポイント）と一般

的なシステム機能（管理、セキュリティ、および Quality of Service）に沿って行われています。

これらの章は、Cisco VXI システムをモジュール形式で説明するように編成されています。表 1 に、各

章またはモジュールの説明を示します。

表 1 章またはモジュールの説明

章またはモジュールの見出し 説明

「はじめに」 この章では、仮想化環境の検討に至るビジネスの推進要因

と Cisco VXI の使用例を結び付けます。

「展開モデル」 この章では、VMware View を使用したコアの仮想デスク

トップ インフラストラクチャ システムの導入に関する設

計ガイダンスを提供します。

「展開モデル」 この章では、導入トポロジを、ホストされるコンピュー

ティング リソースと関連付けながらユーザ ロケーション

に基づいて分類します。ネットワーク接続とコンピュー

ティング リソースの位置の主要な特徴を示して、設計上

の考慮事項を説明します。コンピューティングとネット

ワーキングの負荷の変化が例示されます。

「データセンター」 この章では、的確かつ限定された一連のラボラトリ スト

レージ ステージングに対するテストから導かれた、スト

レージ サブシステムに関する一般的な設計ガイダンスを

提供します。この章ではさらに、VMware View を使用し

たコアの仮想デスクトップ インフラストラクチャ システ

ムの導入に関する設計ガイダンスも提供します。
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  このマニュアルについて  
ここで参照として記載される Cisco VXI システムは、設計でサポートされるコンポーネント全体を表

します。なお、ここで記載されるコンポーネントは、具体的に設計での使用を推奨しているわけではあ

りません。たとえば、限定された一連のアクセス スイッチング製品がリファレンス アーキテクチャの

テストに使用されていたとしても、他のアクセス スイッチング製品が Cisco VXI システムに適合しな

いことを意味するわけではありません。必要な場合は、具体的なコンポーネント要件が明確に示されま

す。

Cisco VXI システムは、仮想化データセンター、仮想化対応ネットワーク、仮想化されたワークスペー

スなどのように、多数のサブシステムの上に構築されます。ほとんどのお客様は、これらのサブシステ

ムの多くをすでに導入済みです。たとえば、お客様のほとんどは、ルーティングとスイッチングのイン

フラストラクチャをすでに設置済みであると考えられます。このマニュアルは、VXI 機能が導入され

る既存のインフラストラクチャを増強するために必要な VXI 固有の設計ガイダンスに重点を置いてい

ます。

このマニュアルでは、ルーティング、スイッチング、セキュリティ、ストレージ、および仮想化につい

てすべての基本テクノロジーと参照設計を扱っているわけではありません。詳細については、それらの

テクノロジーや参照設計について記載しているマニュアルを参照してください。

「VXI ネットワーク」 この章では、特定の製品とテクノロジーを使用してデスク

トップ仮想化エクスペリエンスを向上させるネットワーク

ベースのサービスについて説明します。また、キャンパス 
WAN およびブランチ ネットワーク内で対象のネットワー

ク機能を導入する際のベスト プラクティスに関する具体

的な推奨事項も提供します。

「エンドポイントとアプリケーション」 この章では、DV とコラボレーション エンドポイントの選

択肢について明らかにし、仮想化デスクトップ内での特定

のアプリケーションの導入と使用に関するガイダンスも提

供します。また、デスクトップ仮想化ユーザ エクスペリ

エンス内への UC 機能の統合に関するガイダンスも提供し

ます。

「管理と運用」 この章では、VXI サブシステム コンポーネントをサポート

しているさまざまな管理プラットフォームを示します。ま

た、VXI システムを運用するために必要な共通の管理タス

クのワークフローも提供します。

「Cisco VXI セキュリティ」 この章では、VXI システムを保護するために実装される機

能とポリシーについて重点的に説明します。

「Quality of Service」 この章では、VXI トラフィック フローの分類、優先順位

付け、適切なプロビジョニングに必要な記述的なプロトコ

ル特性についてまとめて示します。

「パフォーマンスとキャパシティ」 この章では、VXI システムのコンピューティング、スト

レージ、およびネットワーキングのサイズ決定に関する設

計ガイダンスを提供します。これには、VXI システムの

テストに使用されたユーザ作業負荷プロファイルの説明が

含まれます。検証時に得られたスケールおよびネットワー

ク特性テスト結果が詳細に示されている『VXI 
Performance and Capacity Validation Results』マニュアル

を参照してください。

「略語」 略語一覧。

「その他の資料」 関連情報へのリンクの一覧。

章またはモジュールの見出し 説明
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  このマニュアルについて
Cisco VXI システムは、さまざまなベンダーが提供するサブシステムの統合の上に構築されます。その

ため、他のベンダーの製品およびシステムに関する参照資料が提供されています。本書の公開時点でこ

れらの参照資料が正確になるように 善を尽くしてはいますが、ベンダーの製品または設計ガイダンス

の変更により、このガイド内の参照資料が古くなっている場合があります。そのような状態を見つけら

れた場合は、シスコまでご連絡ください。

VXI アーキテクチャの検証済みの設定が詳細に記載された VXI コンフィギュレーション ガイドを参照

してください。これには、検証に使用された特定のソフトウェアおよびハードウェア バージョン、完

全なデバイス設定、およびトポロジ図が含まれます。また、VXI 固有の使用例の実行に関するガイド

ラインも含まれます。

Cisco VXI 2.5 の新規情報

 • Cisco VXI では、統合フォーム ファクタで Unified Communication およびデスクトップ仮想化機

能を提供する新しいエンドポイント クライアント（VXC 4000 および VXC 6215）が導入されま

す。

 • WAAS 4.5 アプリケーション認識型 DRE は、仮想デスクトップのユーザ エクスペリエンスを向上

させ、WAN 全体にわたる効率の向上を実現します。

 • 堅牢なデータ セキュリティにより、ホーム ユーザおよびテレワーカー シナリオでの VXI を簡素化

する Cisco IP Phone ベースの VXC VPN

 • Identity Services Engine（ISE）を使用したポリシーベースのネットワーク アクセス コントロール

により、VXI の Bring Your Own Device（BYOD）モデルを実現

 • VXI アンチウイルス エコシステムに追加された Trend Micro エージェントレス アンチウイルス ソ
リューション

 • ストレージ 適化ソリューションは、ピーク負荷時間中に NAS/SAN ストレージ インフラストラ

クチャを拡張することで、エンドユーザ エクスペリエンスを維持しながら、総所有コストを削減

するのに役立ちます。このリリースでは、Cisco VXI で Atlantis ILIO ストレージ アプライアンス

を検証します。

 • VMware vSphere™ 5 では CPU およびメモリ管理用の高度な設定パラメータが 適化され、サー

バあたりの VM 密度の向上が実現します。

 • Cisco UPOE は、イーサネット接続経由でスイッチ ポートあたり 大 60 W を提供します。Cisco 
VXI では、UPOE とスプリッタをテストし、Cisco VXC クライアントと DC 電源のモニタの両方

が 1 つのスイッチ ポートから電力供給されることを検証しました。この使用例により、コストの

削減、ケーブル配線の簡素化、および電源管理の向上が実現します。

 • AppSense User Virtualization Platform（UVP）によって提供されるユーザ ペルソナの仮想化

（UVP は、ユーザ ペルソナのすべての側面を基盤となるデスクトップ OS から切り離し、標準化さ

れたデスクトップにオンデマンドでストリーミングされるようにします）、Unidesk® Desktop 
Management for VDI を使用した動的なイメージ管理（デスクトップ レイヤ化テクノロジーとスト

レージ効率の高い永続的デスクトップを提供します）、Stratusphere UX を使用した仮想デスクトッ

プのモニタリングとトラブルシューティングを含む、デスクトップ管理機能が導入されました。

 • VMware View は、Cisco VXI システムの不可欠な要素で、仮想デスクトップの作成、管理、およ

び配信のためのツールを提供します。View により、可用性が高く、スケーラブルでセキュアな、

高度にパーソナライズされたデスクトップ サービスが実現され、ユーザは一元化されたデータ、

アプリケーション、およびユニファイド コミュニケーションにアクセスできます。今回の Cisco 
VXI リリースでは、デスクトップ仮想化のための VMware View 5 の使用について検証します。デ

スクトップ仮想化と重要な課題に関する基本的な背景情報については、『Cisco Introduction to End 
to End Desktop Virtualization』を参照してください。
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  はじめに  
 • VMware View 5 では、ユーザ ペルソナをステートレスなデスクトップと動的に関連付ける View 
Persona Management が提供されます。この機能により、管理者は、各ユーザのパーソナライゼー

ションを維持しながら、非永続的デスクトップの使用を拡張できます。また、View 5 には、 適

化の制御、継続性サービス、および拡張サービスといった、PCoIP プロトコルのための 適化も含

まれています。3D グラフィックス向けの View メディア サービスにより、ユーザは、専用のグラ

フィックス カードやクライアントを使用せずに 3D グラフィックス アプリケーションを実行でき

ます。ユニファイド コミュニケーション用 View メディア サービスは、VoIP を View デスクトッ

プに統合します。また、View 5 には、強化されたセキュリティ設定、vSphere 5 のサポート、およ

び Android ベースのタブレット向け View Client も含まれています。

（注） 上記の説明は、インパクトのある主要な改良点の一部であり、Cisco VXI でサポートされる VMware 
View 5 機能の全部ではないことに注意してください。詳細については、VMware の製品マニュアルを

参照してください。Cisco VXI に適用される一部の詳細については、このマニュアルの「データセン

ター」の章で説明されています。

マニュアルの変更履歴

このマニュアルは、2011 年 4 月 29 日に初めて公開されました。更新履歴については、表 2 を参照して

ください。

表 2 更新履歴

はじめに
デスクトップ仮想化の主な目的は、ユーザ エクスペリエンスの品質を損なうことなく、セキュリティ

を強化し、ビジネスの俊敏性を向上させながら、ユーザのデスクトップ環境に関連する総所有コストを

削減することです。

仮想化：デスクトップの保護

集中管理されたデスクトップ仮想化（DV）では、ユーザのデスクトップ環境を、データセンターベー

スの仮想インフラストラクチャ内でホストします。

デスクトップ関連の IT 投資のほとんどが集中化されるので、企業のコンピューティング リソースの管

理と運用が簡素化されます。エンドポイントは、より安価で、メンテナンスが簡単になります。こうし

たエンドポイント コストの削減は、設備投資（DV エンドポイントの購入コストは通常のラップトップ

やデスクトップの購入コストを下回ります）と複雑な「シック」エンドポイントの運用にまつわる運用

コストの両方に適用されます。たとえば、ソフトウェア資産の追跡、ライセンス管理、パッチ適用、

バックアップ（時間コスト面と帯域幅コスト面の両方）、障害回復などが簡単になります。仮想化デス

クトップ環境の場合、エンドポイントの障害発生は、主としてハードウェア アプライアンスの交換の

問題となり、ユーザのファイルとデスクトップ環境はデータセンターの仮想化環境内に障害の影響を受

けることなく残されます。

発行日 バージョン 

2011 年 4 月 29 日 2.0

2011 年 6 月 30 日 2.1

2011 年 12 月 16 日 2.5
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データ セキュリティが向上します。ユーザは、通常のデスクトップ環境を通じて接続しているかのよ

うにデータにアクセスできます。しかし実際のデータは、ユーザのエンドポイントに配信も保管もされ

ません。データは単にリモートで表示されているだけです。これにより、セキュリティの観点から 2 つ
の重要な利点がもたらされます。

 • 電子データの漏洩を制御できます。ユーザのコンピューティング エンドポイントには、CD/DVD 
ドライブや USB 接続メモリなどの取り外し可能なストレージ メディアを装備できる場合がありま

す。しかし、これらのデバイスをユーザが利用できるかどうかは、集中管理で適用されるポリシー

によって制御されます。ユーザはファイルにアクセスする権限はあっても、そのファイルを取り外

し可能な電子メディアにコピーする手段はありません。

 • コンピューティング エンドポイントの紛失、破損、または盗難により、データが影響を受けるこ

とはありません。通常のラップトップには、悪用されると企業に損害を与える可能性のあるファイ

ルが多数保管されています。また、1 台のラップトップに構想中の素晴らしいアイデアを保存して

いる従業員は、そのラップトップが破損または盗まれると、そのラップトップの価値を超える損失

を被ることになります。一方、仮想化されたエンドポイントには、企業のデータは保管されていま

せん。したがって、紛失または破損しても、リモート コンピューティング エンドポイント内の

ファイルが失われたり、破壊されたり、漏洩したりすることはありません。すべての重要なデータ

は中央に配置されているため、エンドポイントの破損や盗難の後もその影響を受けることはありま

せん。この利点は、ユーザのコンピューティング エンドポイントが、実際は DV クライアントを

実行している「シック」ラップトップである場合でも有効です。ユーザは自分の作業を行うために

従来のラップトップを必要とする場合があります。しかしその場合でも、機密性の高いコンピュー

ティング リソースは、仮想デスクトップでリモートにホストすることができます。

プラットフォーム非依存

エンドポイントは、スマートフォン、タブレット コンピューティング プラットフォーム、ラップトッ

プ コンピュータ、デスクトップ コンピュータなど、拡大を続けるデバイス リストの中から選択できま

す。これらには、多数のオペレーティング システムが含まれます。仮想化により、企業は、複数のデ

バイスにわたって一貫性のあるユーザ エクスペリエンスを提供できます。従業員は、日中にさまざま

なエンドポイントから自分のデスクトップ環境にアクセスできるようになります。たとえば、本社で作

業しているときはデスクトップ コンピュータから、リモート ブランチ オフィスに出張しているときは

シン エンドポイントから、社内を移動しているときはタブレットからアクセスできます。在宅勤務の

場合であっても、パーソナル コンピュータと VPN クライアントを使用することで、従業員に企業へ

「接続」する手段を提供することができます。ユーザが自分のデバイスを持ち込むこと（BYOD）を許

可されている環境では、企業アプリケーションへのアクセス方法として、仮想デスクトップは、ディス

プレイ トラフィックだけをユーザ デバイスに送信する「プロキシ」として機能する HVD を使用した、

セキュアな代替方法を提供します。

課題

ユーザの IT 環境は、デスクトップ内にすべてが収容されているわけではありません。音声とビデオの

テレフォニーや印刷サービスなどのコラボレーション ツールは、DV テクノロジーではユーザが満足す

るレベルで提供できない場合があります。

たとえば、音声、ビデオ、およびインタラクティブ マルチメディア リソースに仮想デスクトップ内か

らリモートでアクセスすると、WAN 帯域幅などの IT インフラストラクチャに対する需要が増加する

とともに、パフォーマンスのレベルが低下する可能性があります。電話による通話は、リモート デス

クトップ内から発信され、リモート デスクトップのディスプレイ プロトコル内で伝送される場合、

ネットワークベースのトラフィックの優先順位付けが行われずに、ユーザのコンピューティング エン

ドポイントに接続される可能性があります。したがって、ネットワークの QoS 機能は、遅延、ジッタ、

およびパケット ドロップに起因する品質の低下を防ぐために必要な特別な処理を、音声メディアに対

して実質的に提供できなくなります。また、インタラクティブ マルチメディア コンテンツのストリー
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ミングは、DV エンドポイントの帯域幅使用量を増大させる可能性があります。それにより、そのメ

ディアの視聴者のエクスペリエンスだけでなく、同じ WAN 接続を利用している他の共存ユーザのエク

スペリエンスも品質が低下する可能性があります。

Cisco VXI とは

Cisco 仮想化エクスペリエンス インフラストラクチャ（VXI）は、シスコのデータセンター、ボーダレ

ス ネットワーク、およびコラボレーション アーキテクチャにまたがる、サービスに 適化されたデス

クトップ仮想化システムです。これにより、完全に統合された、オープンで検証済みのデスクトップ仮

想化ソリューションで、優れたコラボレーションとリッチ メディア ユーザ エクスペリエンスを提供し

ます。

Cisco VXI を使用することにより、運用コストを抑えながら 高レベルの仮想デスクトップ エクスペ

リエンスを実現する、アーキテクチャ アプローチとサービスを利用できます。

デスクトップ仮想化に 適化された VXI エンドツーエンド サービスの特長は、次のとおりです。

 • メディアおよびパフォーマンスの高速化 

 • セキュリティおよび可用性の強化 

 • エネルギー効率 

 • ロケーション認識サービス 

 • モビリティおよびポリシー 

Cisco 仮想化エクスペリエンス インフラストラクチャは、次の方法でデスクトップ仮想化を強化しま

す。

 • 「仮想化されたワークスペース」

 • 「Cisco Unified Communications への統合」

 • 「Cisco Unified Computing System 仮想化コンピューティング プラットフォームによる設定の簡素

化」

 • 「ネットワーク 適化」

 • 「セキュリティ」

仮想化されたワークスペース

Cisco VXI では、UC およびリッチ メディア機能を含む、豊富なデスクトップ仮想化エンドポイントの

エコシステムがサポートされます。「エンドポイントとアプリケーション」の章に、Cisco VXC2200 シ
リーズのゼロ クライアント スタンドアロン タワー、Cisco IP Phone に統合される Cisco VXC2100 シ
リーズのゼロ クライアント、Cisco Cius モバイル タブレット、Cisco VXC4000 UC ソフトウェア アプ

ライアンス、および VXC6215 シン クライアントなど、シスコの DV エンドポイント製品に関する詳

細が示されています。VXC エンドポイントには、PoE、統合されたハードウェアおよびソフトウェア 
フォーム ファクタ、モビリティ、VXI ユーザの TCO とユーザ エクスペリエンスを大幅に向上させる

ネイティブの UC メディア エンジンなど、業界をリードする機能が含まれています。

Cisco Unified Communications への統合

ユーザは、Hosted Virtual Desktop（HVD; ホステッド仮想デスクトップ）と接続して、Cisco Unified 
Personal Communicator から音声コールまたはビデオ コールの発信と受信ができるようになります。

Cisco Unified Personal Communicator は、ユーザのデスクフォンに対するコントローラとして機能し

ます。電話機のコントロール プレーンは、ユーザのデスクトップに統合されます。一方、メディア プ
レーンは、デスクフォンのものと同じになります。メディア トラフィックは、リモート デスクトップ 
ディスプレイ プロトコルの外部で接続されます。したがって、ネットワークは、Real-Time Transport 
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Protocol（RTP）パケット優先付け、コール アドミッション制御、パス 適化などの Quality of 
Service（QoS）機能を実行できます。たとえば、同じブランチ内の 2 人の Cisco VXI ユーザは互いに

通話できます。また、コントロール（シグナリング）プレーンがデータセンター内に存在する間は、

ユーザ間の音声接続がブランチから出ていくことはありません。ブランチ ネットワークではパケット

の優先順位付けが RTP フローに適用され、2 台の電話機は相互に直接接続されます。音声は WAN を 2 
回通過してデータセンター経由でヘアピンする必要がなくなります。エンドポイントが音声専用であろ

うと、ビデオに対応していようと、これと同じアプローチが適用されます。

Cisco Unified Computing System 仮想化コンピューティング プラットフォームによる設定の簡素化

Cisco Unified Computing System™ は、通常は別々のプラットフォームに存在するコンピューティング

機能、仮想化ハイパーバイザ機能、ファブリック インターコネクト機能、およびストレージ機能を統

合します。こうした統合は、UCS Manager（UCS-M）によって強化され、データセンターのパフォー

マンスと管理性の両方を向上させます。たとえば、Cisco Nexus®1000V 仮想イーサネット モジュール

は、スイッチング機能、トラフィック分離機能、およびポリシー挿入機能を仮想化環境内に設置しま

す。したがって、2 台の仮想コンピュータ（レイヤ 2 ポリシーに従って接続されなければならない）

は、物理的なスイッチング インフラストラクチャによってフレームをスイッチングしなくても、仮想

化環境内で直接通信できます。また、特定のファイル システムにユーザが接続できないようにする場

合は、シスコの仮想化スイッチング プラットフォームを使用することにより、仮想化環境内でポリ

シーを直接適用できます。

ネットワーク最適化

現在使用されているアプリケーションの多くは、ベースとなるネットワーク プロトコルがネットワー

ク帯域幅を節約するように 適化されていないため、帯域幅制限やネットワーク遅延が存在するとパ

フォーマンスが低下する可能性があります。Cisco Wide Area Application Services（WAAS）テクノロ

ジーは、帯域幅使用量の削減によりアプリケーションの応答時間を改善することで、アプリケーション

のパフォーマンスを向上させます。たとえば、データセンター内のユーザの仮想デスクトップから、リ

モート ブランチのネットワーク プリンタに対してリモート印刷動作を開始させる場合があります。

WAAS は、印刷プロトコルを自動的に認識し、WAN 帯域幅使用量を削減するように印刷プロトコルを

圧縮することができます。また、リモート プリンタがビジー状態であっても、印刷ファイルをリモー

ト ブランチにスプールできます。結果として、WAN 上の帯域幅使用量が減少するとともに、ユーザに

対するアプリーケンション応答時間が短縮されます。これには、ユーザ エクスペリエンスが向上する

と同時に、各 WAN リンクでサービス可能なユーザ数が増加するという二重の利点があります。Cisco 
WAAS と VMware View を使用した Cisco 仮想化エクスペリエンス インフラストラクチャの機能では、

その核として Transport Flow Optimization（TFO）、Data Redundancy Elimination（DRE）、および 
Lempel-Ziv（LZ）圧縮の各テクノロジーが利用されています。これらの複合効果により、帯域幅の使

用が 小限に抑えられます。

セキュリティ

ネットワーク内への接続は、アクセス レイヤで制御できます。このレイヤは、デバイスが仮想インフ

ラストラクチャに 初に接続する場所です。業界標準の 802.1x を導入して、ネットワーク アクセスを

ポート レベルで制御できます。したがって、シスコのアクセス スイッチは、Microsoft Active 
Directory などのディレクトリ サービスと統合された資格情報ベースのアクセス コントロールと連携す

ることにより、物理デバイス レベルおよびユーザ レベルでセキュリティ ポリシーを適用できます。

テレワーカー ユーザ（ラップトップ コンピュータを使用したモバイル ユーザなど）および固定ユーザ

（在宅ベースのテレワーカーなど）は、インターネット経由でエンタープライズ ネットワーク内へ接続

するために、シスコの実績ある VPN テクノロジーを使用できます。ユーザの仮想デスクトップ データ

は、インターネットを通過するときに VPN トンネル内を暗号化されて送信されるため、完全に保護さ

れます。このテクノロジーは、マネージド WAN を通過するトラフィックに対しても導入できます。
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エンドツーエンド テスト

Cisco VXI は、エンドツーエンドのシステムであり、ネットワーク機能とコラボレーション機能を統合

して仮想デスクトップ エクスペリエンスを実現します。統合されたシステム全体で設計およびテスト

が実施されているため、DV、コンピューティング、ネットワーキング、ストレージ、セキュリティ、

適化、ロード バランシングの各テクノロジーを孤立して導入した場合に必要となるシステム統合投

資が軽減されます。マニュアルで提供される設計ガイドラインとベスト プラクティスにより、VXI の
導入に関連するリスクが軽減されます。

展開モデル
ネットワーク化されたユーザ エクスペリエンスをデバイス、場所、時間を問わず実現するというシス

コ ボーダレス ネットワークの展望は、企業の個別の需要に応じて、さまざまな方法で達成できます。

仮想化は、システム設計者に新たな可能性をもたらし、コンピューティングやネットワーキングの投資

場所の変化に基づいてさまざま展開モデルを使用できるようになります。

Cisco Virtualization Experience Infrastructure（Cisco VXI; Cisco 仮想化エクスペリエンス インフラス

トラクチャ）システムは、基本的にユーザのコンピューティング インフラストラクチャをデータセン

ター内に集中化することに基づいています。コンピューティング インフラストラクチャは、仮想化さ

れ、Desktop Virtualization（DV; デスクトップ仮想化）サブシステムとコラボレーション サブシステ

ムをホストします。これらのサブシステムの連携により、デスクトップ サービスとテレフォニー サー

ビスがネットワーク経由でさまざまな DV エンドポイントやコラボレーション エンドポイントに提供

されるユーザ コミュニティが実現されます。これらのエンドポイントは、企業のネットワーク内の任

意の場所に配置できます。「エンタープライズ ネットワーク」という用語は、企業の所有するネット

ワーキング インフラストラクチャ（企業の Virtual Private Network（VPN; バーチャル プライベート 
ネットワーク）ベースのインターネットへの拡張も含む）と社外で管理された他のさまざまな形態の商

用ネットワークの両方を示すために使用されます。

ユーザは、さまざまな場所からコンピューティング リソースにアクセスできます。この章では、場所

はネットワーク接続の条件を表し、ユーザのエンドポイントはこの条件を使用して、集中管理されたコ

ンピューティング サービスに接続します。図 1 に示されているように、エンドポイントは、ネット

ワーク内でのそれらの場所に基づいて詳細に定義されます。
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  展開モデル
図 1 Cisco VXI の全体像

キャンパス エンドポイント

キャンパス エンドポイントは、キャンパス内に導入されます。キャンパス内では、同じ場所に配置さ

れたデータセンターがコンピューティング リソースを提供し、LAN によってネットワーク接続が提供

され（通常は 100 Mbps 以上の速度）、15 ms 以下の遅延となります。

ブランチ エンドポイント 

ブランチ エンドポイントは、企業のリモート ブランチ内に導入され、データセンターにマネージド 
WAN 経由で接続されます。この WAN では通常、事前に取り決められた Service-Level Agreement

（SLA; サービス レベル契約）による帯域幅保証、遅延保証、およびジッタ保証が提供されます。また、

オンネット アドレッシング（RFC 1918 に従ったプライベート アドレッシング）が提供され、ある程

度のセキュリティ（インターネットと比べた場合）も備えています。エンドポイントが位置するリモー

ト ブランチは、企業によって管理される環境であり、通常は Cisco ブランチ ルータ（Cisco サービス

統合型ルータなど）を備えています。それにより、ネットワークベースのサービス（Cisco WAAS、テ

レフォニー ゲートウェイ、Survivable Remote Site Telephony（SRST）など）を導入して、DV サービ

スの特定要素（印刷など）を加速することができます。

テレワーカー エンドポイント

テレワーカー エンドポイントは、インターネットを介して導入されます。たとえば、リモート ワー

カーが VPN 経由で社内のネットワーク サービスにアクセスする場合に導入されます。この接続は、パ

ブリック インターネット上に確立された VPN 接続によって提供されます。一般に帯域幅、遅延、およ

びジッタの特性は不明であり、接続ごとに変化したり、同じ VPN 接続の期間内で時間とともに変動し

たりすることがあります。一般的な接続には、ネットワーク アドレス変換（NAT）トラバーサルが 1 

25
46

20

IP

IP

IP WAN

IP

 
 

ASA
ACE

WAAS

UCS

Nexus

 

/ /QoS 

SRST
14
VMware View 5 を実装した Cisco 仮想化エクスペリエンス インフラストラクチャ 2.5



  展開モデル  
つ（または複数）存在し、基盤となる転送メカニズム（インターネット）は信頼できません。リモート

環境は多様であり、エンドポイントのタイプはモバイル テレワーカー エンドポイントと固定テレワー

カー エンドポイントにさらに分類できます。

モバイル テレワーカー エンドポイント 

インターネットへの接続に公共の Wi-Fi ホットスポットが利用される場所（ホテルの客室、空港、また

はその他の公共スペース）にいるユーザは、モバイル テレワーカー エンドポイントと見なされます。

通常、ラップトップまたはモバイル インターネット デバイス以外に利用できる装置はありません。

ユーザは基本的にデバイスの持つネットワーク機能と VPN 機能を利用することになります。複数のデ

バイスを使用する場合（携帯電話、タブレット コンピューティング デバイス、ラップトップ コン

ピュータなど）、それらはそれぞれ独自の VPN 接続を経由してエンタープライズ ネットワーク サービ

スに接続されます。

固定テレワーカー エンドポイント 

エンドポイントは、専用のブロードバンド接続によってユーザがインターネットに接続される場合

（ユーザがホーム オフィス環境内にいる場合など）、固定テレワーカー エンドポイントと見なされます。

この状況は、帯域幅を除けば、モバイル テレワーカー エンドポイントに対するものとほぼ同じです。

一般に、パブリック インターネット接続によって提供されるものよりも、帯域幅は大きく、その可用

性は高くなります。このケースでは、ユーザに Small Office Home Office（SOHO）ルータが提供され

る場合があります。このルータによって、ハードウェアベースの VPN 接続を確立できます。この場

合、ユーザはエンドポイントや接続の選択肢が増えます。次のような選択肢があります。

 • 専用のコラボレーション エンドポイント（Cisco Unified IP Phone など）。仮想デスクトップから 
Cisco Unified Personal Communicator を使用できるようになります（デスクフォン モードの場

合）。

 • ネットワーク接続プリンタ

 • Cisco WAAS モジュールによる WAN 適化機能

 • Cisco Application and Content Networking System（ACNS）ネットワーク モジュールによるコン

テンツ キャッシング機能

これまで明らかにしたさまざまなエンドポイントの場所は、Cisco VXI と多くの属性を共有します。こ

れらの共通の機能属性は、この後の項でブランチ エンドポイントに重点を置いた説明を通じて示され

ます。ブランチ エンドポイントに重点を置いたのは、説明を簡素化するためです。エンドポイントの

場所から生じる差異については、構成要素テクノロジーを扱っている各章で説明します。

Cisco VXI：新しいユーザ展開

以降の項では、集中管理された仮想化によりもたらされるユーザ コンピューティング リソース展開の

根本的な変化について、従来の分散型ユーザ コンピューティングのコンピューティングおよびネット

ワーキング環境と、集中管理された Cisco VXI 環境を対比して説明します。

従来のデスクトップ コンピューティング

図 2 のようなブランチにある、ここに示す一般的なデスクトップ ユーザのコンピューティング環境に

ついて考えてみます。
15
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図 2 従来のデスクトップ コンピューティング環境

ユーザ コンピューティング リソース

（ブランチにある、ここに示す）デスクトップ ユーザのコンピューティング環境は、デスクトップの

パーソナル コンピュータが中心となります。ユーザのデスクトップは、自身のハードウェアのコン

ピューティング（CPU）、メモリ（RAM）、およびストレージ（ハード ドライブ）リソースを利用しま

す。特に重要なのは、ローカルに構成されたストレージにユーザのオペレーティング システム（OS）
と個人ファイルが格納される点です。このストレージ リソースは、企業の IP ネットワークを経由し

て、リモートで頻繁に管理（バックアップ、パッチ、設定）されなければならない IT 資産です。集中

管理された仮想化では、コンピューティングおよびストレージ リソースは、集中的に管理および配置

された共有のストレージ システムの下に置かれます。

ユーザ ネットワーク接続

ユーザ アクションに応じて、デスクトップからさまざまな接続が行われます。それにより、ユーザの

一般的なアプリケーションがサポートされます。

 • 電子メールを使用する場合、ユーザのデスクトップは、企業の電子メール システムへの接続を開

始します。この接続は、SMTP、POP3、IMAP、Microsoft Exchange など、さまざまな電子メー

ル プロトコルに基づくことができます。同様に、Web ベースのリソースにアクセスする場合、

ユーザのデスクトップは、オンネット（エンタープライズ内）またはオフネット（インターネット

経由）のいずれかでサーバへの HTTP ベースの接続を開始します。

 • Web を閲覧する場合、ユーザのデスクトップは、インターネットへの HTTP 接続を開始します。

インターネットへのアクセスは、ユーザのブランチ ロケーションから直接実行されるか、企業の

メイン サイト内の集中管理されたインターネット リンクに集約されて実行されます。

 • ディレクトリ アクセスは、ユーザのデスクトップから直接開始されます。たとえば、ユーザが同

僚の電話番号を社内ディレクトリで検索する場合、Lightweight Directory Access Protocol
（LDAP）クエリーがユーザのデスクトップから開始されます。

 • ユーザの電話機は、集中呼処理トポロジで導入できます。この場合、ユーザのアクション（電話の

発信）は、集中管理された Cisco Unified Communications Manager にリレーされて処理されます。

テレフォニー シグナリングは、Session Initiation Protocol（SIP; セッション開始プロトコル）また

は Skinny Call Control Protocol（SCCP）を使用して実行できます。

 • Cisco Unified Personal Communicator などのコラボレーション アプリケーションにより、ユーザ

は、インスタント メッセージング、プレゼンス、連絡先検索、およびテレフォニー制御を 1 つの

デスクトップ アプリケーションの下に集めることができます。Cisco Unified Personal 
Communicator は、これらの機能をサポートするために、さまざまな集中管理されたサービスへの
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接続を開始します。注目すべき点は、Cisco Unified Personal Communicator を使用してユーザの

デスクフォンを制御するとき、Cisco Unified Communications Manager に対して Computer 
Telephony Integration/Quick Buffer Encoding（CTI/QBE）接続が開始されることです。

 • ユーザのデスクトップ接続はすべて、該当するサービスに対して別々に開始されます。つまり、各

接続は、ユーザのデスクトップから目的のサービスへと向かう独立した IP トラフィック フローと

なります。

集中管理された仮想ユーザ コンピューティング

仮想化により、ユーザのコンピューティング環境とネットワーキング環境の展開に根本的な変化がもた

らされます。図 3 に、Desktop Virtualization（DV; デスクトップ仮想化）を使用したときのユーザの

コンピューティング環境、接続環境、およびストレージ環境の変化を示します。

図 3 DV ベースのコンピューティング環境

ユーザ コンピューティング リソース：集中管理、仮想

この展開では、ユーザのデスクトップは仮想化インフラストラクチャ内に配置されています。ユーザ 
デスクトップの OS は、コンピューティング、ストレージ、および接続の共有インフラストラクチャ上

で集中管理されて稼働しています。したがって、次のようになります。

 • ユーザの OS とすべてのアプリケーションは、CPU とメモリについて集中管理された共有のコン

ピューティング リソースを消費しています。これらの共有リソースは、複数のユーザをサポート

します。

 • ユーザのアプリケーションおよびデスクトップ設定は、OS およびアプリケーション ファイルとと

もに、集中管理されたストレージ システム上に保存されます。
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（注） 電子メール、Web、ディレクトリ、ユニファイド コミュニケーション サービスなどのサーバ アプリ

ケーションも仮想化できます。上の図では、ユーザ デスクトップ仮想化に重点を置いています。

ユーザ ネットワーク接続

ユーザのデスクトップ環境と各種 IT サービスの間の接続は、データセンター内で実現されるように

なっています。場合によっては、ユーザのデスクトップと目的のサービスの両方が同じコンピューティ

ング インフラストラクチャ内で仮想化されると、その接続は仮想化環境の外に出なくなります。

新しいタイプのエンドポイント

ユーザのデスクトップは、DV エンドポイントに置き換えられています。ユーザのアプリケーションの

ローカル実行をサポートするために「シック」クライアントが必要な従来のデスクトップ環境とは違

い、仮想化環境では「シン」ユーザ デバイスが必要であり、ディスプレイ デバイスとユーザ入力デバ

イスをサポートします。ユーザ アクションは、キーボートとマウスからユーザの Hosted Virtual 
Desktop（HVD; ホステッド仮想デスクトップ）へディスプレイ プロトコルによってリレーされ、共有

の仮想化されたコンピューティング、ストレージ、および接続のリソース上で実行されます。ユーザの

アクションの視覚的な結果は、ディスプレイ プロトコルによってユーザの DV エンドポイントに返さ

れます。

（注） エンタープライズ IP ネットワークは、ユーザ デスクトップごとに 1 つのデスクトップ セッション（通

常は 1 つの接続で構成されますが、USB やビデオなどのメディアがリダイレクトされてディスプレイ 
プロトコル外に伝送される場合は、複数が含まれることもあります）のみを保持するようになります。

この接続は、ユーザ アクションとデスクトップ GUI アップデートを伝達するルートになっています。

たとえば、文字「A」を入力した場合、ディスプレイ プロトコル メッセージによってユーザのアク

ションが DV エンドポイントからユーザの HVD へ向けて送信され、そのデスクトップのアプリケー

ションによりアクションが処理されます。ユーザの画面上での文字「A」のディスプレイ アップデート

は、HVD からのユーザの DV エンドポイント宛のディスプレイ プロトコル メッセージに基づいて行わ

れます。

Cisco VXI では、UC およびリッチ メディア機能を含む、豊富なデスクトップ仮想化エンドポイントの

エコシステムがサポートされます。「エンドポイントとアプリケーション」の章に、Cisco VXC2200 シ
リーズのゼロ クライアント スタンドアロン タワー、Cisco VXC2100 シリーズのゼロ クライアント

「バックパック」、Cisco Cius モバイル タブレット、Cisco VXC4000 UC ソフトウェア アプライアン

ス、および VXC6215 シン クライアントなど、シスコの DV エンドポイント製品に関する詳細が示さ

れています。

図 3 の環境では、Cisco VXC2200 は、Power over Ethernet（PoE）を利用可能な場合はアクセス ス
イッチから、そうでなければスタンドアロンの電源装置モジュールから電力が供給されるスタンドアロ

ン DV エンドポイントとなります。

Cisco VXC2100 も同様の機能を備えていますが、シスコの IP フォンに対するアドオン ハードウェア 
モジュール形式になっています。したがって、アクセス スイッチへの電話機の接続を利用して、電力

を供給し、Cisco VXC2200 へのネットワーク接続を提供できます。このアプローチにより、物理的な

デスクトップに余分なデバイスのない作業スペースができます。

Cisco Cius は、タッチスクリーンのモバイル タブレットで、音声およびビデオ会議などの UC アプリ

ケーションと、仮想デスクトップ シン クライアントトとしての機能を可能にする DV アプリケーショ

ンをサポートします。
18
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Cisco VXC-4000 は、UC 対応のソフトウェア アプライアンスで、DV クライアントを実行するシック 
クライアントに UC 機能を提供します。VXC-4000 は、HVD で実行される CUPC によって制御される

場合に、ローカル シック クライアント上で音声メディア ストリームを終端することにより、DV ユー

ザに UC 音声コラボレーションを提供します。このソリューションは、各メディア タイプがネット

ワークによって個別に処理され、優先順位付けされるように、デスクトップ プロトコルとメディア

（音声およびビデオ）トラフィックをインテリジェントに分離します。

Cisco VXC-6215 は、HVD への接続に必要な機能を提供する DV シン クライアントです。これには

（将来のリリースで）、 適化された UC 音声およびビデオ機能を HVD に提供する、組み込みの Cisco 
Unified Communications メディア エンジンも含まれます。VXC-6215 は、各メディア タイプがネット

ワークによって処理され、優先順位付けされるように、UC メディア トラフィックと DV ディスプレイ 
プロトコル トラフィックをインテリジェントに分離します。

接続の変化

非仮想化環境では、ユーザのアクションは、多くの場合、ユーザのデスクトップとデータセンター間の

ネットワーク トラフィックになります。システム設計者が接続で常に考慮するのは、エンタープライ

ズ ブランチが、ブランチ内のデスクトップ アプリケーションの接続ニーズに合った帯域幅で導入され

るようにすることです。これらのニーズは、アプリケーションごとに異なり、実行中に帯域幅を可能な

限り消費するもの（データ バックアップ アプリケーションなど）や、散発的に帯域幅を必要とするも

の（Web 閲覧など）があります。キャンパス以外のすべての展開では、接続は、限られた帯域幅の 
WAN またはインターネット クラウドを通過します。

デスクトップ ユーザと比べた場合、DV ユーザの接続ニーズがどのように変化しているかを示す例をい

くつか紹介します。

ファイル バックアップ

図 4 に示されるように、バックアップ アプリケーションがユーザのデスクトップから中央のファイル 
ストレージ システムにフファイルをコピーする場合、データ フローはエンタープライズ IP ネットワー

クを通過します。ユーザがブランチ オフィスにいる場合、バックアップ アクションは WAN を通過し

ます。そのため、遅延と帯域幅がトランザクションの所要時間とコストに影響します。

図 4 従来のデスクトップのファイル バックアップ

集中管理されたデスクトップ仮想化環境では、ユーザのデスクトップと中央のストレージ システムは

同じ場所に存在し、同じ高速 LAN によってサービスが提供されます。したがって、バックアップ アク

ションは、速度が向上し、コストが低下します。図 5 に、バックアップ動作の接続の変化を示します。
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図 5 DV ベースのファイル バックアップ

ファイル バックアップ システムは、それ自体が仮想化されているかどうかに関係なく、ユーザの HVD 
と同じ場所に存在します。したがって、バックアップ トラフィックは WAN を通過しません。この例

では、データセンター内でのユーザのデスクトップの仮想化によってもたらされる接続の変化を示して

います。

インターネット閲覧

従来のデスクトップのインターネット閲覧の例を図 6 に示します。ブランチ内にいるデスクトップ 
ユーザがインターネットにアクセスする場合について考えてみます。企業では 2 種類の接続トポロジが

よく使用されます。1 つは集中管理されたインターネット アクセス ポイントがデータセンター内に配

置され、もう 1 つはブランチにローカライズされた接続でインターネットにアクセスします。等価な帯

域幅の接続の場合、ユーザのエクスペリエンスはどちらの場合も同じです。ただし、データセンター経

由のインターネット アクセスは、エンタープライズ IP WAN に対して帯域幅を要求します。

Flash ベースのビデオ ファイルの視聴など、特定のケースのデスクトップ ベースのインタラクティブ 
マルチメディア コンテンツの閲覧では、帯域幅の需要がファイルの再生よりも先に発生します。コン

テンツは、 初にダウンロードされ、その後に再生されます。一部のストリーミング コンテンツの場

合でも、メディア ファイルのバッファリングにより、コンテンツの表示が帯域幅の需要よりも後にな

ります。

インタラクティブ マルチメディア ファイルがユーザのデスクトップで再生され始めると（または、ス

トリーミング メディアの場合、バッファがファイルの 後まで到達すると）、WAN やインターネット

接続に対する帯域幅の需要はなくなります。
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  展開モデル  
図 6 従来のデスクトップのインターネット アクセス

インターネット アクセスが HVD 経由で実現される場合、接続の変化は DV エンドポイントの機能に

よって異なります。図 7 では、インターネット閲覧機能が本質的に HVD のブラウザによって実現され

ている DV エンドポイントについて考えます。この場合、マルチメディア コンテンツのダウンロード

中は、ユーザの HVD とインターネットの間で中央のインターネット接続経由の帯域幅が消費されま

す。その後、ファイルの再生時にエンタープライズ IP WAN 上で帯域幅が消費されます。後者は、コ

ンテンツの実行をリモート ブランチから中央のデータセンターに移したことによりもたらされた重要

な結果です。視聴対象のインターネット コンテンツが HVD に配信された後も、HVD から DV エンド

ポイントへのディスプレイ アップデートのために WAN 帯域幅が必要です。ループしたインタラク

ティブ マルチメディア アニメーションの場合、コンテンツのインターネット ダウンロードは中央サイ

トのインターネット接続上での規則的な有限の量の帯域幅となり（数秒間に 1 Mbps など）、WAN 帯域

幅に対するディスプレイ プロトコルの需要はユーザのデスクトップがそのファイルのレンダリングを

止めるまで続きます。
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  展開モデル
図 7 DV ベースのインターネット アクセス

もう 1 つの展開モデルでは（図 8 を参照）、DV エンドポイントは、前と同様にユーザのコンピュータ 
リソースのほとんどをデータセンター内に集中化していますが、マルチメディア ファイルをローカル

に実行する機能を一部保持しています。

図 8 リッチ メディア コンテンツへのローカル インターネット アクセス
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  展開モデル  
図 8 に、メディアリッチ コンテンツのローカル実行をサポートしている DV エンドポイントを示しま

す。この展開モデルの DV エンドポイントは、ディスプレイ プロトコルや HVD の管理システムとやり

取りして、一部のメディア タイプの制御を保持します。インターネット経由でインタラクティブ マル

チメディア コンテンツにアクセスするとき、DV サブシステムは、DV エンドポイントがインターネッ

トにローカル接続して視聴対象のメディア ファイルを取得するように指示します。DV エンドポイント

で受信が完了した後、ユーザの HVD への WAN 接続とは無関係に、そのファイルの内容がエンドポイ

ント上でローカルに実行されます。このアプローチでは、企業の WAN に対する帯域幅の需要を削減し

ながら、ユーザに対するパフォーマンスを向上させることができます。DV エンドポイントのコンテン

ツの閲覧機能とレンダリング機能は、DV サブシステムの機能とエンドポイントのタイプに応じて変化

します。この機能に提供される各種ベンダー オプションとサポートのレベルの詳細については、「デー

タセンター」の章を参照してください。

印刷

図 9 に示されている非仮想化環境では、通常、デスクトップ ユーザの印刷アクションによってローカ

ル ブランチ外のネットワーク トラフィックが発生することはありません。直接接続された USB プリン

タへのユーザ印刷、あるいはネットワーク接続された IP プリンタへのユーザ印刷であっても、デスク

トップからプリンタへ直結したデータ フローが発生します。帯域幅の消費は、基本的にブランチ ロ
ケーションの範囲内に収まります。

図 9 従来のデスクトップ印刷

集中管理された仮想化環境では、ユーザの印刷アクションは、ユーザの HVD からブランチに設置され

たプリンタまでの接続に依存します。この接続は、HVD から DV エンドポイントの USB ポートまで

（図 10 を参照）、またはブランチの IP ネットワーク接続プリンタまで（図 11 を参照）になります。い

ずれの場合でも、印刷アクションは、ユーザの HVD からブランチ ロケーションまでの接続に依存しま

す。シスコの WAN 適化ソリューション（WAAS）は、データセンターからブランチに向かって 
WAN を通過する印刷トラフィックの大幅な帯域幅 適化を実現します。WAAS で実現できる印刷の

適化の詳細については、「ネットワーク」の章を参照してください。

 

25
46

28

IP 

IP

WWW

DV

Web

Unified
Communications
Manager

 

HTTP

HTTP
23
VMware View 5 を実装した Cisco 仮想化エクスペリエンス インフラストラクチャ 2.5       



  展開モデル
図 10 DV ベースの USB 印刷

図 11 DV ベースのネットワーク印刷
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  データセンター  
これらの図で示されているコンピューティング リソースとネットワーク リソースの機能上の考慮事項

は、DV の導入全般に適用されます。Cisco VXI システムでは、DV の課題解決に向けて各サブシステ

ムに的を絞ることにより、集中管理された仮想環境の導入が容易になっています。

 • データセンター 

Cisco Unified Computing System™（UCS）ファミリのサーバおよびファブリック インターコネ

クト製品により、集中管理された仮想化のコンピューティング ニーズとストレージ ニーズに対し

て統合された管理、パフォーマンス、およびスケーラビリティが実現されます。

 • ネットワーク

Cisco Wide Area Application Services（WAAS）、Cisco Adaptive Security Appliance（ASA）、お

よび Cisco Application Control Engine（ACE）により、ネットワーク接続に対して効率的な帯域

幅の利用、セキュリティ、およびハイ アベイラビリティが提供されます。

 • エンドポイント

Cisco Unified IP Phone により、品質が保証されたビデオおよび音声のエクスペリエンスがユーザ

に提供されます。Cisco Unified Personal Communicator により、テレフォニー機能がデスクトッ

プ仮想化ユーザ エクスペリエンスに統合されます。Cisco VXC エンドポイントにより、デスク

トップ仮想化と、ユニファイド コミュニケーションおよびコラボレーションのユーザ エクスペリ

エンスが統合されます。

シスコのボーダレス ネットワーク アーキテクチャの一部として Cisco VXI システムを導入することで、

デスクトップ仮想化展開は、集中管理された仮想化によるコスト面と運用面の多くの利点を享受しなが

ら、高品質なエクスペリエンスをユーザに提供することができるようになります。

データセンター
仮想化環境では、デスクトップは通常、データセンターのサーバ上でホストされます。ユーザ数の変化

は、データセンターの変化に直結します。したがって、スケーラビリティと柔軟性が不可欠になりま

す。データセンター サーバは、（1）高いパフォーマンスの実現、（2）高い仮想マシン（VM）密度を

可能にする十分なメモリの提供、および（3）エネルギー効率向上の実現に対応できなければなりませ

ん。またデータセンターには、ハイパーバイザを、仮想リソースの適切なポリシー プロセスとセキュ

リティ プロセスで統合する機能も必要です。 終的に、ストレージも集中管理して、ネットワーク接

続ストレージ（NAS）、ストレージ エリア ネットワーク（SAN）、ローカル ストレージなどの幅広いス

トレージ オプションに容易に対応できるようにする必要があります。

Cisco VXI 仮想化データセンターは、効率性、俊敏性、および変革可能性を併せ持つデータセンターを

実現するように設計された、シスコの Data Center Business Advantage アーキテクチャをベースにして

います。仮想化データセンター（図 12）により、企業は、データセンター インフラストラクチャを統

合し、エネルギー コストを削減し、従業員の生産性を向上させ、ビジネス継続性を確保することが可

能になります。また、きめ細かく段階的に導入することで、組織のニーズに応じたグレースフルな発展

を達成することもできます。仮想化データセンターは、ホステッド デスクトップ ソリューションをサ

ポートするために必要なコンピューティング機能、スイッチング機能、ストレージ機能、および仮想化

機能を提供します。

仮想化データセンターは、（1）コンピューティング、（2）ファブリック インターコネクトとスイッチ

ング、（3）仮想化、および（4）ストレージからなる 4 つの重要なサブシステムで構成されます。さら

に、仮想化データセンターには、これらのサブシステムをそれぞれ管理するために必要なツールも含ま

れます。

 • コンピューティング サブシステムは、Cisco Unified Computing System 上に構築されます。Cisco 
Unified Computing System は、Total Cost of Ownership（TCO）を削減し、ビジネスの俊敏性を高

めることを目的として、コンピューティング、ネットワーク、ストレージ アクセス、仮想化、お
25
VMware View 5 を実装した Cisco 仮想化エクスペリエンス インフラストラクチャ 2.5       



  データセンター
よび管理を 1 つの緊密なシステムに統合する次世代データセンター プラットフォームです。Cisco 
VXI の検証済み設計には、B シリーズ ブレード サーバと C シリーズ ラックマウント サーバの両

方の複数のモデルが含まれています。

 • ファブリック インターコネクトとスイッチングのサブシステムは、ファイバ チャネルと IP の両方

のトラフィックが他の Cisco VXI サブシステム間で容易に移動できるようにします。Cisco UCS 
6100 ファブリック インターコネクト デバイスは、このサブシステムのネットワーク接続と管理を

行い、ラインレート、低遅延、ロスレスの 10 GB イーサネットおよび Fibre 
Channel-over-Ethernet（FCoE）機能を提供します。

 • Cisco Nexus シリーズは、データセンター アクセス レイヤと IP ベースのネットワーク接続スト

レージ（NAS）接続を提供します。

 • 仮想化サブシステムには、Cisco VXI システム内のサーバ、デスクトップ、ユーザ、およびアプリ

ケーションを仮想化するのに必要なさまざまなソリューションが含まれます。仮想化サブシステム

は、次のレイヤで構成されます。

 – ハイパーバイザ：物理的なプロセッサ、メモリ、ストレージ、およびネットワーキングの各リ

ソースを複数の仮想化マシン内に抽象化します。ハイパーバイザ環境は、仮想マシンの作成、

管理、 適化、および移行を行う手段を提供します。この Cisco Validated Design は、

VMware vSphere 環境の上に構築されています。

 – デスクトップ仮想化：仮想マシン上で仮想デスクトップを作成できるようにします。アプリ

ケーションおよびオペレーティング システムは、これらのデスクトップにホストされ、多様

なエンドポイントを介してリモート ユーザからアクセスできます。この設計ガイドは、デス

クトップ仮想化のための VMware View ソリューションをベースにしています。

 – ユーザ仮想化：エンドユーザ データおよびアプリケーション設定を OS イメージから抽象化し

ます。これらの設定は、ログイン時に汎用の共有 Windows OS インスタンスにバインドされ

ます。この設計では、VMware および Unidesk のユーザ仮想化ソリューションを検証します。

 – アプリケーション仮想化：中央リポジトリからデスクトップ ユーザに、アプリケーションを

パッケージングおよびオンデマンド提供できるようにします。

 – デスクトップ レイヤ化：アプリケーションと完全なユーザ ペルソナがデスクトップ OS から

分離して保存されますが、実行時にすべてのレイヤがマージされます。Cisco VXI では、この

機能について Unidesk Desktop Management for VDI の使用を検証しました。

 • ストレージ サブシステムには、Cisco UCS B シリーズ ブレード サーバおよび C シリーズ ラック

マウント サーバに搭載されたローカル ストレージだけでなく、EMC や NetApp などのエコシステ

ム パートナーの 適化された NAS および SAN 共有ストレージ ソリューションも含まれます。ま

た、ストレージ サブシステムには、Atlantis ILIO ソフトウェア アプライアンスなどのストレージ

適化テクノロジーも含まれます。Cisco MDS ファミリのスイッチは、ファイバ チャネルベース

のストレージ エリア ネットワーク アレイ用に接続を提供します。
26
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  データセンター  
図 12 データセンターの構成要素

（注） Cisco VXI は、Vblock™ および Flexpod™ のあらかじめパッケージ化されたインフラストラクチャ プ
ラットフォームもサポートします。Vblock アーキテクチャの詳細については、

http://www.vce.com/solutions/ を参照してください。FlexPod の詳細については、

http://www.netapp.com/us/technology/flexpod/ および 
http://www.cisco.com/en/US/solutions/ns340/ns414/ns742/ns743/ns1050/landing_flexpod.html を参照

してください。

コンピューティング サブシステム

Cisco VXI システムのコンピューティング構成要素は、Cisco Unified Computing System（UCS）B シ
リーズ ブレード サーバまたは C シリーズ ラックマウント サーバを使用して、仮想デスクトップをホス

トします。B シリーズ サーバと C シリーズ サーバは両方ともシスコ ユニファイド ファブリック シス

テムをサポートします。このシステムは、コンピューティング、LAN、およびストレージのネット

ワーク間に 10 GB の接続を単一メディアで提供します。両方のタイプのサーバは、シスコ拡張メモリ 
テクノロジーもサポートします。このテクノロジーにより、パフォーマンス、キャパシティ、および 
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  データセンター
VM 密度が従来のサーバと比べて向上します。UCS サーバは、エネルギー消費を削減するように設計

されており、効率の高い電源と、作業負荷に合わせて消費電力を調整する Intel Xeon プロセッサを搭

載しています。各サーバには、仮想化デスクトップ環境をサポートするために必要なプロセッサ、

RAM、および I/O の各リソースが搭載されています。Cisco UCS サーバは、Cisco UCS Manager に
よって管理されます。Cisco UCS Manager は、サービス プロファイルとテンプレートを使用してロー

ルベースおよびポリシーベースの管理を実装します。

B シリーズ サーバ

Cisco UCS B シリーズ ブレード サーバは、Cisco UCS 5108 ブレード サーバ シャーシ内に収容されま

す。このシャーシには、 大 8 台のハーフスロットまたは 大 4 台のフルスロット B シリーズ ブレー

ド サーバを収容できます。Cisco VXI では、次の 3 つのモデルの Cisco UCS B シリーズが検証済みで

す。

 • Cisco UCS B200 M2：ハーフ幅のブレード、 大 2 基の Intel Xeon シリーズ 5600 マルチコア プ
ロセッサ、 大 192 GB のメモリを搭載可能な 12 DIMM スロット、 大 20 Gbps の I/O スルー

プットに対応可能な 1 枚のメザニン カード。

 • Cisco UCS B250 M2：フル幅のブレード、 大 2 基の Intel Xeon シリーズ 5600 マルチコア プロ

セッサ、 大 384 GB のメモリを搭載可能な 48 DIMM スロット、 大 40 Gbps の I/O スループッ

トに対応可能な 大 2 枚のメザニン カード。

 • Cisco UCS B230 M1：ハーフ幅のブレード、 大 2 基の Intel Xeon シリーズ 6500/7500 マルチコ

ア プロセッサ、 大 256 GB のメモリを搭載可能な 32 DIMM スロット、 大 20 Gbps の I/O ス
ループットに対応可能な 1 枚のメザニン カード。

 • Cisco UCS 5108 ブレード サーバ シャーシは、6 ラック ユニット構成（6RU）で、業界標準の 19 
インチ ラックにマウントできます。

B シリーズ ブレード サーバは、統合ネットワーク アダプタを介してシャーシ ミッドプレーンに接続し

ます。このアダプタは、各サーバにメザニン カードとして取り付けられます。これらのアダプタは、2 
つのイーサネット ホスト バッファ アダプタと 2 つのファイバ チャネル ホスト バッファ アダプタを

サーバ オペレーティング システムに提供し、各シャーシの背面にある Cisco UCS 2x00 シリーズ ファ

ブリック エクステンダに接続するために 2 つの 10 GB Fibre Channel over Ethernet（FCoE）ポートを

提供します。ファブリック エクステンダは、統合型ネットワーク アダプタからのトラフィックを集約

し、Cisco UCS シリーズ 6x00 ファブリック インターコネクトのペアに転送します（図 13 を参照）。

Cisco UCS 6x00 は Cisco UCS Manager をホストします。Cisco UCS Manager は、コンピューティン

グとスイッチングの両方のファブリック リソースを管理するために使用されます。

C シリーズ サーバ

Cisco UCS C シリーズ ラックマウント サーバは、Cisco Unified Computing System™ の技術革新（シ

スコの拡張メモリ テクノロジーやユニファイド ネットワーク ファブリックなど）を業界標準のラック

マウント フォーム ファクタに拡張したものです。C シリーズ サーバは、スタンドアロン環境でも、

Cisco Unified Computing System の一部としても動作できます。C シリーズ サーバは、組織のタイミ

ングや予算に応じて段階的に導入できます。これらのサーバは、統合型ネットワーク アダプタをサ

ポートし、既存のネットワークやストレージ ソリューションと容易に統合されます。この Cisco 
Validated Design は、次の 2 つのモデルの Cisco UCS C シリーズで検証されました。

 • Cisco UCS C200 M2：1 RU、2 基の Intel Xeon シリーズ 5600 マルチコア プロセッサ、 大 192 
GB のメモリ、 大 4 台の内部 SAS または SATA ドライブ、2 つの統合型ギガビット イーサネッ

ト ポート、2 つのハーフレングス PCIe x8 スロット、および 1 つの管理用 10/100 イーサネット 
ポート

 • Cisco UCS C250 M2：2 RU、2 基の Intel Xeon シリーズ 5600 マルチコア プロセッサ、384 GB の
メモリ、 大 8 台のスモール フォーム ファクタ SAS または SATA ドライブ、4 つの統合型ギガ

ビット イーサネット ポート、5 つの PCIe スロット、2 つの管理用 10/100 イーサネット ポート
28
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図 13 Cisco UCS B シリーズ

Cisco VXI 内のコンピューティング サブシステムの最適化

 • デスクトップ仮想化環境では、一般に、物理サーバあたりの VM 密度はアプリケーション サーバ

の VM 密度よりもはるかに高くなっています。キャパシティは、使用可能なメモリ、CPU キャパ

シティ、ネットワーク スループット、または仮想デスクトップ ソフトウェア自身によって制限さ
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れる可能性があります。また、サーバ プールあたりの VM 数は、DV コネクション ブローカまた

は管理ソフトウェアによって制限される可能性があります。「パフォーマンスとキャパシティ」の

章に、タスク ワーカー Knowledge Worker Plus（KW+）プロファイルのテストに基づいた、キャ

パシティ プランニングに役立つガイドラインが示されています。

 • 物理サーバは一般に複数のグループに分けられ、それぞれのグループが目的別に仮想マシンのニー

ズに応えます。たとえば、あるサーバ グループがユニファイド コミュニケーション、ディレクト

リ、および電子メールの専用サーバとなる場合、他のサーバがデスクトップ仮想化ユーザのニーズ

に応えます。DV マシン プールは、専用の物理サーバ集合上に展開される必要があります。

 • この Cisco Validated Design では、ユーザ デスクトップ VM とインフラストラクチャ VM
（Microsoft Exchange Server、Web サーバ、アプリケーション サーバ、ライセンス サーバ、ユニ

ファイド コミュニケーション、Active Directory など）に対して別々の物理サーバが導入されま

す。このアプローチにより、重要なインフラストラクチャ サービスは、仮想デスクトップ ユーザ

に関連した潜在的な負荷の集約効果や突発的な負荷の増加から保護されます。また、デスクトップ 
VM も、インフラストラクチャ サーバの需要ピークの影響を受けなくなります。

 • VMware vSphere には、特定の状況下でリソース スケジューリング、CPU 効率、および総スルー

プットを向上させる可能性のある、高度な設定パラメータが含まれています。詳細については、こ

の章の「ハイパーバイザ」の項を参照してください。注：これらのパラメータを変更する場合は、

VMware のテクニカル サポートのガイダンスを受けて行うか、ユーザのラボ環境でテストした後

に行う必要があります。

ファブリック インターコネクトとスイッチング サブシステム

Cisco UCS 6x00 ファブリック インターコネクトは、Cisco Unified Computing System 向けにネット

ワーク接続機能と管理機能を提供します。Cisco ファブリック インターコネクトは、ラインレート、低

遅延、ロスレスの 10 GE および Fibre Channel over Ethernet 機能を提供します。ファブリック イン

ターコネクトは、一般に冗長ペアで導入されて、ネットワークとストレージの両方に対して均一なアク

セスを提供します。Cisco UCS 6x00 は、高いパフォーマンスのユニファイド ファブリック、Cisco 
UCS Manager による集中統合管理、および VN-Link テクノロジーのサポートによる仮想マシンに 適

化されたサービスを提供します。

Cisco UCS 6x00 シリーズは、ブレード エンクロージャからの FCoE トラフィック フローを終端しま

す。イーサネット トラフィックは分離され、（Cisco Nexus® 5000 および 7000 シリーズ スイッチで構

成される）データセンター スイッチ ファブリックに転送されます。ファイバ チャネル トラフィック

は、ファイバ チャネル アップリンク経由でファイバ チャネル Storage Area Network（SAN; ストレー

ジ エリア ネットワーク）に転送されます。ファブリック インターコネクトとスイッチングの構成要素

は、コンピューティング構成要素からのネットワーキングとストレージの両方のデータ フローをサ

ポートします。

ファブリック インターコネクトは、UCS システムの管理を容易にする、Cisco UCS Manager を組み込

んでいます。管理者は、Cisco UCS Manager を DV 管理ソフトウェアと組み合わせて使用することで、

仮想マシンを導入したり、ソフトウェア アップグレードを実行したり、物理サーバ間で仮想マシンを

移行したり、何千もの仮想化デスクトップに対してコンピューティング リソースを制御したりできま

す。さらに、Cisco UCS Manager と DV 管理ソフトウェアは、デスクトップ仮想化環境全体のモニタ

リングと管理を行うためのツールも提供します。

Cisco Nexus 5000 シリーズおよび 7000 シリーズ スイッチは、高速のイーサネット スイッチングを提

供します。これらは一般に冗長ペアとして設置され、5000 シリーズ スイッチはアクセス レイヤに、

7000 シリーズ スイッチはコアに配置されます。Nexus 5000 および 7000 シリーズ スイッチは、Cisco 
UCS ファブリック インターコネクトおよび Cisco Nexus 1000V シリーズ スイッチと連携して、デスク

トップ仮想化をサポートするための高パフォーマンス、低遅延のインフラストラクチャを提供します。
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Cisco VXI のファブリック インターコネクトとスイッチングのサブシステムの最適化

仮想デスクトップ数の増加に伴い、管理、セキュリティ、および可用性の複雑さも増します。VLAN 
を効果的に使用すると、スイッチング サブシステムの効率が向上します。図 14 に、複数の VLAN を
使用して DV サーバ プールをセグメント化する例を示します。これらの VLAN は、会社のネットワー

ク ポリシーに基づいてデータセンター ルータまたはファイアウォール上で終端できます。

図 14 では、独立した 3 つのマシン プールに割り当てられる VLAN は、物理レベルでは Cisco Nexus 
5000 シリーズ スイッチと Cisco UCS 6100 ファブリック インターコネクトで実装され、仮想レベルで

はハイパーバイザが VLAN の実装を提供します。各仮想マシン プールに示されている VLAN 番号は

任意に設定されたものです。これらの VLAN 識別子は、データセンター管理者によって設定された

ネットワーク ポリシーに従って割り当てる必要があります。

VLAN 21 のプールは、パブリック インターネットへのアクセスを必要とするアプリケーションを表し

ています。そのような仮想マシンは、一般に、VLAN 22 のプール内のサーバ上にホストされる内部ア

プリケーションから、ファイアウォールによって隔離されます。仮想デスクトップをホストしている

サーバ プールは、VLAN 23 で表されています。このプールも、ファイアウォールで VLAN 22 のサー

バから隔離される場合があります。

Cisco VXI システムの実装を成功に導くには、VLAN を多数使用して、DV、ストレージ、管理、VM 
マイグレーションなどのトラフィックを分離することが必要になります。VLAN の推奨リストについ

ては、この章で後述される「ネットワークへのサーバの接続」の項を参照してください。

図 14 ネットワーク接続用の物理リソースの割り当て
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ハイパーバイザ 
VMware vSphere は、仮想化機能、管理機能、リソース 適化機能、可用性機能、および 適化機能を

提供する製品スイートです。VMware vSphere ハイパーバイザ（ESX/ESXi とも呼ばれています）は、

vSphere の主要な仮想化コンポーネントです。vSphere は Type 1 ハイパーバイザです。つまり、物理

サーバ ハードウェア上で直接稼働します。vSphere は、物理サーバが所有するプロセッサ、メモリ、

ストレージ、ネットワーキングの各リソースを複数の仮想マシン内に抽象化し、各 VM にそれらのリ

ソースが適切に分配されるようにします（図 15 を参照）。VMware vCenter Server は、フロントエンド

にグラフィカル ユーザ インターフェイス（GUI）を備えた高度なツール セットです。これにより、

vSphere サーバおよび関連する仮想マシンが管理されます。また、高密度の実稼働環境において特に役

立つ高度な機能も提供します。これらのツールにより、IT 管理者は、オーバーコミットされたホスト 
マシンを識別したり、プールされたホスト間で VM を移行したり、電源投入シーケンスを管理したり、

アクティブな VM を必要 小限のホスト上に統合したりすることが可能になります。

ハイパーバイザは、仮想化デスクトップとサーバが独立した仮想マシン（VM）として動作できるよう

に、各 Cisco UCS サーバ上にインストールされます。物理と仮想のリソースは、複数の基準に従って

グループ化できます。仮想マシンのプールは、「タスク ワーカー」、「ナレッジ ワーカー」、「パワー 
ユーザ」などの作業者プロファイルの境界に沿って定義できます。また、販売、マーケティング、エン

ジニアリングなどの組織の境界に従ってリソースをグループ化することもできます。各プールには、同

じセキュリティ ポリシーと QoS ポリシーを持つ同種の VM の集合が格納されます。仮想マシンのプー

ルは、ハイパーバイザによって共通のリソースと関連付けられます。これらの共通リソースは、ハイ

パーバイザが仮想マシンの実行を選択すれば、それらの仮想マシンで常に利用できるようになります。

図 15 VMware vSphere ハイパーバイザ

ハイパーバイザは、仮想デスクトップへのストレージ リソースの提供も行います。各仮想デスクトッ

プは、ストレージ プールと関連付けられます。ストレージへの接続は、ハイパーバイザによって仮想

領域で提供されます。このストレージは、UCS ブレード サーバ上に物理的に配置することも（ローカ

ル ドライブ）、リモートで接続することもできます。仮想マシンの移行、クラスタリング、分散リソー

スのスケジューリング、およびその他の高度な仮想化機能をサポートするには、特定のユーザ集合に対

するデータ ストレージが、それらのユーザの仮想デスクトップをホストしている物理サーバの集合全
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体で共通していなければなりません。そのため、多くの場合、DV には共有ストレージが適していま

す。共有ストレージは、ファイバ チャネル SAN 上に配置できます。また、Network File System
（NFS）または iSCSI ベースのストレージ形式で IP ネットワーク上にも配置できます。

イーサネット データおよびネットワークベースのストレージ リソースにアクセスするために、ハイ

パーバイザは、物理ブレード サーバ上で使用可能な Converged Network Adapter（CNA; 統合ネット

ワーク アダプタ）に仮想デスクトップを接続することで、仮想領域と物理領域をブリッジします。

CNA は、イーサネット NIC のペアとファイバ チャネル Host Bus Adapter（HBA; ホスト バス アダプ

タ）のペアに対する物理サーバ（ハイパーバイザ）アクセスを提供します。各 CNA は、イーサネット 
トラフィックとファイバ チャネル トラフィックを Fibre Channel over Ethernet（FCoE）トラフィック

の形式でユニファイド ファブリック上に統合します。ハイパーバイザは、物理 Network Interface Card
（NIC; ネットワーク インターフェイス カード）を仮想スイッチの一部として仮想 NIC にマッピングし

ます。ファイバ チャネル トラフィック用の物理 Host Bus Adapter（HBA; ホスト バス アダプタ）は、

仮想 HBA に直接ブリッジされます。

vSphere ハイパーバイザ用の高度な設定オプション

VMware vSphere は、仮想マシンの CPU およびメモリ リソースを微調整できる機能を提供します。こ

れにより、サーバあたりの VM 密度を高めることができます。たとえば、vSphere は、各 VM が CPU 
リソースへの公平なアクセスを許可されるようにできます。ハイパースレッド プロセッサの使用時な

ど、場合によっては、公平性アルゴリズムで論理プロセッサがアイドル状態になり、実際には全体的な

パフォーマンスが低下する可能性もあります。この状況に対処するために、VMware vSphere には 
HaltingIdleMsecPenalty（HIMP）パラメータが含まれています。これは、公平性アルゴリズムが有効

になるタイミングを制御し、管理者が総スループットと CPU リソース共有のバランスを取れるように

します。

また、VMware vSphere には、管理者がホストの物理メモリをオーバーコミットできるようにするメモ

リの再利用機能も含まれています。これらの機能には、透過的ページ共有、メモリ バルーニング、メ

モリ圧縮、およびハイパーバイザ スワッピングが含まれます。このマニュアルでは、これらの機能と

使用方法については詳しく説明しません。詳細については、『Understanding Memory Resource 
Management in VMware vSphere 5』を参照してください。

vSphere 5 では、ハイパーバイザがより大規模な導入に合わせて 適化されるように、VMware はこれ

らのパラメータのデフォルト設定を調整しました。Cisco VXI では、vSphere 5 を検証し、これらの

適化された設定に伴う VM 密度の増加について調べました。特定のテスト結果については、キャパシ

ティとパフォーマンスのマニュアルを参照してください。注：旧バージョンの VMware vSphere でも

これらのパラメータを再設定できますが、これは VMware のテクニカル サポートのガイダンスを受け

て行う必要があります。

vSphere ハイパーバイザの導入のベスト プラクティス 

vSphere ハイパーバイザは、可能ならば共有ストレージから起動するように設定します。これにより、

ESX/VMware ESXi™ ソフトウェアの設定を集中管理できるだけでなく、代替品ブレード サーバも利

用できるようになります。

Cisco UCS Manager ネットワークとは異なるサブネット上に vSphere 管理イーサネット アドレスを設

定します。これにより、ハイパーバイザが機能していなくても、ユーザは仮想 KVM コンソール

（UCS Manager ソフトウェアの一部）にアクセスできるようになります。

ハイパーバイザの時計を外部 NTP サーバに同期させます。その後、仮想デスクトップ OS の時計をハ

イパーバイザの時計に同期させます。これにより、ロギング情報の時間の整合性が維持されます。この

作業は、仮想デスクトップにインストールされた VMware ツールで実行できます。

詳細については、次の URL にある VMware vSphere のドキュメントのページを参照してください。
http://www.vmware.com/support/pubs/vsphere-esxi-vcenter-server-pubs.html 
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仮想スイッチング：Cisco Nexus 1000v

Cisco Nexus 1000v は、VMware vSphere 環境向けの仮想マシン アクセス スイッチです。Cisco Nexus 
1000v は、VMware ESX または ESXi ハイパーバイザ内で動作し、Cisco VN-Link サーバ仮想化テク

ノロジーを活用してポリシーベースの VM 接続、VM のセキュリティとネットワーク ポリシーのモビ

リティ、および中断されない運用モデルを実現します。Cisco Nexus 1000v は、VM アクセス レイヤか

らデータセンターのネットワーク インフラストラクチャのコアに至る経路全体で、一貫性のあるネッ

トワーキング フィーチャ セットとプロビジョニング プロセスを管理者に提供します。仮想サーバは、

対応する物理サーバと同じネットワーク設定、セキュリティ ポリシー、診断ツール、および運用モデ

ルを利用できます。

Cisco Nexus 1000v 仮想スイッチでは、仮想領域が 1 台の物理サーバに縛られることはありません。単

一の分散仮想スイッチが、複数台の物理サーバにわたって存在できます。ポート プロファイルは、一

度作成すれば、各仮想デスクトップに関連付けることができます。目的のポート プロファイルは、各

タイプのユーザおよび仮想デスクトップに関連した特定の要件に従って作成できます。仮想デスクトッ

プが移行されると、ポート プロファイルも一緒に移行されます。こうしたプロファイルは、Cisco 
Nexus 1000V シリーズ スイッチ内で作成され、VLAN 割り当て、QoS ポリシー、セキュリティ アク

セス コントロール リスト（ACL）などの情報を保持します。ポート プロファイルは VMware vCenter 
仮想マシン プロファイルにリンクされます。それにより、vCenter が特定の仮想デスクトップを 
vMotion で移行するとき、関連するポート プロファイルも移行されるようになります。

仮想デスクトップ接続に関する問題のトラブルシューティングは、内蔵の Switched Port Analyzer
（SPAN; スイッチド ポート アナライザ）プロトコルによって強化されます。 後に、セキュリティの

強化は、VLAN、プライベート VLAN、ポート セキュリティ、セキュリティ ACL などの複数の追加

機能を使用して実装されます。また、Cisco Nexus 1000V は、Cisco Virtual Security Gateway（VSG）

や Cisco vWAAS などの他の仮想ネットワーキング ソリューションのための基盤も提供します。

Cisco Nexus 1000V は現在、Enterprise ライセンスの VMware vSphere ハイパーバイザでサポートされ

ています。
34
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図 16 VMware ESX/ESXi と Cisco Nexus 1000V シリーズの統合

VM ベースのセキュリティ ゾーン：Cisco Virtual Security Gateway

Cisco Nexus 1000v シリーズ スイッチ向け Cisco Virtual Security Gateway は、企業環境内やクラウド 
プロバイダー環境内の信頼ゾーンへのアクセスを制御および監視する仮想アプライアンスです。Cisco 
VSG は、コンテキスト連動セキュリティ ポリシーによるきめ細かなゾーンベースの制御およびモニタ

リングを使用して、仮想化データセンター VM のセキュアなセグメンテーションを提供します。制御

は、組織的なゾーン、業種、またはマルチテナント環境に適用できます。コンテキストベースのアクセ

ス ログが、ネットワークや VM のアクティビティ レベルで生成されます。信頼ゾーンとセキュリティ 
テンプレートは、VM が作成される際にオンデマンドでプロビジョニングできます。

Cisco VSG は、Cisco Nexus 1000v シリーズ仮想イーサネット モジュールに組み込まれている仮想

ネットワーク サービス データ パス（vPath）テクノロジーを使用します。Cisco vPath は、指定された 
Cisco VSG にトラフィックを誘導してポリシーの 初の評価と適用を行います。後続のポリシーの適

用は、vPath へ直接オフロードされます。Cisco VSG は、複数の物理サーバにわたって保護を提供でき

ます。ワンアーム モードで透過的に挿入することができます。また、アクティブ /スタンバイ モード

でハイ アベイラビリティを実現することもできます。

Cisco VSG は、複数の仮想マシン ゾーン、仮想化データセンター、仮想化アプリケーションにわたっ

て展開できます。仮想の 1.5 GHz CPU、2 GB RAM、3 GB ハード ドライブ、および 3 つのネットワー

ク インターフェイス（データ、管理、およびハイ アベイラビリティ）が必要です。また、VMware 
vSphere と vCenter、Cisco Nexus 1000v VEM と VSM、および Cisco Virtual Network Management 
Center も必要です。

Cisco VSG の詳細については、このガイドの「Cisco VXI セキュリティ」の章を参照してください。
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図 17 Cisco Virtual Security Gateway

VM ベースのネットワーク最適化：Cisco vWAAS

Cisco Virtual WAAS（vWAAS）は、プライベート クラウドまたは仮想プライベート クラウドから提

供されるビジネス アプリケーションの能力を向上させる仮想アプライアンスです。Cisco vWAAS は、

Cisco UCS サーバと VMware vSphere ハイパーバイザの上で稼働し、Cisco Nexus 1000v スイッチでポ

リシーベースの設定を使用します。Cisco vWAAS は、インスタンス化されたり、移行されたりするア

プリケーション サーバ VM と関連付けることができます。Cisco vWAAS により、クラウド プロバイ

ダーは、設定や中断をほとんどせずに WAN 適化サービスを迅速にプロビジョニングできます。
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図 18 Cisco vWAAS

Cisco vWAAS には、Data Redundancy Elimination（DRE）バイト キャッシュと Common Internet 
File System（CIFS）キャッシュを保存するためのストレージ アクセスが必要です。データセンター内

では、ローカル ストレージまたは SAN（SCSi または iSCSi）のリモート共有ストレージのいずれかが

サポートされます。vMotion、VMware Storage vMotion®、VMware High Availability などの高度な 
VMware 機能を使用できるようにするために、SAN オプションを使用することを推奨します。

データセンター中心部への導入モデルでは、Cisco vWAAS VM が、同じ VMware vSphere ホスト内に

あるサーバ VM の隣に配置されます。Cisco Nexus 1000v スイッチのポリシーベースの仮想サービスを

使用して、Cisco vWAAS をアプリケーション単位またはサーバグループ単位で導入できます。Cisco 
Nexus 1000v の vPath 代行受信は、これらのサーバに対する送受信すべてのトラフィックを代行受信

し、 適化のために Cisco vWAAS VM へ転送します。

Cisco vWAAS には、Data Redundancy Elimination（DRE）バイト キャッシュと Common Internet 
File System（CIFS）キャッシュを保存するためのストレージ アクセスが必要です。データセンター内

では、直接接続ストレージまたは SAN（SCSi または iSCSi）のリモート共有ストレージのいずれかが

サポートされます。vMotion、VMware Storage vMotion®、VMware High Availability などの高度な 
VMware 機能を使用できるようにするために、SAN オプションを使用することを推奨します。
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Cisco vWAAS の詳細については、このガイドの「VXI ネットワーク」と「パフォーマンスとキャパシ

ティ」の章を参照してください。

デスクトップ仮想化

この Cisco Validated Design ガイドでは、デスクトップ仮想化のための VMware View ソリューション

を使用した Cisco VXI の実装について説明します。View を使用することで、組織はデータセンター内

に仮想デスクトップを作成して実行し、さまざまなエンドポイントを使用する従業員に、これらのデス

クトップを提供できます。ユーザは、ゼロ、シン、またはシック クライアントから各自の仮想デスク

トップにリモート ディスプレイ プロトコル（PCoIP または RDP）でアクセスします。図 8 は、

VMware View をベースにした一般的なデスクトップ仮想化の実装を示しています。View ソリュー

ションの主要コンポーネントには、次のものがあります。

 • View Agent

 • View Client

 • View Connection Server

 • View Composer

 • View Transfer Server

View Agent

プール内の各 HVD 上の VMware View Agent は、クライアントと HVD の間の接続を確立する必要が

あります。View Agent 上の機能とポリシーは、Active Directory や View Connection Server の設定で

制御できます。このエージェントは、接続モニタリング、仮想印刷、ローカルに接続された USB デバ

イスへのアクセスなどの機能も提供します。このエージェントをプール内のすべての HVD 上に自動で

インストールするには、View Agent サービスを仮想マシン上にインストールしてから、その仮想マシ

ンをテンプレートまたはリンク クローンの親として使用します。エージェントの機能セットは、オペ

レーティング システムに関連付けられています。互換性の情報については、適切な VMware のドキュ

メントを参照してください。

View Client

VMware View Client は、HVD にアクセスする必要のあるエンドポイントに個別にインストールされ

ます。View Client は、PC over IP® および Microsoft Remote Desktop Protocol（RDP）をサポートし

ています。また、View Client は、ユーザがオフライン モードで作業できるようになるローカル モード 
オプションもサポートしています。ただし、このオプションには、データセンター内の View Transfer 
Server が必要であり、ここでは説明しません。ゼロ クライアント デバイスでは、組み込みのオペレー

ティング システムに View Client が内蔵されています。

VMware View Client は、ローカル モード動作をサポートしています。この動作では、ユーザが View 
デスクトップをローカル システムにダウンロードし、ネットワーク接続の有無に関係なく操作できま

す。ローカル モードの View デスクトップは、対応するリモート デスクトップと同じように機能しま

すが、さらに、メモリや CPU などのローカル システム リソースも利用できます。この機能により、デ

スクトップ ユーザに対して遅延が低減され、パフォーマンスが向上する可能性があります。ネット

ワーク接続を使用できる場合、ローカル モードのデスクトップは、アップデートのために View 
Connection Server との通信を継続します。ユーザは、チェックアウトした自分のデスクトップに直接

アクセスでき、Connection Server を経由しなくてもログオフやログインを実行できます。ローカル デ
スクトップは、ユーザの都合の良いときに再びチェックインさせることができます。
38
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View Connection Server

このソフトウェア サービスは、クライアント接続用のブローカとして機能します。VMware View 
Connection Server は Active Directory によってユーザを認証し、認証後はユーザを適切な HVD へ誘導

します。View Connection Server で実行されるその他の重要な機能には、ユーザのデスクトップ権限付

与、デスクトップ セッション管理、ユーザとデスクトップの間のセキュアな接続の確立、ポリシーの

適用、およびシングル サインオンがあります。View Administrator は、View Connection Server にあ

らかじめ同梱されているユーザ インターフェイスであり、管理用の管理インターフェイスを提供しま

す。View Connection Server のサイズ設定ガイドラインは、ディスプレイ プロトコル タイプ、VM リ
ソース、暗号化の使用、およびトンネリングまたは非トンネリング モードの選択に基づいて変化しま

す。大規模な導入の場合、Cisco ACE Application Control Engine モジュールなどのロード バランシン

グ ソリューションを実装することを強く推奨します。このトピックの詳細については、第 4 章の

「ネットワーク」を参照してください。VMware View では、デスクトップをキオスク モードで実行す

るように設定できます。このモードは、航空会社のチェックイン ステーション、図書館、またはカス

タマー セルフサービスなどで使用されることがあります。キオスク モードでは、アカウントはクライ

アント デバイスと関連付けることができます。それにより、ユーザはクライアント デバイスや View 
デスクトップにログインする必要がなくなります（ただし、ホストされているアプリケーションは依然

としてユーザ認証を必要とする場合があります）。キオスク モードで実行している View デスクトップ

は、ステートレスなデスクトップ イメージを使用します。そのため、オペレーティング システム内に

ユーザ データを保持しません。VMware では、キオスク モードのクライアントを扱うために管理者が

専用の View Connection Server を使用し、それらのアカウント用に Active Directory 内で専用のグルー

プを使用することが推奨されます。キオスク モードを設定する方法については、VMware View 
Administrator のガイドを参照してください。

View Composer

View Composer は、ストレージの 適化を可能にする重要な VMware View コンポーネントです。DV 
環境では、一般に同じ OS とアプリケーション セットが仮想デスクトップ プール全体にわたって複製

されるので、HVD あたりのデータ冗長性が非常に高くなります。この問題に対処するために、View 
Composer は、指定された親仮想マシンからリンク クローンのプールを作成します。各リンク クロー

ンは一意のホスト名と IP アドレスを持ち、独立したデスクトップのように動作します。ただし、リン

ク クローンはベース イメージを親と共有するので、必要なストレージが非常に少なくてすみます。

View Composer は、ユーザ プロファイル データの独立性を維持したまま、ベース OS イメージを共有

するイメージを作成できます。OS ファイルとユーザ プロファイルはストレージ アレイ内で分離する

ことを強く推奨します。View Composer を使用した場合、50 % を超えるディスク スペース要件の削減

が見込まれます。

View Composer は、VMware ESX® ホストを制御するために、vCenter と同じ仮想マシン上にセット

アップされます。クラスタ内の各 View Composer サーバは、プール内の 大 512 の HVD を処理でき

ます。大規模な導入では、複数の View Composer インスタンスのクラスタリングが必要になる場合が

あります。

会社のポリシーでユーザにカスタム アプリケーションのインストールが許可されていると、View 
Composer の利点を 大限に引き出すことはできません。そのようなユーザ プロファイルは隔離し、こ

れらの HVD をバックアップ データ ストレージ システムに配置することを強く推奨します。

View Transfer Server

このサーバは、データセンターと、ローカル システム上で使用するためにチェックアウトされた View 
デスクトップとの間の転送を管理します。デスクトップがローカル モードで View Client を実行する場

合に必要です。View Transfer Server は、ローカル デスクトップ上で発生した変更をデータセンター内

の適切なデスクトップに伝達することも行います。また、共通のシステム データをデータセンターか

らローカル クライアントに配信して、ローカル デスクトップを 新の状態に維持します。ローカル コ
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ンピュータが破損しているか見つからない場合、View Transfer Server はローカル デスクトップをプロ

ビジョニングし、データとシステム イメージをダウンロードすることで、ユーザ データを復旧できま

す。

導入

一般的な VMware View の導入では、データセンターに 低でも、1 つの HVD プール（図 19 のホスト 
マシン 2）、View Connection Server、Active Directory、および vCenter Server が収容されます。プー

ル内の HVD はそれぞれ 1 つの VM であり、プール自体は物理的に独立した 1 台のホスト マシン上に

存在します。もう 1 台のホストには、コネクション ブローカ、Active Directory、vCenter Server がイ

ンストールされた VM が収容されます（図 19 のホスト マシン 1）。HVD プールとエンタープライズ 
サービスは別々のホスト マシン上に収容することを強く推奨します。

各ホスト内のハイパーバイザは、黒色と青色に分けて示されている独立したストレージ ネットワーク

と管理ネットワークに接続します。ここで、キャンパスやブランチ内のエンドポイントは既存のアクセ

ス ネットワーク インフラストラクチャに接続し、プール内の HVD はハイパーバイザ内にインストー

ルされている仮想スイッチに接続します。すべてのエンドポイント、HVD、および DV サーバ コン

ポーネントは、「緑色」のネットワーク上に存在します。緑色のネットワーク内のデバイスは、レイヤ 
2 またはレイヤ 3 接続を使用して相互に到達できます。すべてのディスプレイ プロトコル トラフィッ

クは、エンドポイントと HVD の間で生成と終端が行われます。

図 19 DV の接続パス
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ユーザ仮想化

ユーザ仮想化ソリューションは、ユーザ固有のデスクトップ設定（またはペルソナ）と、汎用のプール

されたデスクトップ（永続的または非永続的）を結び付けます。Cisco VXI では、次の 3 つのユーザ仮

想化ソリューションが検証済みです。

 • AppSense Environment Manager：ユーザおよびアプリケーション設定をオペレーティング システ

ムから抽象化し、これらの設定を SQL サーバに保存します。サーバは、高いスケーラビリティと

可用性を確保するために冗長構成で導入できます。このソリューションは、すべての主要なデスク

トップ仮想化システム、および Microsoft Windows のすべてのバージョンと互換性があります。

このソリューションでは、ユーザ設定を、仮想デスクトップに直接インストールされたアプリケー

ション、または仮想化アプリケーションとして提供されるアプリケーションにバインドできます。

 • VMware View 5 Persona Management：ユーザおよびアプリケーション設定をオペレーティング シ
ステムから分離し、ネットワークベースのストレージ システムにあるユーザごとのリポジトリに

ペルソナを保存します。リポジトリは、仮想デスクトップに存在するエージェントによって管理さ

れます。ログイン時に、エージェントはオペレーティング システムの起動に必要となるペルソナ

情報を収集します。

 • Unidesk® Desktop Management for VDI：完全なユーザ ペルソナを取得し、アプリケーションお

よび OS のセキュリティ設定、ユーザがインストールしたアプリケーション、管理権限を持たない

エンドユーザ用に IT がインストールした 1 回限りのアプリケーション、プロファイル設定、およ

びすべてのデータをパーソナライゼーション レイヤに保存します。このレイヤ アプローチでは、

永続的デスクトップと同等のものを作成しますが、非永続的デスクトップの単一イメージ管理とス

トレージ効率の利点がもたらされます。

これらのソリューションのインストールと設定については、それぞれのマニュアルへのリンクを参照し

てください。ユーザ ペルソナの作成と管理の詳細については、このガイドの「管理と運用」の章を参

照してください。

アプリケーション仮想化 
アプリケーション仮想化では、アプリケーションを「コンテナ化」し、ゲスト オペレーティング シス

テムから隔離します。これにより、仮想化アプリケーションの単一インスタンスを異なるバージョンの 
Windows OS 間で実行することが可能になり、仮想化アプリケーションに感染するマルウェアがコンテ

ナから抜け出さずに OS や他のアプリケーションに感染するリスクが軽減されます。仮想化アプリケー

ションは、中央リポジトリから、これらの「サンドボックス化」されたコンテナに配信されます。

VMware ThinApp は、View 環境でのアプリケーション仮想化に使用できます。ThinApp は、アプリ

ケーションを単一の実行可能ファイルにパッケージングします。この実行可能ファイルは OS や他のア

プリケーションから分離して実行できます。この機能により、アプリケーションを異なる Windows プ
ラットフォームやユーザ プロファイル上で実行することが可能になります。このソリューションのイ

ンストールと設定については、ベンダーのマニュアルへのリンクを参照してください。

デスクトップ レイヤ化 
デスクトップ レイヤ化では、ユーザ データ、アプリケーション、およびオペレーティング システムを

実行時に収集して、パーソナライズされたデスクトップを作成します。Cisco VXI では、デスクトップ 
レイヤ化について Unidesk Desktop Management for VDI ソリューションを検証しました。Unidesk で
は、OS およびすべての種類のアプリケーションを独立したレイヤとしてパッケージングして配信し、

各レイヤの単一インスタンスを複数のデスクトップ間で共有することで、ストレージ効率を高めます。

レイヤ化は、ゴールド OS イメージの数の 小化や、仮想化するのが難しいアプリケーションの配信に

役立ちます。また、リソースの消費が多すぎて仮想化できない少数のユーザが必要とする、部門用のア
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プリケーションにも適しています。このソリューションのインストールと設定については、ベンダーの

マニュアルを参照してください。Cisco VXI 環境での Unidesk の使用については、このガイドの「管理

と運用」の章を参照してください。

ストレージ

Cisco VXI システムは、共有ストレージ（NAS、SAN）とローカル ストレージの両方をサポートしま

す。VMware では、View の導入については共有ストレージ リソースの使用を強く推奨しています。共

有ストレージでは、集中管理されたセキュリティ、高いパフォーマンス、リソース共有、および 
vMotion サポートが提供されます。また、共有ストレージ システムは、ユーザ データ、ペルソナ、お

よびプロファイルを CIFS にホストするのにも使用されます。

共有ストレージ ソリューションは、エコシステム パートナーである EMC と NetApp から提供されま

す。どちらの提供ソリューションでも、NAS ベースと SAN ベースのストレージ接続を選択できます。

共有ストレージは、高度なハイパーバイザ機能の利用を容易にし、デスクトップの移行に役立つため、

多くの場合、仮想デスクトップ環境に適しています。

SAN ストレージ アレイは、パーティションとも呼ばれる複数の論理ユニット番号（LUN）に分割され

ます。各 LUN は、複数のサーバ（および仮想デスクトップ）間で共有できます。しかし、セキュリ

ティ上の理由から、およびストレージ トラフィック負荷のバランシングを容易にするため、仮想デス

クトップを他の仮想サーバから隔離し、独立したストレージ プールにすることを強く推奨します。

NFS アクセスの場合、アレイは、独立したファイル システムに分割されます。それぞれがハイパーバ

イザによってローカル ストレージ プールにマッピングされます。

共有ストレージに関する Cisco VXI の一般的なガイダンス

ストレージ トラフィックはネットワーク帯域幅を消費します。リモート ストレージ トラフィックに対

して、QoS ポリシーとキュー マッピングを使用する必要があります。詳細については、このガイドの

「Quality of Service」の章を参照してください。このトラフィックを隔離するために、ストレージ 
VLAN を作成する必要があります。

多数の異なる VM が同じストレージを共有するので、集約されたトラフィックは、使用可能なリソー

ス量を超える可能性があります。ある仮想デスクトップが大量のストレージ デバイス I/O を消費する

アプリケーションを実行すると、同じ共有のストレージ リソース プールを利用する他の仮想デスク

トップはリソース不足になることがあります。サーバ（Web サービス マシン等）や仮想デスクトップ

などの仮想マシンのタイプに従って共有リソースを分離すると、この問題の解決に役立つ可能性があり

ます。詳細については、このガイドの「パフォーマンスとキャパシティ」の章を参照してください。

DV プールごとにリソース プールを別々に設定すると、ストレージ リソースの枯渇を回避できる可能

性があります。汎用サーバから HVD を隔離する 良の方法は、それぞれが独立したストレージ ボ
リュームに割り当てられる、分離したサービス プロファイルを設定することです。

1 つのボリュームに割り当てられる VM の数は、その特定ボリュームに対して利用可能な I/O 帯域幅の

合計を超えてはなりません。このための設定手順は、DV 管理ソフトウェア内で設定されるサーバ テン

プレートに含まれます。詳細については、このガイドの「パフォーマンスとキャパシティ」の章を参照

してください。

システム パフォーマンスの向上、全体的なストレージ要件の軽減、および管理容易性の向上を実現す

る可能性のあるさまざまなストレージ 適化テクノロジーが、NAS/SAN ストレージ プロバイダー、

ハイパーバイザ ベンダー、およびソフトウェア アプライアンス企業から提供されています。これらの

ソリューションの全分析は、このマニュアルでは取り上げませんが、Cisco VXI の導入では、非永続的

デスクトップ、シン プロビジョニング、ハイパーバイザ キャッシング テクノロジー、階層型ストレー

ジ、データ重複排除、レイヤ化、および専用のストレージ 適化アプライアンスを使用することでメ
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リットが得られる可能性があります。この章を通して示したように、Cisco VXI では、これらのソ

リューションの多くの使用が検証済みです。システム テストの結果は、このマニュアルのキャパシ

ティとパフォーマンスの章で報告されています。

EMC Unified Storage の実装

EMC Unified Storage ソリューションは、仮想デスクトップ環境に対して高度なフェールオーバーおよ

び完全に自動化されたストレージ階層化を提供します。EMC Unified Storage ソリューションは、ネッ

トワーク接続ストレージ（NAS）、iSCSI、およびファイバ チャネル ストレージ エリア ネットワーク

（SAN）を介して複数のストレージ ネットワークに接続できます。Cisco VXI システム テストでは、

SAN 展開について EMC Unified Storage ソリューションを検証しました。テスト結果は、このガイド

のキャパシティとパフォーマンスの章に示されています。

パフォーマンス要件に対する設計ソリューション

ストレージ インフラストラクチャの計画と設計は、VDI ソリューションを設計するうえで重要なス

テップです。共有ストレージは、企業内の数百または数千ユーザ全体にわたって発生する入出力（I/O）

バーストを吸収できなければなりません。設計に欠陥があると、仮想デスクトップのパフォーマンスが

不安定になったり予測不能になったりする時間が生じることになります。

多くのお客様は I/O 要件を無視し、あくまでもキャパシティに基づいてストレージ ソリューションを

設計する傾向があります。仮想デスクトップ環境では、I/O 負荷の小さな変化が、ストレージに大きな

影響を与える可能性があります。たとえば、1 つのデスクトップが 15 ～ 20 I/O Operations Per Second
（IOPS）を実行するとします。従来のデスクトップ環境で、個々のラップトップまたはデスクトップ 
ハード ドライブは、15 ～ 20 IOPS の作業負荷を容易にサポートできます。しかし組織全体に仮想デス

クトップ ソリューションを導入した場合、同じ 15 ～ 20 IOPS の作業負荷は、すぐに 15,000 ～ 20,000 
IOPS まで増加します。導入するストレージ ソリューションは、このような要求の厳しい作業負荷に対

応できなければなりません。従来のストレージ環境で、このような作業負荷要求を満たすためには、数

百台の高性能 FC または SAS ドライブを購入してプロビジョニングする必要があります。ストレージ

効率を高めるために、EMC は VNX 向け FAST Suite を開発しました。FAST Suite では、フラッシュ 
ドライブ テクノロジーを利用して、数千デスクトップに必要な IOPS を提供できます。同時に、スペー

ス、電力、数百台の FC または SAS ドライブの購入コストも節約できます。

VNX FAST Suite に含まれる FAST Cache は、ブート ストームやアンチウイルス スキャンなどの読み

取り中心のアクティビティと、オペレーティング システムのパッチやアプリケーションの更新などの

書き込み中心の作業負荷を吸収する拡張された読み取り /書き込みキャッシュです。FAST Cache はア

レイ全体にわたる機能で、ファイル ストレージとブロック ストレージの両方のストレージで使用でき

ます。FAST Cache は、アレイ上でオブジェクトの 64 KB のデータ チャンクを検査することで機能し

ます。頻繁にアクセスされるデータは FAST Cache にコピーされ、以降のそのデータ チャンクへのア

クセスは FAST Cache によって処理されます。このため、非常にアクティブなデータをフラッシュ ド
ライブに即座にプロモーションできます。これにより、非常にアクティブなデータに対する応答時間が

大幅に短縮され、LUN 内にデータのホット スポットが発生する可能性が減少します。FAST Cache の
詳細については、次のホワイトペーパーを参照してください。
http://www.emc.com/collateral/software/white-papers/h8046-clariion-celerra-unified-fast-cache-wp.pdf

ストレージ使用率の向上と仮想デスクトップ管理の簡素化のために、EMC は VMware View Composer 
ベースのリンク クローンをサポートしています。このテクノロジーにより、IT 管理者は、仮想ディス

クをマスター イメージと共有する仮想マシン（VM）のシン コピーを迅速に作成できるようになりま

す。オペレーティング システムは、読み取りを共通の読み取り専用レプリカ イメージに対して行い、

書き込みはリンク クローンに対して行います。仮想デスクトップにより作成された独自のデータも、

リンクド クローンに保存されます。

リンクド クローン テクノロジーのサポートにより、管理者はゴールデン イメージをプロビジョニング

し、そのクローンを作成して導入することが必要に応じて簡単にできるため、大量のデスクトップを迅

速に導入することが可能になります。これらのクローンはシン イメージであるため、導入に要する時
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間とストレージのニーズが大幅に削減されます。たとえば、企業の OS イメージのサイズが 10 GB の
場合、従来のシック プロビジョニング導入で 1,000 台のデスクトップを導入するためには、10 TB の
ディスク スペースが必要になります。EMC による VMware View Composer のサポートは、シン プロ

ビジョニングされたストレージと、キャパシティがほぼゼロのリンク クローンベースの導入メカニズ

ムの組み合わせを実現します。これにより、大規模なデスクトップ導入が迅速化され、必要なストレー

ジが大幅に 大 90 % 削減されます。

リンク クローン テクノロジーは、デスクトップ イメージのストレージ要件を削減しますが、I/O 要件

には逆の影響を与えます。各デスクトップは、共通のベース イメージからデータを読み取る必要があ

ります。ブート ストームなど、すべてのデスクトップが一斉にデータの読み取りを行う場合、共通

ベース イメージによるサービスが必要な I/O は、すぐに数千 IOPS にまで増大します。

リンク クローンと EMC FAST Cache を使用した場合は、2 台のフラッシュ ドライブと約 15 台のファ

イバ チャネル ドライブの組み合わせで、1000 を超える仮想デスクトップをサポートするのに十分な

キャパシティを提供できます。デスクトップのブート ストーム テストでは、システム キャッシュと 
VNX FAST Cache（フラッシュ ドライブ ベース）が 40,000 を超える IOPS を吸収し、デスクトップは 
7 分未満で完全にブートされました。EMC でも、ウイルス スキャン、パッチ更新、および再構成操作

について同様のパフォーマンス上の利点が実証されています。詳細については、次のホワイトペーパー

を参照してください。
http://www.emc.com/solutions/application-environment/vmware/vmware-view-virtual-desktops.htm

ストレージの効率的な利用

FAST Cache の IOP パフォーマンス上の利点に加えて、EMC VNX には、仮想デスクトップ導入での

ストレージ効率を向上させる機能が追加されています。EMC FAST VP（Fully Automated Storage 
Tiering for Virtual Pools）は、LUN 抽象化よりも下位のストレージ プール レベルで動作し、さらに旧

バージョンの FAST よりもはるかにきめ細かいレベルで動作します。FAST VP では、ストレージ プー

ル全体の識別とモニタリングを 1 GB チャンク単位で行うようになりました。データがアクティブにな

ると、FAST VP はそれらの「ホット」チャンクだけを自動的にフラッシュなどの上位ストレージ層に

移動します。

データがクール状態になると、FAST VP は下位層に移行するチャンクも正しく識別して、それらを事

前に移動します。このようにきめ細かい階層化により、ストレージの取得作業が軽減されると同時に、

パフォーマンスと応答時間が向上します。FAST VP の詳細については、次のホワイトペーパーを参照

してください。
http://www.emc.com/collateral/software/white-papers/h8058-fast-vp-unified-storage-wp.pdf 

また、EMC VNX ストレージは、ブロック データ圧縮、ファイル レベルの重複排除、およびファイル 
レベルの圧縮もサポートしているので、実稼働環境のあらゆる場所でスペースの節約が可能になりま

す。この機能を使用して重複データを排除し、残りのデータを圧縮することで、ストレージの効率性が

さらに向上します。EMC では、非構造化（ファイル）データ用に VNX を使用する際に、これらの機

能が十分に活用されることを推奨しています。

スケーラビリティと Quality of Experience の確保

仮想デスクトップ環境の導入を検討している企業にとって、スケーラビリティは大きな課題となりま

す。ユーザやデータの追加に容易に対応できる、柔軟なデスクトップ インフラストラクチャを実現し

たいと考える企業が、時として、成長のニーズに合わせて拡張できないストレージ インフラストラク

チャを使用するという間違いをする場合もあります。スケーラビリティがなければ、新しいユーザが環

境に移行されてくるのに伴って、ユーザ エクスペリエンスは低下します。

企業全体に仮想デスクトップを導入する際には、パフォーマンスを損なうことなく拡張できるストレー

ジ ソリューションを利用することが重要です。EMC FAST Cache などのテクノロジーは、ブート ス
トームやログイン ストーム、アンチウイルス スキャン、OS のパッチ更新といった I/O 中心のアクティ
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ビティ下で、仮想デスクトップ ユーザの Quality of Experience を確保します。同時に、フラッシュ機

能により、数百台の新規ディスク ドライブを追加する費用をかけることなく、アレイを容易に拡張で

きます。

NetApp FAS3170 ストレージの実装

NetApp FAS3100 シリーズは、SAN 展開と NAS 展開の両方をサポートする統合型ストレージ ソ
リューションです。NetApp ストレージ アレイは、仮想デスクトップ環境によくみられる高い読み取り

および書き込み作業負荷向けに、高度に 適化されています（詳細については、製品マニュアルを参照

してください）。Cisco VXI システム テストでは、ファイルベースのネットワーク アタッチド ストレー

ジについて NetApp FAS3170 ソリューションを検証しました。テスト結果は、このガイドの「パ

フォーマンスとキャパシティ」の章で説明されています。FAS3170 は、NetApp の Data ONTAP オペ

レーティング システムを実行します。これにより、SAN（FCoE、ファイバ チャネル、および iSCSI）、
NAS（CIFS、NFS）、プライマリ ストレージ、およびセカンダリ ストレージが単一プラットフォーム

上で提供されるため、すべての仮想デスクトップ コンポーネント（VM OS、ユーザ ペルソナ、ユーザ 
データ、アプリケーション、データなど）を同じ統合ストレージ アレイ上にホストできるようになり

ます。

ストレージ効率

NetApp ストレージ効率テクノロジー（データ重複排除、圧縮、シン プロビジョニングなど）は、スト

レージ要件の軽減を目的として設計されています。これらのテクノロジーは、デスクトップ仮想化など

の高密度ソリューション アーキテクチャにおいて大きな価値をもたらします。マスター デスクトップ 
イメージ、ユーザ データ、ストリーミング アプリケーションなどのストレージ要件を軽減するために

適用できます。重複排除、シン プロビジョニング、および FlexClone などの機能全体で、ストレージ

のオーバーヘッドを 大 90 % 削減できます。

ハードウェア アクセラレーションによる VM クローニング

NetApp は、FlexClone で利用可能なアレイ ベースのゼロ コスト クローニングを提供します。仮想

サーバと仮想デスクトップの迅速かつスペース効率の高い導入を行うために使用できます。VMware 
View の導入に関する NetApp のベスト プラクティスの概要については、

http://media.netapp.com/documents/tr-3915.pdf を参照してください。

Flash Cache

Flash Cache は PCI Express カードで、現在の NetApp ストレージ コントローラ システムの多くに取り

付けることができます。各モジュールには、256 GB、512 GB、または 1 TB の SLC NAND フラッ

シュが搭載されています。NetApp 上の VMware View ソリューションでは、NetApp は FAS または V 
シリーズ ストレージ クラスタごとに少なくとも 1 つの Flash Cache デバイスを使用することを推奨し

ています。プラットフォームごとのモジュール数およびサポートされる Data ONTAP バージョン詳細

については、Flash Cache の技術仕様を参照してください。

NetApp の書き込み最適化

仮想デスクトップの I/O パターンは、多くの場合、本質的に非常にランダムです。ランダムな書き込み

は、ほぼすべての RAID タイプにとって もコストのかかる操作です。これは、書き込み操作ごとに 1 
つ以上のディスク操作が必要になるからです。ディスク操作に対する VDI クライアント操作の割合は、

バックエンド ストレージ アレイの RAID タイプによっても異なります。従来型ストレージ アレイでの 
RAID 5 構成では、クライアントの書き込み操作ごとに 大 4 回のディスク操作が必要です。大容量の

書き込みキャッシュが役に立つこともありますが、従来型ストレージ アレイでは、まだ少なくとも 2 
回のディスク操作が必要です（十分に大きい書き込みキャッシュがある場合、要求の合体が発生するこ

とがあります。また、読み取りの 1 つが読み取りキャッシュから行われる可能性があります）。RAID 
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10 構成では、各クライアントの書き込み操作には 2 回のディスク操作が必要です。RAID 10 のコスト

は RAID 5 に比べて非常に高くなります。ただし、RAID 5 は復元力が低くなります（単一ディスク障

害に対する保護）。日中に二重のディスク障害が発生し、数百から数千のユーザの生産性が失われるこ

とを想像してみてください。

コア オペレーティング システムである Data ONTAP および WAFL® の開発以降、NetApp の書き込み

操作はこれらによって RAID-DP に合わせて 適化されています。NetApp アレイでは複数のクライア

ント書き込み操作を合体し、単一の IOP としてディスクに送信します。したがってクライアント操作

あたり少なくとも 2 倍のディスク操作を必要とする RAID 5 または RAID 10 構成の従来型ストレージ 
アレイと比べると、ディスク操作に対するクライアント操作の割合は、常に 1 未満になります。また、

RAID-DP は、RAID 10 に相当する適切な復元力（二重ディスク障害に対する保護）およびパフォーマ

ンスを提供しますが、コストは RAID 5 並みです。

仮想ストレージ階層化

NetApp は、I/O 需要の増加に対して仮想ストレージ階層化機能により動的に対応します。この機能に

より、組織は安価な市販のハード ドライブで仮想デスクトップ インフラストラクチャを導入し、従来

は高価なソリッド ステート ドライブで実現されていたパフォーマンス レベルを得ることができます。

VST は、重複排除に対応しており、重複排除およびハードウェア アクセラレーションによるクローニ

ングと連携してソリューションのパフォーマンスを向上させます。VST は、モジュール方式で拡張可

能であり、柔軟な設定が可能になっています。

データ保護

NetApp は、特に共有の仮想インフラストラクチャ向けに設計された、RAID-DP を提供します。

RAID-DP は、RAID 10 よりも優れたデータ保護およびパフォーマンスを提供し、RAID オーバーヘッ

ドに関して、RAID 5 よりもコストが低下します。RAID-DP では、誤ったタイプの RAID が実装され

る可能性が排除されるため、デスクトップのアーキテクチャの設計が簡素化されます。

仮想ストレージ コントローラ

NetApp は、仮想ストレージ アレイを vFiler 形式で提供します。vFiler では、管理者が、パフォーマン

スの平準化、データセンターのメンテナンス、ハードウェアのライフ サイクル管理などを目的として、

稼働中のデスクトップやユーザ環境をストレージ コントローラ間で中断させずに移行できます。仮想

環境は、設定後に物理コントローラと関連付けられることはありません。vFiler では、アレイの識別情

報の永続性が維持され、異なるハードウェア上で稼働するときも変化しないので、障害復旧設計も簡素

化されます。

マルチプロトコルとユニファイド ファブリック アダプタ

これらのアダプタにより、さまざまなデータ セットへの接続が簡素化されます。すべての NetApp ア
レイは、堅牢な仮想デスクトップ展開に必要なストレージ プロトコルを FCoE から NFS、SMB2 まで

多岐にわたって提供できます。

統合データ保護

NetApp アレイは、ハードウェア アクセラレーションによる迅速なスナップショット バックアップと

重複排除に対応したレプリケーションの両方をサポートしています。これらの機能は、Virtual Storage 
Console 用の NetApp バックアップ プラグインによって提供および統合されます。
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ローカル ストレージ

Cisco UCS B シリーズおよび C シリーズ サーバは、中央の共有ストレージ ソリューションを必要とし

ない組織に対し、SAS、SATA、SSD などのさまざまなローカル ストレージ オプションを提供します。

Cisco VXI では、Cisco UCS C250 M2（合計で 大 384G をサポート）が（1）100 GB SSD x 5 と 300 
GB SAS x 3 のドライブ構成および（2）300 GB SAS x 8 ドライブ構成の 2 種類のローカル ストレージ

構成で検証済みです。Cisco VXI では、ローカル ストレージを使用して Cisco UCS B230 も検証済みで

す。Cisco UCS の両方のモデルが、Atlantis ILIO アプライアンスを使用してテストされました（下記

を参照）。詳細については、このマニュアルの「パフォーマンスとキャパシティ」を参照してください。

Atlantis ILIO 

Atlantis ILIO は、ストレージとパフォーマンスを 適化するソフトウェア ソリューションで、デスク

トップ仮想化ソリューションと連携してストレージ コストを削減し、より低コストのストレージ オプ

ションを IT チームに提供し、デスクトップ パフォーマンスを向上させます。Atlantis ILIO は、

Microsoft Windows オペレーティング システムが VDI ストレージと連携する方法をインテリジェント

に 適化することにより、デスクトップ仮想化のスケーラビリティ、パフォーマンス特性、および経済

性を根本的に変える独自の革新的なストレージ 適化テクノロジーです。Atlantis ILIO は、ストレー

ジ システム上で稼働可能な仮想デスクトップの数を 4 から 7 倍に増加させると同時に、デスクトップ 
パフォーマンスを向上させ、仮想デスクトップ イメージに必要なストレージ キャパシティを削減し、

お客様がより低コストのストレージ オプションを使用できるようにします。システム テストでは、直

接接続ストレージを装備している各サーバ上に Atlantis ILIO を導入しました。テスト結果は、『Cisco 
VXI Performance and Capacity Validation Results Guide』マニュアルで説明されています。シスコは、

主要機能であるインライン重複排除と IO オフロードを有効にして Atlantis ILIO をテストしました。

ソフトウェア処理によるストレージ IO トラフィックの低減

Windows オペレーティング システムは、専用のローカル ドライブと連動するように設計されており、

これらのドライブはストレージに頻繁にアクセスして、固有のデータの保存とは無関係のタスクを実行

します。共有ストレージでは、各仮想デスクトップは、ディスクに対してデータの読み取りや書き込み

を行うたびに、複数のスイッチを通過しなければなりません。このプロセスにより、遅延が増加し、デ

スクトップ パフォーマンスが低下する可能性があります。Atlantis ILIO は、ハイパーバイザに仮想

ハード ドライブ（.VMDK または .VHD ファイル）を提供します。この仮想ハード ドライブでは、

Windows NTFS の IO トラフィックが、同じラック（Top-Of-Rack 導入の場合）または同じハイパーバ

イザ（Each-Server 導入の場合）に搭載されたメモリ内でローカルに処理されるので、仮想デスクトッ

プのハード ドライブが大幅に高速化され、ストレージ システムから 大 90 % の IOPS がオフロードさ

れます。

VDI 作業負荷のインライン重複排除

Atlantis ILIO は、IO トランザクションがストレージ ファブリックに到達する前に、重複排除を伝送中

にリアルタイムに行います。 大 90 % の IO トラフィックを除去することで、ストレージ インフラス

トラクチャにおける IOPS の要件も同じ割合だけ軽減されます。それと同時に、重複したデータがディ

スクに書き込まれないので、後処理での重複排除は不要になり、関連する IOPS とストレージ キャパシ

ティのコスト負担は発生しません。
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ストレージの選択肢の増加 

Atlantis ILIO では、ストレージ キャパシティが削減され、ディスクあたりの仮想デスクトップ数が増

加するだけでなく、HVD 用のストレージを、Cisco UCS ローカル ディスク（SATA、SAS、SSD）や、

シスコの認定ストレージ パートナーである NetApp および EMC の NAS または SAN などの豊富なス

トレージ オプションから選択することができます。Atlantis ILIO を使用すると、お客様は Cisco UCS 
プラットフォーム（SATA、SAS、SSD）で使用可能な非常に小規模なローカル ディスク ストレージ

をオペレーティング システムとアプリケーションのベース イメージ用に使用しながら、共有 
SAN/NAS（EMC Celera NS480、NetApp FAS3170）でユーザ データを保持することができます。

Atlantis ILIO をこのハイブリッドな Cisco UCS DAS および SAN/NAS ストレージ環境で使用する場合

は、ベースの仮想デスクトップ イメージがローカルの SATA、SAS、または SSD ドライブに保存され、

固有のユーザ データは従来の SAN/NAS ストレージに保存されます。

IO トラフィックの最適化：ランダムからシーケンシャル 

Windows オペレーティング システムは、ディスク IO を生成するとき、ブロックがシーケンシャルに

保存されるようにそのローカル ハード ドライブの IO を 適化することで、 適なパフォーマンスを実

現します。仮想デスクトップでは、ハイパーバイザがシーケンシャル IO を小さいブロックのランダム 
IO に変換するため（IO ブレンダ効果）、ストレージとデスクトップのパフォーマンスが低下します。

Atlantis ILIO は、ハイパーバイザによって生成された小さいブロックのランダム IO をより大きいブ

ロックのシーケンシャル IO に変換してストレージに送信し、ストレージ（EMC および NetApp）のパ

フォーマンスを向上させます。ほとんどの場合、要求されたすべてのデータはメモリからローカル配信

されます。

ストレージ エリア ネットワーク

ファイバ チャネル ストレージ アレイは、Cisco MDS ファミリ スイッチのメンバーに接続されます。

Cisco MDS スイッチにより、イーサネット スイッチの場合とほぼ同じように、複数のアレイが複数の

ホスト（サーバ）と通信できます。Cisco MDS スイッチは、Cisco UCS ファブリック インターコネク

ト上のファイバ チャネル アップリンクに接続されます。トラフィックは Cisco UCS ファブリック イン

ターコネクトによって FCoE フレームにカプセル化され、サーバの統合型ネットワーク アダプタ

（CNA）に転送されます。CNA では、ファイバ チャネル パケットが復元され、vHBA に転送されま

す。

ファイバ チャネル接続は、一般にアクティブまたはスタンバイ モードで動作します。SAN A がプライ

マリ アレイの場合、SAN B はミラー コピーとなります。場合によっては、ストレージ アレイ ベン

ダーにもよりますが、Cisco MDS スイッチ A と Cisco MDS スイッチ B のアップリンクが同じアレイ

を指し示すことがあります。ただし、特定の論理ユニット番号（LUN）は、それらのインターフェイ

スのうちの 1 つにしか同時には現れません。トラフィックのロード バランシングのために、LUN の割

り当ては 2 つの SAN 間で混在させる必要があります。
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図 20 ストレージ エリア ネットワーキング

ネットワーク接続ストレージ

ネットワーク接続ストレージでは、NFS サーバから送信されたトラフィックは、イーサネット トラ

フィックとして Cisco Nexus 5000 または 7000 シリーズ スイッチ経由でストレージ アレイにスイッチ

ングされます。Nexus スイッチは、データセンターの多様なニーズに対応したユニバーサル プラット

フォームを提供し、ネットワークの統合を容易にし、従来のテクノロジーから高度なテクノロジーへの

シームレスな移行を可能にします。ファイバ チャネル接続ストレージと同様に、リモート アレイは

ローカル ハイパーバイザ ストレージ プールにマッピングされ、ハイパーバイザはシミュレートされた

ローカル ストレージを仮想デスクトップに提供します。これはイーサネットベースで実装されるので、

ストレージは独立したストレージ VLAN に割り当てられます。ほとんどの場合、ストレージ アレイは

同じ VLAN 内に配置されます。それにより、ハイパーバイザまたは DV 仮想マシンが、ネットワーク

に関する問題の発生原因となる複数のデフォルト ルートを保持する必要性が軽減されます。
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図 21 ネットワーク接続ストレージ 

サーバ、スイッチ、ストレージ、およびハイパーバイザの統合

図 22 に、CNA のペアが搭載されているサーバとそのサーバ内で行われる論理接続を示します。各 
CNA は、サーバにファイバ チャネル ホスト バッファ アダプタとイーサネット NIC を提供します。

vSphere ハイパーバイザがインストールされると、ファイバ チャネル HBA は仮想 HBA にマッピング

されます。仮想 HBA は、リモート ストレージの接続に使用できます。Cisco Nexus 1000V シリーズ

は、HBA が内部の仮想イーサネット フレームワークにマッピングされないので、それらを認識しませ

ん。イーサネット インターフェイスは、Cisco Nexus 1000V 仮想スイッチにマッピングされます。

Cisco Nexus 1000V シリーズは、これらをアップリンク ポートとして処理します。これらは通常、ト

ランク ポートとして設定され、冗長性とロード バランシングを実現するために EtherChannel によって

接続されます。

Cisco Nexus 1000V シリーズの内部には、複数の仮想インターフェイス（vETH）が作成されます。1 
つはカーネル トラフィック（vCenter への接続）用に予約され、独立した VLAN に配置され、一意の 
IP アドレスが割り当てられます。さらに 1 つが、vMotion 用に予約され、同様に独立した VLAN に配

置され、別の一意の IP アドレスが割り当てられます。どちらのインターフェイスも、仮想デスクトッ

プからは認識されません。セキュリティ上の理由から、仮想デスクトップはこれらの VLAN にアクセ

スできません。 後にもう 1 つの予約済み vETH が、ハイパーバイザ データストアがイーサネット

ベースのストレージ（NFS）によって接続される場合に作成される可能性があります。イーサネット

ベースのストレージ トラフィックも、独自の VLAN に隔離される必要があります。

仮想デスクトップには、追加の VLAN が作成されます。IP アドレスは、静的に定義されるか、

Dynamic Host Configuration Protocol（DHCP）で取得されます。割り当てられるアドレスとサブネッ

ト マスクは、仮想デスクトップ プールのサイズに従って作成される必要があります。仮想デスクトッ

プは、同じプール（サブネット、VLAN など）内でのみ移行できます。各仮想デスクトップには、単

一の NIC しか作成する必要はありません。異なるプールの仮想デスクトップを同じ物理サーバ上で稼

働させることができます。トランク ポートの設定には、許可された仮想デスクトップのものも含め、

考えられるすべての VLAN を含める必要があります。Cisco Nexus 1000V シリーズは、2 つの CNA
（NIC）インターフェイスにわたって EtherChannel を作成します。そのため、各インターフェイスに対

する負荷を監視して、適切なロード バランシング アルゴリズムが選択されていることを確認する必要

があります。
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Cisco Integrated Management Controller は、内部で UCS ファブリック インターコネクトに転送されま

す。Cisco UCS Manager は、そのインターフェイスの割り当てと管理を行います。Cisco Integrated 
Management Controller に割り当てられる IP アドレスは、UCS Manager と同じサブネット上になけれ

ばなりません。これは、リモートの KVM とサーバのメンテナンスに使用されるアドレスです。

VMware vKernel インターフェイスは、vCenter との通信に使用されます。この IP アドレスは、Cisco 
Integrated Management Controller インターフェイスとは別の VLAN に割り当てる必要があります。こ

の VLAN は、vCenter サーバの VLAN にルーティング可能である必要があります。

vMotion インターフェイスは、仮想デスクトップのモビリティを実現するために使用されます。このイ

ンターフェイスは、同じ仮想デスクトップ プール内のすべてのサーバと共通の独立した VLAN に割り

当てることも必要です。vMotion はルーティング可能なプロトコルではないので、このネットワークは

アクセス レイヤの外にまで広がる必要はありません。vCenter は、仮想デスクトップを移行するために

必要なトラフィック フロー用に、サーバ上の vMotion インターフェイス（および関連する VLAN）を

使用します。仮想デスクトップのストレージはリモートで維持されているため、デスクトップの RAM 
の内容（CPU の状態）のみが送信されます。

図 22 Cisco VXI データセンター接続
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表 3 Cisco VXI の導入に必要な VLAN のリスト

名前 デバイス 用途 説明

データセンター

Cisco UCS Manager Cisco UCS ブレード 
サーバ シャーシ、ファ

ブリック インターコネ

クト、およびブレード 
サーバ統合管理コント

ローラ 

すべての Cisco UCS 
コンポーネントのア

ウトオブバンド管理

この VLAN は、他の管理 
VLAN と共有される場合

があります。

vMgmt ハイパーバイザ すべてのハイパーバ

イザの管理

この VLAN は、特定の 
DV プールに固有のもの

です。したがって、プー

ルごとに複数の独立した 
VLAN が存在する可能性

があります。

vMigration ハイパーバイザ DV プール内での 
DV VM マイグレー

ション

vMgmt の場合と同様に、

プールごとに複数の独立

した VLAN が存在する可

能性があります。

N1KControl と N1KData Cisco Nexus 1000V シ
リーズ VEM および 
VSM

Cisco Nexus 1000V 
シリーズの管理

 • 分散スイッチ機能を

提供するすべての物

理サーバに共通

 • データセンター内に

複数の Nexus 1000V 
がインストールされ

ている可能性あり

VMData DV 仮想マシン ユーザのネットワー

ク アクセス

DV ディスプレイ プ
ロトコル

DV マシンは 1 つのイン

ターフェイスのみが必要

です。

DV プールごとに 1 つの 
VLAN。

VMStorage ハイパーバイザ ストレージ トラ

フィックの隔離

ファイバ チャネルまたは 
IP ベースのストレージ用

エンドポイント ロケーション

データ DV エンドポイント DV 仮想マシンへの

接続

DV データ VLAN は、レ

ガシー コンピューティン

グ エンドポイント VLAN 
から分離される場合があ

ります。

音声 * ユニファイド コミュニ

ケーションのエンドポイ

ント

ユニファイド コミュ

ニケーションのアク

セスの提供

従来の音声 VLAN

（注） *エンドポイントのデータおよび音声 VLAN については、「ネットワーク」の章で説明されて

います。
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仮想デスクトップでは、図 23 に示されているように、次のトラフィック フローがあります。

1. ディスプレイ プロトコルと制御プロトコル。仮想デスクトップを送信元とし、リモート エンドポ

イントで終端されます。

2. データセンター内に存在するアプリケーションへのアクセスに関連したフロー。アグリゲーション 
レイヤ内のルータまたはファイアウォールに到達するまで L2 セグメント上を移動した後、アプリ

ケーションを内包した別の L2 セグメントにルーティングされます。

3. インターネット アクセス フロー。仮想デスクトップを送信元としてデータセンター ネットワーク 
スタックを上に移動し、エンタープライズ ネットワーク内へと移り、インターネット ルータ経由

で社内ネットワークの外に出ます。途中で複数のファイアウォールを経由する場合があります。

4. 仮想デスクトップ間の直接的なトラフィック（まれ）。

a. 同じプール内で同じ物理サーバ上にあるデスクトップ間でフローが発生すると、トラフィック

はそのサーバの外に出ることはありません。これを防ぐ必要がある場合、管理者はプライベー

ト VLAN を設定するか、Cisco Virtual Security Gateway などのソリューションを使用して

ゾーンを確立できます。

b. 同じサーバ上ではないが、同じプール内にあるデスクトップ間でフローが発生すると、トラ

フィックはアグリゲーション レイヤ スイッチまで移動し、そこで折り返して相手の仮想デス

クトップを収容しているサーバまで移動します。

c. サーバ プールではないデスクトップ間でフローが発生すると、トラフィックはネットワーク 
スタックを昇ってアグリゲーション レイヤにまで流れ、相手のサブネットにルーティングさ

れ、相手の仮想デスクトップを収容しているサーバに転送されます。
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図 23 仮想および物理のトラフィック フロー

関連情報

この章で説明したハードウェアおよびソフトウェアを含む特定のベンダー情報の詳細については、次の

リンクを参照してください。

シスコのデータセンターのデザイン ゾーン

http://www.cisco.com/en/US/netsol/ns743/networking_solutions_program_home.html

『Best Practices in Deploying Cisco Nexus 1000V Series Switches on Cisco UCS B Series Blade Servers』

http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/switches/ps9441/ps9902/white_paper_c11-558242.html

『EMC Solutions for VMware View』

http://www.emc.com/solutions/application-environment/vmware/vmware-view-virtual-desktops.htm

VMware View 向け EMC インフラストラクチャ

http://www.emc.com/collateral/hardware/technical-documentation/h8283-view-vnx-vsphere-psg.pdf

『Top 5 Reasons Why Customers Deploy VMware View on EMC VNX Storage』

http://www.emc.com/collateral/software/15-min-guide/h8532-top5-deploy-vmware-view-uni-stor.pdf
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『Deploying Microsoft Windows 7 Virtual Desktops with VMware View - Applied Best Practices』

http://www.emc.com/collateral/software/white-papers/h8043-windows-virtual-desktop-view-wp.pdf

『Deploying Microsoft Windows XP Virtual Desktops with VMware View - Applied Best Practices』

http://www.emc.com/collateral/software/white-papers/h7168-performance-optimization-windows-xp-v
di-wp.pdf

『Atlantis ILIO for VDI』

http://www.atlantiscomputing.com/atlantisiliovdi

NetApp TR-3298：『RAID-DP: NetApp Implementation of RAID Double Parity for Data Protection』

http://media.netapp.com/documents/tr-3298.pdf

NetApp TR-3347：『FlexClone Volumes: A Thorough Introduction』

http://media.netapp.com/documents/tr-3347.pdf

NetApp TR-3437：『Storage Best Practices and Resiliency Guide』

http://media.netapp.com/documents/tr-3437.pdf

NetApp TR-3505：『NetApp Deduplication for FAS, Deployment and Implementation Guide』

http://media.netapp.com/documents/tr-3505.pdf

NetApp TR-3563：『NetApp Thin Provisioning』

http://media.netapp.com/documents/tr-3563.pdf

VMware VSphere ドキュメントのページ

http://www.vmware.com/support/pubs/vs_pages/vsp_pubs_esxi40_i_vc40.html

『Atlantis ILIO for VDI』

http://www.atlantiscomputing.com/downloads/VDIStorage_SolBrief_020411.pdf

VXI ネットワーク

VXI ネットワークについて

Cisco VXI システムのネットワーク設計は、キャンパス、WAN、およびデータセンター ネットワーク 
インフラストラクチャの導入に関するシスコのベスト プラクティスの上に構築されています。しかし、

VXI ネットワーク設計では、ユーザがネットワーク内のどこにいるかに関係なく、より優れたユーザ 
エクスペリエンスを実現するために、仮想デスクトップ ディスプレイ プロトコル、UC、および周辺機

器のトラフィック周りについて特に考慮する必要があります。この章では、これらのネットワークに関

する考慮事項について説明します。下の図に示されているように、ネットワーク経由で配信されるディ

スプレイ プロトコル トラフィックには、 適化と保護が必要です。さらに、データセンター内の仮想

デスクトップおよびその他のアプリケーションのハイ アベイラビリティをネットワークで提供する必

要性も高まっています。特に現在では企業のあらゆる生産性がネットワークに依存するようになってい

るのでその傾向が強まっています。VXI システムは、仮想デスクトップ トラフィックに関する QoS の
ガイドラインと機能を提供することでネットワークを 適化します。また、ブランチやモバイルのアク

セス シナリオに対して WAN 経由のトラフィックも 適化します。可用性は、IT 部門のビジネス目標

と測定結果に基づいて定義できます。可用性の種類には、デバイス、メディア インターフェイス、お

よびパスの可用性、およびユーザとアプリケーションに対するネットワークの可用性があります。VXI 
システム内の可用性は、ダウンタイム中やアップグレード中もネットワーク パスを使用できるように
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するシスコのネットワーク ベスト プラクティスを利用し、データセンター内の仮想デスクトップ サー

ビスの健全性と可用性を保証することで実現されます。ネットワーク セキュリティの詳細については、

「Cisco VXI セキュリティ」の章で説明されています。

図 24 DV ネットワークの機能フロー

VXI ネットワーク コンポーネント

下の図に、VXI の導入の 3 つの使用例を示します。仮想デスクトップ ユーザは、本社キャンパス内ま

たは小 /中 /大規模ブランチ内にいることも、固定またはモバイル テレワーカーになることもできます。

ユーザはどこにいても、ネットワークから同じ体験を得られます。この図には、VXI 管理者が優れた

ユーザ エクスペリエンスを実現するために重点的に取り組まなければならないすべてのコンポーネン

トとネットワーク エリアも示されています。この章の残りでは、上記のシナリオの VXI 設計要件と各

ロケーションでネットワークに必要なコンポーネントについて説明します。
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図 25 VXI ネットワークを実現するための主要コンポーネント

キャンパス ネットワークは、社内ネットワーク内のエンドユーザとデバイスをデータセンター、

WAN、およびインターネットと接続します。キャンパス ネットワークは、信頼できるエンタープライ

ズ ネットワーク経由でのエンド ホストへのアクセスも提供します。この Cisco VXI のリリースでは、

すべてのエンドポイント サービスがファースト ホップ スイッチで提供されるので、このスイッチにエ

ンドポイントを接続するための設計のベスト プラクティスについて説明します。キャンパス ネット

ワークの残り部分（ファースト ホップ スイッチからデータセンター エッジに至るまでのすべて）は、

シスコのエンタープライズ キャンパス 3.0 アーキテクチャを使用して導入することが推奨されます。そ

れにより、優れた VXI ユーザ エクスペリエンスの実現に必要な高スループット、低遅延、常に利用可

能な接続が提供されます。高速な接続に加え、VXI キャンパス ネットワークは、エンドユーザおよび

デバイスと直接連携して、豊富なサービスを提供する必要があります。たとえば、Power over Ethernet
（PoE）、IEEE 802.1x を使用したセキュアなアクセス コントロール、VXI エンドポイントを適切な 
QoS ポリシーとセキュリティ ポリシーで正しい VLAN に導くインテリジェントで動的なプロビジョニ

ング、VXI エンドポイントのロケーション トラッキングの支援、トラフィックのモニタリングと管理

などがあります。上記のサービスを実現するために、キャンパス内の VXI エンドポイントは、Catalyst 
4000、3000、2000 などのワイヤリング クローゼット スイッチに接続される必要があります。
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エンドポイントへの電力供給

現在の Power over Ethernet テクノロジーは、ハイ アベイラビリティで高効率の管理しやすい電源を提

供できることから、IP テレフォニーと も関連付けられています。電源のハイ アベイラビリティは、

E911 タイプのアプリケーションに不可欠であり、そのため PoE 経由で IP フォンに給電する多くの企

業で必須になっています。PoE+ および Universal Power Over Ethernet（UPoE）対応の VXI クライア

ントの導入により、企業は従業員の作業環境全体を単一の電源に移行する機会が得られ、配線コストと

エネルギー コストの大幅な削減も見込めます。現在 VXI PoE に移行した場合、企業は、Cisco 
EnergyWise Orchestrator や Cisco Prime LMS 4.0 など、高度な職場向け電力ポリシー アプリケーショ

ンを将来使用することが可能になります。これらのアプリケーションの詳細については、このガイドの

「管理と運用」の章を参照してください。PoE+（IEEE 802.3at、30W）のスケーラビリティを備え、

30W を超えて PoE+ テクノロジーを拡張する豊富なロードマップがあることから、VXI 用のキャンパ

ス アクセス プラットフォームとして Cisco Catalyst 4500E、Catalyst 2000S、および Catalyst 3000-X 
が推奨されます。すべてのデバイスに単一ケーブルでデータと電力を供給することを目指した VXI 展
開では、UPoE の使用を強く推奨します。このテクノロジーはデバイスあたり 大 60W を供給できる

潜在能力があります。Cisco UPOE は、業界内で飛躍的に進化したテクノロジーであり、スイッチ ポー

トあたり 60W の PoE を提供して、次世代の職場環境で新しい導入オプションの使用を可能にします。

現在、Catalyst 4500E スイッチ上で利用できます（WS-X4748-UPOE+E ライン カード）。Catalyst 
4500E は、同時に 240 の PoE+ ポートをサポートする大企業に適しています。スタック サポート付き

の Catalyst 3000-X および Catalyst 2000-S シリーズは、中小企業に 適です。

Cisco VXI では、デスクトップ仮想化環境向け UPOE ライン カード（WS-X4748-UPOE+E）モジュー

ルを搭載した Catalyst 4500E スイッチの使用を検証しました。システムでは UPOE 対応スイッチをス

プリッタとともに使用して、Cisco VXC ゼロ クライアント（キーボードおよびマウス付き）と 12V 
DC ビデオ モニタの両方に電力を供給しました。この図 26 に示す構成には、いくつかの利点がありま

す。スプリッタにより、クライアントとモニタが 1 つの UPOE ポートを共有できるので、エンドポイ

ントへの電力供給に必要なポートの数が減ります。また、この設定では、配線が簡素化され、複数の電

源コンセントを用意する必要がなくなり、可用性が向上し、バックアップ電源も統合されます。全体的

な節約については、システム全体に導入した場合に効果が大きくなり、（前述のように）Cisco 
EnergyWise Orchestrator などのツールを使用することで管理が容易になります。

注意すべき重要な設計ポイントの 1 つは、ネイティブの PoE/UPOE デバイスが電力レベルの設定に使

用するネゴシエーション プロトコルを、スプリッタがサポートしていないという点です。スプリッタ

に接続するスイッチ ポートは、「強制モード」に設定して、UPOE での 60 W がスプリッタに供給され

るようにする必要があります。スプリッタは、エンドポイントに 2 種類の接続を提供します。データと

電力の両方をサポートする標準のイーサネット接続と、電力だけを供給する DC 接続です。スプリッタ

は 2 つのモードのいずれかで使用できます。パススルー モードでは、電力（ 大 51 W）はコネクタ間

で分割されます。イーサネット ケーブルは電力とデータの両方を伝送します。非パススルー モードで

は、イーサネット接続はデータのみで、DC 接続が使用可能なすべての電力を供給します。モードは、

スプリッタが接続されるエンドポイントの電力要件によって決定されます。
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図 26 UPOE を使用した Cisco VXI システム

自動ポート プロビジョニング

Auto SmartPorts では、CDP によって取得されたデバイス識別情報または MAC アドレスに基づいて

ポートが自動的に設定されることにより、スイッチが VXI クライアントを動的にプロビジョニングで

きるようになります。Smartport マクロは、管理者が一般的なスイッチ ポート設定を簡単に設定できる

ように、シスコのベスト プラクティスに基づいて事前に作成されたカスタマイズ可能な設定スクリプ

トです。Auto Smartports 機能は、ネットワーク内でセキュリティ、QoS、および可用性に使用される

ポリシーの一貫性を維持するのに役立ちます。

Auto Smartports では、エンドポイントのクレデンシャルに基づいてスイッチがマクロを自動的に適用

します。エンドポイントへのリンクがドロップされるか、ユーザ セッションが終了されると、設定は

削除されます。たとえば、スイッチによって Cisco IP Phone がポート上で検出された場合、音声 
VLAN とポート セキュリティを設定し、QoS ポリシーをセットアップする IP フォン マクロが適用さ

れます。これと同レベルの自動化を VXI エンドポイントに対して実現できます。現在のリリースでは、

このプロセスは手動のみであり（静的マクロと呼ぶ）、VXI エンドポイントの自動検出のサポートは、

将来のリリースで追加される予定です。自動マクロ展開には、VXI エンドポイントが自身をスイッチ

に識別させることが必要です。CDP を使用してこれを行う Cisco IP Phone とは異なり、現在の VXI エ
ンドポイントでは、そのような自己識別機能はサポートされていません。VXI システムでは、Cisco IP 
Phone を検出するために AutoSmartPorts 機能を有効にし、VXI エンドポイントに対して静的 MAC 
ベースのマクロを作成することを推奨します。VXI システム内での自動 /静的マクロの導入ガイダンス

については、次の項で説明します。Cisco Catalyst 4000E および Catalyst 3000-X スイッチ プラット

フォームでは、両方のタイプのマクロがサポートされています。

QoS

ディスプレイ トラフィックは、ベンダー独自のプロトコルでカプセル化されます。これらのプロトコ

ルは、パス上のネットワーク要素が解読できない非標準のプロトコルです。そのため、これらのプロト

コルはネットワークに対して不透明になり、ネットワークで VXI に提供可能な重要な付加価値サービ

スが制限されることになります。ディスプレイ プロトコルはネットワークに対して不透明ですが、そ

れでもある程度のレイヤ 3 レベルの QoS サービスはこのトラフィックに対して集合的に適用できます。

さらに、音声トラフィックは Cisco VXI によってディスプレイ プロトコルの外に出されるので、音声

トラフィックに対する QoS が、VXI システムで優れたユーザ エクスペリエンスを実現するために必要

となります。エンドツーエンド VXI QoS のガイドラインの詳細については、このガイドの「Quality of 
Service」の章を参照してください。
59
VMware View 5 を実装した Cisco 仮想化エクスペリエンス インフラストラクチャ 2.5       



  VXI ネットワーク
エンドポイント アクセスの保護

ディスプレイ プロトコルはキャンパスに対して不透明になる可能性がありますが、それでも Cisco 
Catalyst® ファミリのスイッチは Cisco VXI システムに対応したネットワーク内でセキュリティ機能と

可用性機能を提供できます。こうした機能により、一部の DV トラフィック タイプは、ログイン特性

に基づいて特徴付け、保護することが可能になります。たとえば、請負業者が自分のラップトップを使

用でき、シン クライアントを使用して自分の仮想デスクトップにアクセスするとします。請負業者が

ネットワークに接続するとき、その請負業者はラップトップのユーザ名とパスワードを使用してログイ

ンし、802.1x を使用して認証されます。Catalyst スイッチは、VPN トラフィック用のインターネット

へのアクセスと請負業者のデスクトップのみへの接続を可能にする ACL で、そのユーザを個別の請負

業者 VPN にマッピングできます。Cisco Catalyst 4500 E および Catalyst 3000-X スイッチは、802.1x 
機能とポート セキュリティ機能を提供してエンドポイント レベルのセキュリティを実現します。これ

らのセキュリティ中心の機能に関する導入および設計の詳細については、このガイドの「Cisco VXI セ
キュリティ」の章で説明します。

ロケーション：エンドポイント トラッキング

Network Mobility Services Protocol（NMSP; ネットワーク モビリティ サービス プロトコル）により、

ネットワーク内でのホストの物理的な位置を特定できます。これにより、コンプライアンスとインベン

トリのために資産を追跡することができます。アクセス スイッチ（Catalyst 4500E や Catalyst 3000-X 
など）は、有線のロケーション サービス機能を提供し、接続されているエンドポイントのロケーショ

ン情報を Cisco Mobility Services Engine（MSE）に送信します。Cisco MSE は、集中管理されたス

ケーラブルな方法で有線およびワイヤレス ネットワーク全体にモビリティ サービスを提供する、アプ

ライアンスベースのプラットフォームです。ワイヤレス接続の場合、Access Point（AP; アクセス ポイ

ント）が自身に接続された VXI エンドポイントのロケーション情報を追跡し、Wireless Control 
System（WCS）経由で MSE に送信します。WCS は、ロケーション サービス用の管理プラット

フォームです。デバイスを追跡し、イベント通知のセットアップを許可し、ロケーション トリガーに

基づいてアラームを発信します。スイッチと AP の実際のロケーション情報およびスイッチ上のポート

は、そのスイッチと AP 自体で設定されます。

図 27 VXI のロケーション トラッキング トポロジ
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MAC アドレス、IP アドレス、シリアル番号、Unique Device Identifier（UDI）、モデル番号などのデ

バイス情報は、スイッチまたは AP によって取得できます。スイッチは、接続されている VXI エンド

ポイントの情報を CDP/LLDP-Med または ARP スヌーピングによって学習します。AP は、前述の情

報を標準的な WiFi 登録交換によって学習します。現在の VXI エンドポイントは、CDP/LLDP-Med を
サポートしていません。したがって、有線スイッチ上のエンドポイントの IP アドレスと MAC アドレ

スおよびワイヤレス AP 上の WiFi エンドポイントの登録シーケンスを学習するために、ARP スヌーピ

ングのみが使用されます。スイッチと AP は、デバイス カテゴリ（有線 /ワイヤレス）、接続時間、動

作状態（接続 /切断）などの状態情報も送信します。MSE は、ロケーション データベースを保持して

います。またこのリリースでは、手動でメンテナンスされる、各エンタープライズ クライアントに関

連付けられた MAC アドレスのリストも保持しています。デバイス ロケーションがユーザにマッピン

グされる必要がある場合、別の手動でメンテナンスされる、ユーザと MAC ID のマッピング データ

ベースが維持される必要があります。Cisco スイッチと Cisco アクセス ポイントは、すべてのモデルで

ロケーション サービスをネイティブにサポートしており、VXI 内で使用できます。ただし、Cisco 
VXI の一部として検証済みなのは、Catalyst 4500E と Catalyst 3000-X だけです。スイッチ、AP、お

よび WCS の機能の設定方法の詳細については、「展開モデル」の項を参照してください。

キャンパス アクセスの可用性 

VXI システム内の業務アプリケーションはすべてデータセンター内で集中管理されているため、エン

ドユーザは、日常的な基本作業を行うときでさえもネットワークに完全に依存します。VXI システム

では、接続ポイント（アクセス スイッチ）から先の基盤となるネットワークが常に利用可能な状態で

ある必要があります。わずかなダウンタイムであっても、生産性が大幅に低下する可能性があります。

主要な設計要件の 1 つとして、VXI トラフィックを伝送するすべてのネットワーク コンポーネントは、

機器の障害やアップグレードとダウングレード プロセスに備えて高い冗長性と可用性が必要です。

デュアル スーパーバイザによる冗長構成の Cisco Catalyst 4500E では、In-Service Software Upgrade
（ISSU; インサービス ソフトウェア アップグレード）機能を使用して、パケット転送を続けながら 
Cisco IOS ソフトウェアをアップグレードまたは修正できます。これにより、ネットワークの可用性が

高まり、計画されたソフトウェア アップグレードにより生じるダウンタイムが短縮されます。ISSU 機
能は、計画されたアップグレードまたは修正時に中断のないユーザ エクスペリエンスを実現できます。

Supervisor 7E による ISSU プロセスは、1 行のコマンド ラインで済むようになり、トラフィック ヒッ

トは 10 ミリ秒未満になります。ISSU プロセスの間、Power over Ethernet（PoE）とデータ プレーン

における VXI セッションは稼働状態のままです。

ブランチ内での Cisco VXI
この Cisco VXI のリリースでは、ブランチ ネットワーク機能を VXI トラフィックに対応させることに

重点を置いています。WAN には多数の課題が存在するため、企業はブランチにおいて VXI の利点を

得ることができます。

Cisco VXI 内でのダイナミック VPN

ブランチからキャンパスへの WAN 接続は、多くの場合、信頼できない WAN リンクを経由する可能性

があります。さらに、マルチブランチ環境内で発信されているトラフィックには、エンタープライズ 
ネットワーク内の別のブランチを宛先としているものが存在する可能性があります。あるブランチにい

るユーザが別のブランチにいるユーザにコールするときの Cisco IP Phone トラフィックはその一例で

す。通常、この例での音声トラフィックは、キャンパスに転送されてから相手のブランチにルーティン

グされます。企業の観点からすると、これは、帯域幅コストを増加させる可能性があり、さらに重要な

こととして、WAN に追加の遅延が発生することによりユーザ エクスペリエンスが悪化する可能性があ

ります。上記の問題を踏まえ、トラフィックの宛先に基づいて暗号化トンネルを動的に作成および切断

できるソリューションが必要になります。DMVPN は、パフォーマンス、スケール、アプリケーショ
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ン サポート、および導入の容易さの 適な組み合わせを提供することで、このニーズを満たします。

Cisco VXI システムでは、仮想デスクトップ ディスプレイ トラフィックは、ほとんどの場合、ブラン

チからデータセンターまでになります。また、コラボレーション トラフィックはブランチ間のピア

ツーピアになる可能性があります。DMVPN では、セキュリティと 適なルート選択の両方の要件が

満たされるので、その使用が推奨されます。

DMVPN ルータは、EIGRP などのダイナミック ルーティング プロトコルの使用を含め、IP ユニキャ

スト、IP マルチキャスト、およびブロードキャスト トラフィックをサポートする GRE ベースのトンネ

ル インターフェイスを使用します。初期のスポークツーハブ（ブランチからキャンパス）トンネルが

アクティブになった後、動的なスポーク間（ブランチ間）トンネルがトラフィック フロー要件に応じ

て作成されます。DMVPN は、Next Hop Resolution Protocol（NHRP）を使用して、フロー内の宛先 
IP のプレフィクスに基づいて他のスポークを探します。スポーク間（ブランチ間）トンネルは、IPSec 
を使用して暗号化されます。過去にトラフィック フローによってブランチ間に作成された接続は、ア

イドル状態になるとタイムアウトされます。Internet Security Association and Key Management 
Protocol（ISAKMP）は、DMVPN で高速の再コンバージェンスを実現するために必要です。

ISAKMP を使用したアクティブな Dead Peer Detection（DPD）がなければ、未使用のトンネルまたは

孤立したトンネル（ピアのリロードの際に発生）は、タイムアウトまでに 長で 60 分の猶予がありま

す。Network Address Translation（NAT; ネットワーク アドレス変換）を実装して DMVPN ハブが

ファイアウォールの内側にある場合、IPSec トンネリングも必要です。トンネルは物理インターフェイ

スの内側で作成されるので、DMVPN 用に設定されたブランチ ルータは、サービス プロバイダーから

提供される DHCP アドレスを使用できます。ただし、初期のスポークツーハブ トンネルですべてのブ

ランチ ルータが作成できるように、DMVPN ハブにはスタティック IP アドレスを設定する必要があり

ます。

この章で後に説明するように、優れた Cisco VXI ユーザ エクスペリエンスを実現するには、WAN 適

化コンポーネントの使用が強く推奨されます。DMVPN と一緒に WAN 適化を導入することは問題

ありませんが、いくつかの設定に関するベスト プラクティスに従う必要があります。これらについて

も、この章で後に説明します。DMVPN および Cisco WAN の導入全般に関する有益な情報が下記のリ

ンクにあります。このマニュアルの内容をよく理解してから、WAN 上での VXI の実装を始めること

を推奨します。

http://www.cisco.com/en/US/solutions/collateral/ns340/ns414/ns742/ns982/c07-610746-02_wanDeplo
y.pdf

その他の Cisco DMVPN 固有の重要なリソースはすべて 
http://www.cisco.com/en/US/products/ps6658/index.html にあります。

VXI トラフィック向けの WAN 最適化

インタラクティブ マルチメディア（音声やビデオなど）の配信は、デスクトップ仮想化の導入におけ

る 大の課題の 1 つです。ディスプレイ プロトコルは、インタラクティブ マルチメディアの配信につ

いて 適化されません（特に WAN 環境において）。したがって、デスクトップとアプリケーションの

仮想化をブランチ オフィスやテレワーカーにまで広げる際に課題が発生します。ブランチ オフィスへ

のホステッド仮想デスクトップの配信に伴う主要な課題は、期待されるエンドユーザ エクスペリエン

スに見合う十分なパフォーマンス レベルを WAN 上で確保することです。ホステッド仮想デスクトッ

プを WAN 経由で配信する場合、エンドユーザ トラフィックは、次の特性に対処する必要があります。

 • 限られた WAN 帯域幅：ブランチ オフィスをデータセンターに接続する際の帯域幅はまだ高価で

す。ブランチ オフィス内のエンドユーザとアプリケーションが増加すると、帯域幅の使用が促進

され、需要が高まり続けます。

 • 遅延：ブランチ オフィスとデータセンターの間では、伝搬遅延が WAN 上の遅延の主な原因です。

遅延は、WAN 上のすべての TCP ベースのデータ転送に影響しますが、 も影響を受けるのは、

通信の多いプロトコルを使用するエンドユーザです。さらに、リアル タイム メディア トラフィッ

クと仮想デスクトップ トラフィックは遅延の影響を非常に受けやすく、一定のしきい値を超える

遅延はユーザ エクスペリエンスを悪化させ、サービス拒否さえも引き起こす可能性があります。
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 • パケット損失：WAN 内の輻輳によりパケットがドロップされた場合、TCP はウィンドウ サイズ

を小さくし、パケットを再送信します。これにより、帯域幅の効率が低下し、アプリケーションの

応答時間が長くなります。パケット損失は、WAN を経由する TCP ベースのデータ転送にも影響

します。DV 環境では、WAN 上でのパケット損失によって、エンドユーザ エクスペリエンスが悪

影響を受ける可能性があります。

さらに、ブランチ オフィスには、 小規模のオフィスにさえもプリンタが設置されています。ほとん

どのブランチ オフィスにはプリント サーバがあり、ベンダーから提供された組み込みのプリント サー

バを使用しています。組み込みも含めプリント サーバが 1 台もないブランチ オフィスでは、ドキュメ

ントをリモート オフィスで印刷しなければならないとき、レンダリング済みのドキュメントの印刷

ジョブが WAN 経由でデータセンターからユーザのローカル プリンタにスプールされます。印刷トラ

フィックは、通信が非常に多く、ネイティブで圧縮されていなければ大量の帯域幅を消費します。この

ようなトラフィック タイプは、すでに量の限られている帯域幅リソースをめぐって優先度の高いリア

ルタイム トラフィックと競合します。VXI ブランチとテレワーカー展開には、DV トラフィック、リ

アルタイム トラフィック、およびその他の非優先の周辺機器トラフィックを処理可能な WAN 適化

ソリューションが必要です。

ブランチ オフィスの Cisco WAAS 展開は、データセンターの Cisco WAAS 展開と連携して、インテリ

ジェント キャッシング、圧縮、およびプロトコル 適化を利用した WAN 適化サービスを提供しま

す。エンドユーザがコネクション ブローカ経由で仮想デスクトップにアクセスした場合、Cisco WAAS 
は、その応答を圧縮してから、WAN 経由で高速かつ 小限の帯域幅使用量で効率よく転送します。よ

く使用される情報は、ブランチ オフィスとデータセンターの両方の Cisco WAAS ソリューションで

キャッシュされます。それにより、サーバと WAN に対する負荷が大幅に軽減されます。

Cisco WAAS は、印刷に特化した 適化を使用して大幅な印刷パフォーマンスの向上と WAN データの

削減を可能にするプリント サーバによる集中管理されたネットワーク印刷など、多様な印刷戦略をサ

ポートするための全体的なアプローチを提供します。Cisco WAAS は、Microsoft Windows 印刷サービ

スを稼働することにより、ブランチ オフィス ユーザに対してローカルにプリント サーバを提供しま

す。Cisco WAAS は、USB リダイレクトと連携して、帯域利用率を削減し、WAN 遅延を軽減するこ

とで、ブランチのクライアント デバイスにおいてローカルに接続された周辺機器（USB 接続のプリン

タなど）にリダイレクトされる印刷トラフィックの 適化を提供します。既存のブランチ WAN 接続上

に WAAS を導入すると、帯域幅の回収にも役立ちます。WAN 適化は、単に VXI 向けの要件でしか

ないと考えるべきではありません。ほとんどの実用的な VXI の導入は、既存のブランチ ネットワーク 
インフラストラクチャ上でなされます。そこに WAAS を導入することにより、VXI と非 VXI の両方

のトラフィックが 適化され、WAN 上の帯域幅が回収されるようになります。これにより、追加の帯

域幅の購入費用が節約される可能性があります。

ネットワーク アプライアンスはプロトコルを理解し、ユーザの要求を終端することができるため、プ

ロトコル 適化が可能です。プロトコル オプティマイザは、サーバに対して独立した接続を開設しま

す。Cisco VXI システムで使用されるネットワーク プロトコルには、暗号化と圧縮の方式を適用する

ものがあります。プロトコル オプティマイザがユーザの要求を終端し、 適化できるようになるには、

ネットワーク アプライアンスが、暗号化または圧縮の方式を理解する必要があります。

Cisco WAAS は、次に一覧されているテクノロジー スイートを使用して、すべての WAN 適化機能

を実現します。

 • Data Redundancy Elimination（DRE; データ冗長性の排除）および Lempel-Ziv（LZ）圧縮を利用

した高度な圧縮で、WAN を通過する冗長パケットを大幅に削減または排除します。WAN 帯域幅

を節約し、関連するコストを削減するとともに、アプリケーションのトランザクション パフォー

マンスを向上させ、同じアプリケーションで繰り返される大量転送の時間を大幅に短縮します。

DRE では、アプリケーション、データ、および作業負荷に応じて 2:1 から 100:1 までの圧縮が可

能です。永続的な LZ 圧縮（DRE とは別に、あるいは組み合わせて使用可能）では、使用される

アプリケーションと送信されるデータに応じて 2:1 から 5:1 までの圧縮が可能です。この圧縮は、

DRE で行われた圧縮に対して追加的に行われます。DRE の効率は、コンテキスト認識型 DRE 機
能とデータの単一インスタンス機能によってさらに向上します。
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 • Transport Flow Optimization（TFO; トランスポート フロー 適化）。WAN 環境内のクライアント

とサーバのスループットと信頼性を向上させ、パケット損失が発生した場合に 大限のスループッ

トを確保します。TFO では、プロトコル トラフィックが暗号化され、圧縮されていても、TCP 
ベースのディスプレイ プロトコルを 適化できます。

 • Common Internet File System（CIFS）、Network File System（NFS）、HTTP、Secure Sockets 
Layer（SSL）、Messaging Application Programming Interface（MAPI）、ビデオ Real Time 
Streaming Protocol（RTSP; リアルタイム ストリーミング プロトコル）などのアプリケーションに

特化したアクセラレータ。Cisco WAAS は、これらの通信の多い幅広い種類のアプリケーション 
プロトコルのパフォーマンスを向上させ、その動作を加速させます。それにより、WAN 経由での

これらすべてのアプリケーション プロトコルの分散ユーザ アクセスを向上させ、使用可能な帯域

幅にデスクトップ仮想化とリッチ メディア トラフィックのためのスペースをさらに確保します。

Remote Desktop Protocol（RDP）などのデスクトップ仮想化プロトコルの 適化は、DRE、LZ、およ

び TFO の技術を適用して実現されます。WAAS は、将来 UDP 転送をサポートする可能性はあります

が、現時点では TCP 転送にのみ対応しています。したがって、WAAS を使用しても UDP 転送を使用

するプロトコルではその利点を得ることはできません。ただし、通信の多いプロトコルで消費される帯

域幅が減少するので、UDP トラフィックにも良い影響を与える可能性があります。

VXI システム内で見られるさまざまなタイプのアプリケーションおよびトラフィック タイプに適用可

能な WAAS テクノロジーのリストを次の表 4 に示します。

表 4 トラフィック タイプ

インタラクティブ マルチメディア（音声やビデオなど）の配信は、デスクトップ仮想化の導入におけ

る 大の課題の 1 つです。DV ベンダーは、現在、ディスプレイ プロトコル内の音声とビデオのアプリ

ケーションに対して優れたユーザ エクスペリエンスを実現しようと努力しています。VMware View で
使用される Teradici の PC over IP（PCoIP）プロトコルは、インタラクティブ マルチメディアについ

て、ネットワークとパフォーマンスを 適化し、あらゆるネットワーク上で 良のユーザ エクスペリ

エンスを実現します。PCoIP プロトコルでは、TCP およびユーザ データグラム プロトコル（UDP）が

ポート 4172 上で使用されます。TCP ポートはセッションの確立と制御に使用され、UDP ポートは

ディスプレイ プロトコルに使用されます。このディスプレイ プロトコルは、128 ビットの高度暗号化

規格（AES）または 256 ビットの Salsa20 で暗号化されます。VMware View で使用されるディスプレ

イ プロトコルの 1 つである PC over IP（PCoIP）のソフトウェア実装では、TCP と User Datagram 
Protocol（UDP; ユーザ データグラム プロトコル）がポート 4172 上で使用されます。TCP ポートは

セッションの確立と制御に使用され、UDP ポートはディスプレイ プロトコルに使用されます。この

ディスプレイ プロトコルは、128 ビットの高度暗号化規格（AES）で暗号化されます。ハードウェア

実装で使用されるときは、AES または Salsa20 を使用できます。シスコの WAAS では UDP パケット

を 適化できません。そのため、UDP パケットはそのまま通過します。したがって、WAAS では、

PCoIP セッションの確立と制御セッションに対してのみネットワーク 適化を適用できます。

トラフィック タイプ Cisco WAAS

アプリケーション プロトコル トランスポート TFO DRE LZ

VMware View 5.x PCoIP（AES 128 
ビット暗号化）

TCP および UDP 
ポート 4172

不可 不可 不可

VMware View 5.x RDP TCP ポート 3389 可 可 可

USB リダイレクト TCP ポート 32111 可 可 可

印刷 CIFS TCP ポート 445 可 可 可

マルチメディア リ
ダイレクト

（MMR）

エンドポイント上

の VDI クライアン

トでサポートされ

る MMR

TCP ポート 9427 可 可 可
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VXI の導入では、ほとんどの場合、エンタープライズ WAN 上でユーザをサポートするために WAN の
アップグレードが必要になります。WAN のアップグレード コストは、Cisco WAAS の導入により 
75%、場合によってはそれ以上削減することができます。

コンテキスト認識型 WAAS 4.5

Cisco WAAS 4.5 は、MMR、USB、および RDP デスクトップ セッション プロトコルを使用している 
VMware View ユーザに対してパフォーマンスを大幅に改善します。単方向キャッシングの改良によ

り、WAAS のディスク使用量と CPU 負荷が軽減され、スケーラビリティが向上します。WAAS は、

包括的な WAN 適化アプローチであり、デスクトップ セッション トラフィックを含め、音声、ビデ

オ、プリント、ファイル システムなどのあらゆるタイプの WAN トラフィックを 適化します。これ

ら 2 つの機能が組み合わさることにより、帯域幅使用率の改善や VXI ユーザのユーザ エクスペリエン

スの向上といったメリットが得られます。

アプリケーション認識型 DRE

コンテキスト認識型 DRE を使用した高度な圧縮で実現される圧縮効率により、ディスク容量とメモリ

使用量が削減され、WAAS アプライアンスのスケーラビリティとパフォーマンスが向上します。この

機能は、WAAS 4.4 および 4.5 のリリースで使用できます。コンテキスト認識型 DRE は、単方向 DRE 
機能とデータの単一インスタンス機能をサポートします。WAAS によって 適化可能で、単方向の性

質を持つデスクトップ セッション トラフィックの 適化は、これら 2 つの機能によって大幅に強化さ

れます。

単方向 DRE 機能は、送信側 WAAS 上での不要なデータのキャッシングをなくすことにより、キャッ

シングの効率を向上させます。特定のトラフィックのキャッシュ データは、圧縮解除のためにその

データを必要とする受信側 WAAS 上でのみ保持されます。送信側 WAAS アプライアンスでは、同じ

データが逆方向に流れる可能性は低いので、このデータのコピーは保持されません。この機能は、デス

クトップ セッション トラフィックのように非対称の性質を持つトラフィックに対して効果があります。

同じデータが逆方向に流れた場合、そのデータは 初の伝送では 適化されませんが、その後に続く伝

送では 適化されます。非対称のトラフィックの場合、そのようなイベントが発生する可能性は低いの

で、パフォーマンスへの影響はわずかになります。なお、単方向キャッシュが必要なトラフィックと双

方向キャッシュが必要なトラフィックを WAAS に示すために、トラフィック分類が必要になります。

この機能の導入方法の詳細については、導入のガイドラインの項を参照してください。

データの単一インスタンスは、複数ブランチの多重接続に対してできる同じデータの多重コピーをなく

すことにより、キャッシングの効率をさらに向上させます。この機能により、メモリとディスク領域の

使用量が削減され、WAAS アプライアンスのスケーラビリティのパフォーマンスが向上します。この

機能は、WAAS が複数のユーザ セッションにわたってデータを 適化できるようになるため、複数の

ユーザに同じデスクトップ セッション データが伝送されている状況に対して効果があります（たとえ

ば、音声ストリームやビデオ ストリームなど）。この機能は、ネットワーク内で 適化を実行する（作

業をエンドポイントとサーバからオフロードする）という、VXI の明確なメリットを具体的に示すも

のとなっています。この機能は、単方向と双方向の両方の DRE で使用できます。

（注） Cisco VXI では、アプリケーション認識型 DRE 機能の恩恵が受けられるのは、WAAS で 適化できる

トラフィックに機能が適用されたときです。VMware View 環境では、WAAS によって RDP（暗号化

されていない）、MMR、USB、および PCoIP 制御セッション トラフィックを 適化できます。

WAAS 4.5 は、VMware View バージョン 4.x と 5.x、およびすべての VXC クライアント（VXC 2x00、
VXC 4000、および VXC -6215）と互換性があります。
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WAAS の導入

WAAS はネットワーク内では見えないので、何らかの形のネットワーク代行受信で、関連するトラ

フィック タイプを Cisco Wide Area Application Engine（WAE）にリダイレクトする必要があります。

Cisco WAAS では、多数のネットワーク代行受信方式をサポートしています。Cisco VXI システムで

は、次の 2 つの方式が推奨されます。

 • 物理的インライン インターセプション：Cisco WAE は、2 つのネットワーク デバイスの間、通常

はブランチ オフィス内のルータとスイッチの間に物理的に展開されます。これにより、WAN に向

けてネットワークを通過するすべてのトラフィックまたは WAN から戻ってくるすべてのトラ

フィックが WAE を物理的に通過するようになり、それにより、トラフィックを 適化する機会が

得られます。

 • Web Cache Communication Protocol Version 2：Cisco WAAS デバイスでは、Web Cache 
Communication Protocol Version 2（WCCPv2）がサポートされています。これにより、仮想的で

はありますがパス外のインライン展開が実現されます。WCCPv2 では、WAE デバイスは、ネット

ワーク上のアプライアンス（ネットワーク上のノードで物理的にインラインではない）として展開

されます。WCCPv2 は、1 つのサービス グループ内で Cisco WAE デバイスを 32 台まで使用可能

なスケーラビリティ、WAE デバイス間のロード バランシング、およびすべての WAE デバイスが

使用不可能になった場合のフェールスルー動作を提供します。さらに管理者がクラスタ内の WAE 
デバイスをほとんど中断なしで動的に追加または削除できるようにもなります。これは、VXI シ
ステム内で推奨される WAAS の導入モデルです。

次の図に示されたブランチ オフィスのセットアップ例では、Cisco WAE アプライアンスがローカル 
ルータ（通常は Cisco Integrated Services Router（ISR; サービス統合型ルータ））に接続されます。

データセンター内では、Cisco WAAS がデータセンター WAN エッジ ルータ（通常は Aggregation 
Services Router（ASR; アグリゲーション サービス ルータ））に接続されます。ブランチ ルータは、

VXI エンドポイントからのトラフィックを代行受信し、接続されている WAE に送信します。WAE は、

適化を行ってから、トラフィックをデータセンター WAN エッジ ルータに向けて送信します。DC 
WAN エッジ ルータはこのトラフィックを代行受信し、 適化のために Cisco WAAS コアへ送信しま

す。トラフィックはこの場所からデータセンターに到達します。
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図 28 ブランチ ネットワーク内の WAAS の展開

WAAS の展開は、WAAS Central Manager または Cisco Prime LMS を使用して管理できます。VXI シ
ステムでは、その使いやすさから WAAS Central Manager の使用を推奨します。

Cisco WAAS の導入には、下に一覧されている複数のフォーム ファクタを使用できます。ネットワー

ク設計者は、特に注意書きがない限り、相互運用性の観点とは無関係に任意のフォーム ファクタを選

ぶことができます。すべての WAAS モデルは、DC/キャンパス WAAS WAE ヘッドエンド アプライア

ンスと連携して動作します。ブランチまたは DC 機器の選択は、必要な規模および選択されたソフト

ウェアのバージョンに基づいて行われます。WAAS の詳細なサイズ設定ガイドラインについては、 
http://tools.cisco.com/WAAS/sizing  を参照してください。

表 5 WAAS フォーム ファクタ

25
43

98

Cisco WAAS 
Central Manager

Cisco WAAS 
 

 

WAN

Cisco WAAS  

 

   Cisco 6120 Nexus 
5000

Cisco UCS 5108

HVD 
 

VSS 
 ACE

Nexus 
7000  

 

WAAS フォーム 
ファクタ 主要な特徴 特別な設計上の考慮事項

WAAS アプライア

ンス

複数のフォーム ファクタで使用可能。す

べての機能をサポート。

DC 規模およびキャンパス内に適し

ています。

Cisco ISR G2 また

は Services-Ready 
Engine（SRE）に

よる WAAS

ルータ統合型のアプリケーション アクセ

ラレーション。専用のオンボード CPU、

メモリ、およびハード ドライブ。

WAAS Central Manager または 
Cisco Prime LMS によって管理され

ます。

中規模から大規模のブランチに適し

ています。
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WAN の変動とパス最適化

サービス プロバイダーによって提供される WAN サービスの変動は、VXI のユーザ エクスペリエンス

に悪影響を与える可能性があります。ブランチは、通常、複数のロード バランシングされた WAN リ
ンクで展開され、さまざまな遅延特性、ジッタ特性、損失特性を伴うさまざまな SLA および原価基準

を提供しているリンクが含まれます。VXI に必要なパフォーマンスを不規則に提供するリンクもあれ

ば、そうでないものもあります。お客様は、所有するアプリケーションがそうしたネットワークの変動

の影響を受けないようにすることに関心はありますが、一方でアクティブとスタンバイの WAN リンク

をブランチに導入することには、未使用帯域幅のコストが発生することから、ためらいがあります。シ

スコは、VXI ユーザがネットワークの問題に影響されなくなるように、ルータ上で Performance 
Routing（PfR; パフォーマンス ルーティング）機能を提供しています。特に、VXI に必要な WAN パ
フォーマンスを提供可能な他のパスが利用可能な場合にその効果を発揮します。

Performance Routing（PfR; パフォーマンス ルーティング）は、WAN 上の 適パスを選択すること

で、アプリケーションのパフォーマンスを改善します。PfR は、アプリケーションの到達可能性、遅

延、損失、ジッタなどのネットワーク指標を考慮に入れて、アプリケーションのニーズに基づいた 適

パスを選択できます。ネットワーク パフォーマンスを測定し、それらの指標がアプリケーション ニー

ズを満たさない場合は、トラフィックを動的に再ルーティングします。それにより、PfR は、WAN 経
由の VXI トラフィックに対してパス 適化と高度なロード バランシングを実現します。

PfR と WAAS は異なる形式の WAN 適化を提供します。これらが連携することで、相互に補完し合

い、単独の場合よりもさらに優れた VXI エクスペリエンスを WAN 上で提供できます。Cisco WAAS 
は、データ削減、圧縮、および TFO の各技術によりパフォーマンスを向上させ、WAN に対する帯域

幅のニーズを減らすことで機能します。ただし、PfR とは異なり、WAAS はネットワーク パフォーマ

ンスの変動には対処できず、そのため VXI のパフォーマンスはまだ影響を受ける可能性があります。

さらに、コストベースのリンク ポリシーが PfR で使用されると、企業は運用コストを削減できます。

PfR には、2 つの論理コンポーネントとして、Master Controler（MC; マスター コントローラ）と 
Border Router（BR; 境界ルータ）が存在します。MC は、PfR の中央プロセッサおよびデータ収集ポ

イントとして機能し、ルータ上またはスタンドアロン モードで稼働できます。MC は、すべての BR か
らネットワーク指標を収集し、設定済みのポリシーに対してトラフィック クラスの適合性を判定しま

す。判定に基づいて、MC は BR に現在の WAN リンクに留まるか、トラフィック パスを変更する（可

能な場合）ように指示できます。この実行は、当然のことながら BR 上でルート注入または動的ポリ

シー ベースのルーティング注入を使用して行われます。規模の小さい展開では、MC を BR 上に導入す

ることもできます。

WAAS Express ISR G2 ルータの IOS 上でネイティブに

稼働。

Cisco 1941、Cisco 2901、Cisco 2911、
Cisco 2921、Cisco 2951、Cisco 3925、
および Cisco 3945。

小規模から中規模のブランチに適用

可能です。アプリケーション 適化

は使用できません。

DC 内で WAAS 4.2.1 が必要です。

WAN リンクの T1、E1、3G、また

はシリアル リンクに適しています。

WCS 4.3 以上が必要です。

WAAS Mobile フットプリントが小さく、Windows アプ

リケーションとして動作。

WAAS モバイル マネージャが必要

です。

vWAAS 仮想アプライアンス、データセンター内

で稼働。WCCP リダイレクトをサポー

ト。

Virtual Security Gateway が使用され

ない場所での使用を推奨します。

WAAS フォーム 
ファクタ 主要な特徴 特別な設計上の考慮事項
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PfR は、次の 3 つの論理的な手順で動作します。

ステップ 1 トラフィック フローを特定し、その要件を理解します。

これは、トラフィック クラス、ポート、プロトコル、src/dst プレフィクスの情報を組み合わせて行わ

れます。VXI トラフィックでは、TCP/UDP ポートを使用してディスプレイ プロトコル トラフィック

を特定できます。

ステップ 2 ネットワーク パフォーマンスを測定し、監視します。

これは、BR 上で NetFlow ベースのモニタリングを使用することにより受動的に行われるか、ネット

ワーク プローブを送信して WAN リンクの健全性を測定することにより能動的に行われます。両方の

方法を同時に使用して、精度を高めることもできます。

ステップ 3 ルーティングとパスの方式を選択します。

これは、トラフィック クラス 適化を使用するか、リンク 適化を使用して行われます。VXI トラ

フィックでは、特定のトラフィック タイプのパフォーマンスを向上させることが目標なので、トラ

フィック クラス 適化が推奨されます。リンク ベースの 適化は、リンク コストに基づいて 適化を

行います。したがって、複数のトラフィック フローが 適にロード バランシングされます。このアプ

ローチでは、リンク コスト 適化が も重視されます。

VXI 固有の PfR のベスト プラクティスおよび PfR の導入については、この章で後述される「VXI ネッ

トワークに関する導入と設定のベスト プラクティス」の項を参照してください。

ブランチ内での VXI エンドポイント アクセス サービス

前にキャンパスのサブセクションで説明した PoE+、ロケーション トラッキング、自動ポート プロビ

ジョニングなどのすべてのキャンパス アクセス機能はブランチ環境内でサポートされており、VXI シ
ステムでは有効にする必要があります。

テレワーカー

Cisco VXI に対応したネットワークでは、テレワーカーは固定テレワーカーとモバイル テレワーカー

の 2 つに分類されます。どちらのテレワーカーも同じデータセンター内の同様の仮想デスクトップにア

クセスすることが可能です。唯一の違いは、リモートユーザがどこから接続を行うかということだけで

す。

固定テレワーカーは、Cisco Virtual Office（CVO）などのソリューションを活用しているユーザです。

Cisco Virtual Office ソリューションは、従来の社内オフィスではなく、その外部にいる作業者（フル

およびパートタイムの在宅勤務者、モバイル コントラクタ、管理職など）に安全で豊富なネットワー

ク サービスを提供します。データ、音声、ビデオ、およびアプリケーションを含む幅広いネットワー

ク サービスを提供することにより、Cisco Virtual Office は、従業員に対して包括的なオフィス環境を

効果的に構築します。Cisco Virtual Office ソリューションは、次のコンポーネントで構成されます。

 • Cisco 800 シリーズ Integrated Services Router（ISR; サービス統合型ルータ）と Cisco Unified IP 
Phone。

 • VPN ルータとポリシー、設定、ID を制御するための集中管理ソフトウェアが含まれるデータセン

ターの存在。

 • WAN 適化は、WAAS モバイル実装をサポートするシックおよびシン VXI エンドポイントを使

用したテレワーカーに提供されます。WAAS モバイルは、VPN ヘッドエンドの内側にあるデータ

センター内の WAAS モバイル サーバとペアになります。

 • 導入の自動化に関するガイダンスを含め、導入および統合を成功に導くシスコおよび承認済みパー

トナーによる導入サービスと継続的なサービス。
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Cisco VXI に対応したネットワークは、CVO ソリューションを使用した固定のテレワーカーにさらに

利点をもたらします。これらの機能強化には、Cisco 800 ISR の内側にある VXI エンドポイントも含ま

れます。エンドユーザは、Cisco 800 ISR と企業エッジ ルータの間に構築された VPN トンネルを使用

することにより、各自の仮想デスクトップに安全にアクセスできます。また、WAAS モバイルによっ

て提供される WAN 適化テクノロジーを使用することにより、VXI トラフィックが 適化され、

ユーザ エクスペリエンスが向上します。VXI 仮想デスクトップには、Cisco Unified Personal 
Communicator がインストールされます。ユーザは、Cisco Unified Personal Communicator アプリケー

ションから自分の席の IP フォンを制御できます。Cisco CVO ソリューションの詳細については、 
http://www.cisco.com/en/US/netsol/ns855/index.html を参照してください。

VXI のモバイル テレワーカーは、Cisco AnyConnect セキュア モビリティ クライアントと WAAS モバ

イルを実行可能な任意のエンドポイントから各自の仮想デスクトップに安全に接続します。モバイル 
テレワーカーの使用例では、Cisco IP Phone に関する要件はありません。モバイル テレワーカーは、

一般に、セキュアでないネットワーク ロケーションにいます。Cisco VXI の利点の 1 つに、エンドポ

イントの盗難、破損、紛失があっても、データは保護されたままであるということがあります。また、

WAAS モバイルによって提供される WAN 適化テクノロジーを使用することにより、VXI トラ

フィックが 適化され、ユーザ エクスペリエンスが向上します。

WAAS モバイル クライアントは、VPN 経由またはホーム オフィス内（CVO ルータ）で VXI データセ

ンターに接続するエンドポイント デバイス上にインストールされます。WAAS モバイルは、フットプ

リントが小さく、大多数のシンおよびシック エンドポイントでサポートされています。WAAS モバイ

ル クライアントは、VPN の内側に配置された WAAS モバイル サーバとペアになります。WAAS モバ

イル サーバは、WAAS ヘッドエンド アプライアンスと同一ではないことにご注意ください。つまり、

SRE 製品上の WAVE、WAAS express、または WAAS とペアになることはできません。テレワーカー 
エンドポイントがキャンパス環境内またはブランチ環境内にある場合、WAAS モバイル機能は無効に

なります。これにより、より機能の豊富な WAN 適化が可能になります。WAAS モバイル展開は、

パフォーマンスの監視と ROI の測定が可能な WAAS モバイル マネージャによって管理されます。

WAAS モバイルの詳細については、 
http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/contnetw/ps5680/ps6870/data_sheet_cisco_wide_area_app
lication_services_mobile.html を参照してください。

図 29 に、セキュアでない場所からセキュアな接続を使用してホステッド仮想デスクトップに接続して

いるモバイル テレワーカーを示します。

 • モバイル テレワーカーは、AnyConnect クライアントを使用して ASA VPN ゲートウェイとの SSL 
VPN 接続を確立します。

 • 次に、モバイル テレワーカーは、デスクトップ仮想化クライアントを使用してセキュア トンネル

経由で企業のデータセンター内のコネクション ブローカと通信し、認証を行います。

 • 認証に成功した後、コネクション ブローカは、モバイル テレワーカーに、使用可能な仮想デスク

トップを提示します。

 • 次に、モバイル テレワーカーは、目的の仮想デスクトップを選択して接続し、仮想デスクトップ 
セッションを確立します。これで、セッション全体が VPN トンネルによって保護された状態にな

ります。
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図 29 シック クライアントを使用したテレワーカー

VXI データセンター エッジ

ロード バランシング、SSL オフロード、および VXI ヘルス モニタリング

アプリケーションのアップタイムと可用性を維持することは、IT システム管理者の主要な関心事です。

Cisco VXI システム内の多くのミッションクリティカルなアプリケーションでは、システムの一部が応

答しなくなった際に透過的なフェールオーバーを必要とします。サーバのアップタイムは、生産性の低

下を防ぎ、ユーザが持続的に仮想デスクトップにアクセスできることを保証するうえで重要です。

Cisco VXI システムは、コネクション ブローカまたは仮想デスクトップの障害を検出し、動的なアプ

ローチを使用してこれらの障害の影響を軽減できなければなりません。仮想デスクトップ環境では、仮

想デスクトップの要求がサーバに送信される前に、インフラストラクチャの複数レイヤ（コネクション 
ブローカ、Active Directory、サーバ、ストレージなど）を検証することが推奨されます。すべての構

成要素がアクティブで使用可能なことを確認するには、ロード バランサでコネクション ブローカを検

証する必要があります。コネクション ブローカは、仮想マシンとそれらをホストしているサーバを検

証します。能動的なヘルス チェックで、プロトコル レイヤだけでなく、アプリケーション レイヤもテ

ストする必要があります。Cisco VXI ソリューションの Cisco ACE Application Control Engine 部分が

これらの機能を提供します。

デスクトップ仮想化は、データセンターへの常時ネットワーク接続に依存しています。過去 10 年間で、

可用性はすべてのネットワーク設計に対して不可欠な要素になりました。シスコは、データセンター、

キャンパス、ブランチ /WAN、インターネット エッジなど、エンタープライズ ネットワークの特定領

域に重点を置いたハイ アベイラビリティ ネットワークの設計ガイダンスを提供しています。階層型

ネットワーク設計は、ハイ アベイラビリティを実現するネットワークの設計において共通するテーマ

です。Cisco VXI システムに対応したネットワークを構築する際のハイ アベイラビリティ ネットワー

クの設計ガイダンスについては、次のリンクを参照してください。 
http://www.cisco.com/en/US/docs/app_ntwk_services/data_center_app_services/ace_appliances/vA1_7
_/configuration/device_manager/guide/UG_ha.html 

既存の DV 環境の可用性とスケーラビリティの要件をさらに強化する場合は、ロード バランシング ソ
リューションを導入することを推奨します。

ロード バランシングと SSL オフロードでは、Cisco ACE が、ワンアーム モードを使用してデータセン

ター内のアグリゲーション レイヤに導入されます。ワンアーム モードでは、Cisco ACE が、クライア

ント要求とサーバ応答の両方を処理する単一 VLAN で設定されます。この設計では、ルーテッド ACE 
導入とブリッジド ACE 導入も機能します。ワンアーム モードの場合、Client-Source NAT または 
Policy-Based Routing（PBR; ポリシーベース ルーティング）を設定する必要があります。それにより、

Cisco ACE は、NAT を使用して実サーバに要求を送信します。サーバ応答は、元のクライアントに直

接ではなく、Cisco ACE 経由で返されます。このトポロジは、Cisco ACE をネットワーク上のほぼど

25
44

01  

VPN 

Cisco ASA

WAN
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こにでも配置できるので便利ですが、NAT に依存するため、実現が不可能な場合もあります。なお、

ルーテッドまたはブリッジ モードの場合は、すべてのユーザのディスプレイ接続に対して十分な帯域

幅が存在することを確認してください。ワンアーム トポロジでは、Cisco ACE は、実サーバの「コネ

クション ブローカ」に独立ルータ経由で接続されるため、実サーバに対してスイッチとしてもルータ

としても機能しません。クライアントは、要求を Cisco ACE 上の Virtual IP（VIP; 仮想 IP）に送信し

ます。

少なくとも 2 台の Cisco ACE アプライアンスが必要です。Cisco ACE Application Control Engine モ
ジュールと Cisco ACE 4170 Application Control Engine アプライアンスのどちらも使用できます。

Cisco ACE モジュールを導入する場合は、マルチシャーシ EtherChannel を備えた Cisco Catalyst® 
6500 Virtual Switching System（VSS; 仮想スイッチング システム）1440 などのテクノロジーを使用す

ることが推奨されます。これにより、障害回復時に 1 秒以内のネットワーク コンバージェンスが実現

され、ネットワーク設計の耐障害性を向上させることができます。Cisco ACE 4710 アプライアンス

は、ポート チャネルを使用してアグリゲーション レイヤに接続され、ハイ アベイラビリティが実現さ

れます。Cisco ACE モジュールまたは 4710 アプライアンスは、セッションの持続性を実現しながら、

コネクション ブローカへの仮想デスクトップ要求をロード バランシングします。Cisco VXI システム

向けに Cisco ACE 上に実装されている主要な機能は次のとおりです。

 • コネクション ブローカのロード バランシング

 • コネクション ブローカのヘルス モニタリング 

 • クライアント IP アドレスに基づいたセッションの持続性

VXI 環境内で Cisco ACE を導入するためのベスト プラクティスのガイドラインについては、このマ

ニュアルの次の項を参照してください。

VPN の終端

デスクトップ サービスを提供するために、多くの IT 部門は、VPN ソリューションを利用して、ブラ

ンチ オフィスまたは固定およびモバイルのテレワーカー ロケーションから仮想デスクトップにアクセ

スするエンドユーザにセキュアな接続を提供するようになっています。Cisco ASA アプライアンスや 
Cisco AnyConnect セキュア モビリティ クライアントなどのソリューションにより、エンドユーザは、

各自の仮想デスクトップが存在するデータセンターに対して暗号化された接続を使用できます。

Cisco ASA 5500 シリーズ適応型セキュリティ アプライアンスは、クラス 高のセキュリティと VPN 
サービスを組み合わせた専用プラットフォームです。Cisco ASA 5500 シリーズでは、セキュア リモー

ト アクセス（SSL/IPsec VPN）、ファイアウォール、コンテンツ セキュリティ、および侵入防御用の特

別な製品エディションにより、特定の導入環境およびオプションに対するカスタマイズが可能になりま

す。ASA は、VPN コンセントレータやファイアウォールとして機能でき、すべてのトラフィックが受

信されるデータセンター エッジまたはキャンパス エッジの 初のポイントとなります。AnyConnect 
または IPSec に対応した ISR 800 ルータなどの VPN クライアントからのすべての VPN トンネルはこ

こで終端します。その他のネットワーク セキュリティの懸念事項および Cisco AnyConnect セキュア 
モビリティ クライアントを使用した Cisco ASA アプライアンスの詳細については、「セキュリティ」

の章で説明します。

VXI ネットワークに関する導入と設定のベスト プラクティス

WAAS 

WAAS では、Central Manager によって、一元的なポイントから Cisco WAAS ソリューションを管理

する必要があります。Cisco WAAS の Central Manager は、Cisco WAE アプライアンス上で動作しま

す。管理者が設定またはポリシーの変更を 1 台の Cisco WAE デバイスまたはそれらのグループに適用

すると、その変更は Cisco WAAS Manager によって管理対象の個々の Cisco WAE デバイスに自動的に
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伝播されます。各 Cisco WAE デバイスは、アプリケーション アクセラレータか Central Manager とし

て設定できます。ベスト プラクティスでは、プライマリとスタンバイの Central Manager を導入しま

す。

Cisco VXI 環境内の WAAS の設定

表 6 に、Cisco VXI ネットワーク上で WAAS を設定するために必要な設定情報を示します。

表 6 Cisco WAAS の設定情報

WCCP を使用した WAAS 対応のトラフィック代行受信の設定

この章で前述したとおり、WCCP を使用して、「対象となる」すべてのトラフィックを代行受信し、

WAAS に転送するようにルータを設定できます。WCCP サービス 61 および 62 は、インターフェイス

から WCCP グループへトラフィックを再ルーティングするようにルータに指示します。サービス 61 
は、入力トラフィックをリダイレクトし、サービス 62 は出力トラフィックをリダイレクトします。双

方向のトラフィック フローをリダイレクトするには、サービス 61 と 62 の両方が必要です。

この設定では単一のインターフェイスを使用して着信パケットと発信パケットを代行受信するので、

WAE サブネットは代行受信から除外してください。代行受信の除外が必要なのは、ルータがクライア

ントまたはサーバの Cisco WAE からのトラフィックを区別しないためです。ループが発生するため、

Cisco WAE からのトラフィックをルータが再びリダイレクトしないようにしてください。

入力インターフェイスには WCCP 代行受信サービス 61 を、出力インターフェイスにはサービス 62 を
設定します。インターフェイスからのすべての入力および出力パケットは、Cisco WAE に転送されて

適化されます。

詳細については、次のリンクにある優れた WAN 展開ガイドを参照し、WAAS の項をお読みください。
http://www.cisco.com/en/US/solutions/collateral/ns340/ns414/ns742/ns982/c07-610746-02_wanDeplo
y.pdf

作業内容 トラフィック タイプ 説明 /機能

製品マニュアルへの

リンク

Cisco WAAS Central 
Manager の設定

HTTPS 『Introduction to the 
WAAS Central 
Manager GUI』

ブランチおよびデータセ

ンターのルータ上での 
WCCP の設定

対象トラフィックの代

行受信

WCCP をサポートしてい

る IOS バージョン

『Configuring Traffic 
Interception』

アプリケーション アクセ

ラレータの設定

VMware RDP RDP 暗号化の無効化 『Configuring 
Application 
Acceleration』

コンテキスト認識型 DRE 
の設定

VMware RDP、USB、

および MMR
デスクトップ セッション 
トラフィックの単方向

キャッシングの有効化

『Configuring Context 
aware DRE』

ブランチおよびデータセ

ンターの Cisco WAE の設

定

『Configuring 
Network Settings』

Cisco WAAS を使用した

印刷の 適化

CIFS 『Configuring and 
Managing WAAS 
Print Services』
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WAAS アプライアンスと vWAAS は設計上、デバイスと VM で使用可能なすべての RAM を使用する

ことが予想されます。これは正常な状態です。不要なメッセージを回避するため、低メモリしきい値ア

ラートのレベルを高めに設定することが推奨されます。

Cisco VSG と Cisco vWAAS は、いずれも仮想アプライアンスであり、動作するには N1K DVS を必要

とします。どちらの仮想アプライアンスも N1K でトラフィックを代行受信する必要があり、現在は同

時にサポートされませんが、将来的にサポートされる予定です。対応策として、データセンターに 
VSG が設置されている場合は、WAAS アプライアンス フォーム ファクタを使用できます。データセ

ンターの WAAS アプライアンスは通常、データセンター エッジでトラフィックを代行受信し、動作に 
N1K を必要としません。vWAAS がデータセンターにインストールされている場合は、VSG ではなく 
Cisco ASA を使用して HVD トラフィックのセグメント化とファイアウォール保護を行うことが強く推

奨されます。

データセンターで vWAAS を使用する場合、トラフィックはデータセンター エッジの ASA を通過する

必要があります。Cisco ASA/PIX Firewall で Cisco WAAS 適化トラフィックを認識し、許可し、保

護できるように、新しい Command-Line Interface（CLI; コマンドライン インターフェイス）が用意さ

れています。Cisco ASA/PIX Firewall と Cisco WAAS の相互運用を容易にするため、この新しい CLI 
をクラス Modular Policy Framework（MPF）の一部として有効にしてください。

PoE+

Cisco VXC エンドポイントには 30W の電力が必要です。Cat4K のラインカードまたは Cat3K スイッ

チで PoE+ をサポートしている限り、特別な設定は必要ありません。コマンドの全リストとサポートさ

れているラインカードおよびスイッチを確認するには、次の製品マニュアルを参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/lan/catalyst4500/12.2/31sg/configuration/guide/PoE.html 

http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/lan/catalyst3750/software/release/12.1_19_ea1/configurati
on/guide/swint.html#wp1289756

ハイ アベイラビリティ：ISSU 

アクセス スイッチのハイ アベイラビリティは、Cat4K シリーズのモジュラ シャーシ スイッチによって

インサービス ソフトウェア アップグレードの形で提供されます。詳細な展開ガイドは、 
http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/switches/ps5718/ps4324/prod_white_paper0900aecd805e6
a95.html  にあります。

AutoSmart ポート 

静的な Smartports マクロは、ポートに接続しているデバイスに基づいて手動で適用できるポート設定

を提供します。静的マクロが適用されると、マクロに添付された CLI コマンドが既存のポート設定に

追加されます。これらの設定は、ポートでリンクダウンが発生すると削除されます。

現リリースの Cisco VXI システムについては、MAC アドレス グループに MAC Operationally Unique 
Identifier（OUI）ベースのトリガーを設定します。MAC アドレスを組み込みマクロまたはユーザ定義

のマクロにマッピングします。このマクロは、スイッチに接続している VXI エンドポイントが、上記

のトリガーに定義された条件を満たしている場合に適用されます。接続しているエンドポイントがマク

ロをトリガーしないと、ポートは信頼できないと見なされ、デフォルトでゲスト VLAN に配置されま

す。ユーザ定義マクロ ファイルはリモート サーバの場所に保持することができ、ネットワーク内のす

べてのアクセス スイッチで同じマクロを一貫して適用できます。これは、Cisco VXI に推奨される展

開モデルです。

手動の手順は次のとおりです。

 • macro auto mac-address グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用して、MAC アドレス

ベースのトリガーを設定します。
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 • ポート セキュリティ、VXI トラフィックに必要な QoS ポリシー、適切な VLAN、および dot1x な
ど、VXI クライアントに必要な設定を使用して VXI マクロを作成します。

 • macro auto execute グローバル コンフィギュレーション コマンドを使用して、MAC アドレス トリ

ガーを VXI マクロに関連付けます（remote url コマンドを使用すると、マクロをリモートから検索

できます）。

上記の手順は論理的に、Catalyst 4500E シリーズ スイッチと Catalyst  3000-X シリーズ スイッチの両

方に適用されます。特定の設定の詳細とコマンドについては、 
http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/lan/auto_smartports/12.2_55_se/configuration/guide/iosasp
cg.pdf  を参照してください。

ロケーション トラッキング

Cisco VXI のロケーション トラッキングの 小要件は次のとおりです。

Catalyst 4000 Switch IOS バージョン 12.2(52)SG 以降。

Catalyst 3000 Switch IOS バージョン 12.2(50)SE 以降。

MSE 3355： 大 18,000 のエンドポイントを追跡する大規模の展開に推奨されます。

MSE 3310： 大 2,000 のデバイスからなる小規模の VXI 展開に推奨されます。

現在、VXI 環境ではスイッチに保存されている管理タグおよび都市情報のみ利用できます。管理タグ

は、デバイスやユーザの論理グループに関連付けられた管理タグまたはサイト ロケーションです。

都市ロケーションは、RFC 4776 で説明されているとおり、通常は都市ロケーションの各種要素を示す

文字列です。

設定順序：有線スイッチ

ロケーション サービスには、スイッチを設定する必要があります。これには、ロケーション データの

設定と NMSP の有効化が含まれます。次に、スイッチ側の設定手順を示します。

 • スロット /モジュール /ポートの設定（1/0/20）を理解します。

 • 各スイッチ モデルに適した IOS バージョンを使用します。

 • NMSP を有効にします。

 • IP デバイス トラッキングを有効にします。

 • SNMP コミュニティに読み取りおよび書き込みアクセスを設定します。

 • 都市および管理タグ ロケーション識別子を設定します。

 • スイッチ インターフェイスに識別子を割り当てます。

上記の手順に関する CLI コマンドや、その他の有益なデバッグ情報については、 
http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/lan/catalyst3750/software/release/12.2_50_se/configuratio
n/guide/swlldp.html  を参照してください。

設定手順： WCS の場合。ロケーション情報を WCS にリレーするための有線スイッチが必要です。

WCS では、次の手順を実行します。

 • [Configure] > [Ethernet Switches] に移動します。

 • イーサネット スイッチを追加します。

 • IP アドレスを追加します。

 • 対応するロケーションを有効にします。

 • SNMP コミュニティ（読み取りおよび書き込み）を入力します。入力した SNMP コミュニティ ス
トリングは、Catalyst スイッチに割り当てた値に一致する必要があります。
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 • [Services] > [Synchronize Services] > [Switches] に移動します。

 • [Assign] をクリックして、優先する MSE に割り当てます。

 • スイッチを選択し、同期化します。

 • [Services] > [Synchronize Services] > [Switches] に移動します。

 • [System] > [Status] > [NMSP Connection] ステータスに移動します。

 • スイッチごとにアクティブな NMSP ステータスを確認します。

上記の両方の設定手順が完了したら、次の操作により、WCS で有線要素を表示できます。

 • [Context Aware Services] の [Wired] の下にある [Wired Switches] をクリックします。

 • スイッチのリストが表示されます。

 • 詳細を表示するスイッチの IP アドレスをクリックします。

詳細な設定手順や、ロケーション ベース サービス（context-aware-services とも呼ばれる）のスクリー

ン ショットは、次の場所にあります。

http://www.cisco.com/en/US/partner/products/ps9742/products_installation_and_configuration_guides
_list.html

http://www.cisco.com/en/US/partner/docs/wireless/mse/3350/7.0/CAS/configuration/guide/CAS_70.ht
ml

トラッキング

有線および無線 VXI エンドポイントは、IP アドレス、部分 IP アドレス、MAC アドレス、部分 MAC 
アドレス、または VLAN ID で検索できます。エンドポイントの場所やステータスに関する特定の条件

を満たしたときに通知するように、WCS を設定できます。設定に関する上記のリンクでは、トラッキ

ングのこれらの側面を取り扱っています。同様のクイック ビデオについては、
http://www.cisco.com/web/techdoc/wcs/location/client-tracking/tracking_wi-fi_clients.html?referring_
site=bodynav を参照してください。

PFR

PfR に関する VXI 設計上の推奨事項は、次のとおりです。

 • ディスプレイ プロトコル TCP/UDP ポートを使用した PfR のトラフィック クラスのパフォーマン

ス 適化を有効にします。これらのポートは、この章の前半に記載されています。

 • VXI トラフィックは高度対話型なので、PfR プロファイルおよびポリシーを定義するときは、

WAN における一方向の平均遅延目標を 100 ms にしてください。

PfR 機能は、Cisco ISR および Cisco ASR プラットフォームで使用できます。VXI ブランチ環境では、

ブランチで ISR を使用するかデータセンターの ASR で、BR 機能を展開してください。データセン

ターの ASR では、MC を有効にしてください。

（注） PfR がルート変更をトリガーする前にパケットを処理した WAAS アプライアンスが後続のパケットを

処理しないため、PfR は WAAS クラスタリングと連携して動作しません。

WAAS との PfR の展開と、DMVPN との PfR の展開はいずれも可能です。相互運用性の要件について

は、次のリンクを参照してください。
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『Enhancing the WAN Experience with PfR and WAAS』

http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/iosswrel/ps6537/ps6554/ps6599/ps8787/prod_white_paper
0900aecd806c5077.html 

冗長な VPN ネットワークでの PfR の使用

http://www.cisco.com/en/US/products/ps8787/products_ios_protocol_option_home.html 

PfR の展開には、複数の論理手順を伴います。次の表に、各フェーズとその関連文書を示します。

表 7 PfR の展開手順

DMVPN

Cisco WAN の展開ガイドは、VXI システムにおける DMVPN の展開に 適なリソースです。詳細につ

いては、 
http://www.cisco.com/en/US/solutions/collateral/ns340/ns414/ns742/ns982/c07-610746-02_wanDeplo
y.pdf を参照してください。

DMVPN と WAAS の両方とも、トラフィックの代行受信とリダイレクトに WCCP を使用します。展

開については、次のガイドラインに従ってください。

 • スポーク間の通信を有効にするには、WCCP を LAN の「in」と「out」に適用する必要がありま

す。スポークでは、LAN およびトンネル インターフェイスの「in」方向に WCCP を適用する必要

があります。ハブでは、LAN インターフェイスの「in」および「out」方向に WCCP を適用する

必要があります。これは、NHRP/WCCP バグの対処策です。これ以外の設定では、TCP トラ

フィックはスポーク間トンネルをトリガーできません。

 • EIGRP については、 初に「passive-interface default」コマンドを実行し、次に EIGRP ネイバー 
ピアリングを確立する必要があるインターフェイスに対して「no passive-interface <int_name>」
コマンドを実行することが推奨されます。

 • スポーク間トンネルの動的作成をサポートするため、DMVPN ハブ ルータには、LAN インター

フェイスの WCCP 62 アウトバウンドが必要です。

スポーク（ブランチ）には ISR G2 ルータ、ハブ（ヘッドエンド）には ASR/7200 シリーズ ルータを使

用することが推奨されます。DMVPN 機能を取得するため、どのルータにも IOS の Security Plus ライ

センスが必要です。

PfR の展開手順 設定に関する関連資料

トラフィック プロファイリング：トラフィッ

ク フローを識別および定義する方法。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/oer/configurati
on/guide/pfr-profile.html 

測定：前述のトラフィック フローに関する

ネットワーク メトリックの測定。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/oer/configurati
on/guide/oer-trf_lnk_util.html

ポリシー：ネットワーク メトリックとしきい

値およびトリガーのマッピング。処理の決定。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/oer/configurati
on/guide/oer-cfg_ap_polcy.html 

制御：ポリシーの決定に基づいたルート制御

処理の実施。

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/oer/configurati
on/guide/oer-trf_rte_ctl.html 

PfR の展開手順 設定に関する関連資料
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ACE 

Cisco ACE アプリケーション コントロール エンジンは定期的に、コネクション ブローカの状態を

チェックします。Cisco ACE は、プローブ情報を使用して、コネクション ブローカが 適なパフォー

マンスと可用性でユーザの要求を処理できるかどうかを判断します。

ユーザは、データセンターの仮想デスクトップにアクセスする必要がある場合、Cisco ACE で設定さ

れた仮想 IP アドレスに接続します。次に、Cisco ACE がユーザからの要求をコネクション ブローカに

転送します。特定のクライアント セッションが常に同じサーバに送信されるよう、Cisco ACE では、

クライアントとコネクション ブローカ間の複数のセッション持続性メカニズムをサポートしています。

Cisco ACE は、クライアントの IP アドレスに基づいてセッションの持続性を実行するように設定され

ます。このため、エンドポイントがプロキシ サーバを経由していると、セッションの持続性にいくつ

かの矛盾が生じることがあります。したがって、JSESSIONID クッキー持続性を使用することが推奨

されます。Cisco ACE は、クッキーを表示する SSL セッションを終了する必要があります。

Cisco ACE とコネクション ブローカが一緒に展開されている場合のベスト プラクティスとしては、ト

ンネルまたはダイレクト モードを使用するか、この 2 つの方法を組み合わせます。

 • ダイレクト モードでは、エンドポイントはすべてのディスプレイ プロトコルのアクティビティの

ためにコネクション ブローカを経由する代わりに、仮想デスクトップへの接続を確立します。ダ

イレクト モードには、コネクション ブローカにおけるロード（CPU/メモリ /ネットワーク）が大

幅に減少するなど、多くの利点があります。コネクション ブローカはエンドポイントからの初期

フェーズの接続に応答しますが、この動作にはリソースをほとんど使用しません。後続のデータ

は、エンドポイントと仮想デスクトップで稼働するエージェント間で直接やり取りされます。ダイ

レクト モードには、いくつかの欠点もあります。包括的なセキュリティ ポリシーが適用されてい

ない場合、エンドポイントは、コネクション ブローカをバイパスして仮想デスクトップに直接接

続できます。

 • トンネル（プロキシ）モードでは、エンドポイントは、リモート表示データを含むすべての通信

フェーズでコネクション ブローカへの接続を確立します。トンネル モードには、アクセス制御お

よびポリシーの適用をより厳密に行えることや、コネクション ブローカにおけるロード（CPU/メ
モリ /ネットワーク）の可用性が大幅に向上することなど、いくつかの利点があります。

図 30 に、ダイレクト モードを使用した Cisco ACE 4710 アプライアンスの展開を示します。Cisco 
ACE 4170 アプリケーション コントロール エンジン アプライアンスは、コネクション ブローカに対す

るロード バランシングのみ実施します。コネクション ブローカからユーザに仮想デスクトップが割り

当てられると、ディスプレイ プロトコルは Cisco ACE 4710 アプライアンスをバイパスします。Cisco 
ACE はワンアーム モードで設定されます。Cisco VXI システム対応のネットワークでは、ワンアーム 
モードが推奨されます。ディスプレイ プロトコルがエンドユーザと仮想デスクトップの間に存在する

ため、トランザクションの中央に Cisco ACE は必要ありません。このため、Cisco ACE では、使用可

能なデスクトップに関するコネクション ブローカからの着信エンドユーザ要求のロード バランシング

を行うためのリソースを節約できます。ACE はワンアーム モードで展開されるので、Source Network 
Address Translation（SNAT; 送信元ネットワーク アドレス変換）を設定する必要があります。
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図 30 ネットワークにおける ACE の展開

ACE の設定作業

表 8 に、DV サーバの可用性を向上させるための詳細な設定を示します。この表には、コンテキストが

示されていることがわかります。Cisco ACE が提供する仮想化デバイス環境は、コンテキストと呼ば

れるオブジェクトに分けられます。各コンテキストは、独立した Cisco ACE ロード バランサのように

動作し、独自のポリシー、インターフェイス、ドメイン、サーバ ファーム、実サーバ、および管理者

を持ちます。また、独自の管理も存在します。Cisco ACE が展開されると、他の仮想コンテキストの

管理とプロビジョニングに管理コンテキストが使用されます。VMware DV ロード バランシングとい

う仮想コンテキストを作成することがベスト プラクティスです。

表 8 DV サーバの設定

25
43

99

DV 

HTTPS

Cisco ACE

機能 トラフィック タイプ 説明 /機能 製品マニュアル

管理コンテキストの

設定

Telnet、SSH、SNMP、
HTTP、HTTPS、また

は ICMP のみ対応

管理コンテキストを使用

して次の設定を行います。

物理インターフェイス

管理アクセス

リソース管理

ハイ アベイラビリティ

『Configuring Virtual 
Contexts』

ワンアーム モードの

設定

コネクション ブローカ

のロード バランシング

には、ワンアーム モー

ドの使用を推奨

送信元 NAT が必要 『Configuring One-Arm 
Mode』
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関連情報

次に、この章で説明したハードウェアおよびソフトウェアを含む特定のベンダー情報の詳細へのリンク

を示します。

WAAS Central Manager GUI の概要 

http://www.cisco.com/en/US/docs/app_ntwk_services/waas/waas/v421/configuration/guide/intro.html#
wp1122501

VMware View 4.x の 初のリンク

http://kb.vmware.com/selfservice/microsites/search.do?language=en_US&cmd=displayKC&externalId
=1012382#View4.x

VMware View 4.x の 2 番目のリンク

http://kb.vmware.com/selfservice/microsites/search.do?language=en_US&cmd=displayKC&externalId
=1012382#View4x

『Configuring Traffic Interception』

http://www.cisco.com/en/US/docs/app_ntwk_services/waas/waas/v4013/configuration/guide/traffic.ht
ml

『Configuring Application Acceleration』

http://www.cisco.com/en/US/docs/app_ntwk_services/waas/waas/v4013/configuration/guide/policy.ht
ml

『Configuring Network Settings』

http://www.cisco.com/en/US/docs/app_ntwk_services/waas/waas/v4013/configuration/guide/network.h
tml

『Configuring and Managing WAAS Print Services』

http://www.cisco.com/en/US/docs/app_ntwk_services/waas/waas/v4013/configuration/guide/printsvr.ht
ml

VMware DV に対す

る仮想コンテキスト

の設定

RDP および PCoIP HTTPS 接続のロード バ
ランシング：レイヤ 4 ク
ラスマップを作成

『Configuring Virtual 
Server Properties』

セッションの持続性

の設定

送信元 IP アドレスに基づ

いたセッションの持続性

『IP Address Stickiness』

ヘルス モニタリング

の設定

regex チェックを使用

した HTTP プローブ

HTTP プローブ内の regex 
ステートメント

expect regex "View 
Administrator"

『Configuring Health 
Monitoring for Real 
Servers』

ロードバランシング 
アルゴリズムの設定

小負荷経路選択アル

ゴリズムを使用

サーバ上の 小接続数

predictor leastconns

『Load-Balancing 
Predictors』

送信元 NAT の設定 エンドユーザへの応答

時の接続で ACE がバイ

パスされないよう、

SNAT が必要

NAT アドレスとして仮想

アドレスを使用

『ACE NAT Configuration』

機能 トラフィック タイプ 説明 /機能 製品マニュアル
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データセンター

http://www.cisco.com/en/US/docs/solutions/Enterprise/Data_Center/DC_3_0/DC-3_0_IPInfra.html

キャンパス

http://www.cisco.com/en/US/docs/solutions/Enterprise/Campus/HA_campus_DG/hacampusdg.html

ブランチ /WAN 

http://www.ciscosystems.com/en/US/docs/solutions/Enterprise/Branch/srlgbrnt.pdf

物理インターフェイス

http://www.cisco.com/en/US/docs/app_ntwk_services/data_center_app_services/ace_appliances/vA1_7
_/configuration/device_manager/guide/UG_ntwk.html

管理アクセス 

http://www.cisco.com/en/US/docs/interfaces_modules/services_modules/ace/v3.00_A1/configuration/a
dministration/guide/access.html

リソース管理
http://www.cisco.com/en/US/docs/app_ntwk_services/data_center_app_services/ace_appliances/vA1_7
_/configuration/device_manager/guide/UG_confg.html#wp2700097

ハイ アベイラビリティ
http://www.cisco.com/en/US/docs/app_ntwk_services/data_center_app_services/ace_appliances/vA1_7
_/configuration/device_manager/guide/UG_ha.html

仮想コンテキストの設定
http://www.cisco.com/en/US/docs/app_ntwk_services/data_center_app_services/ace_appliances/vA1_7
_/configuration/device_manager/guide/UG_confg.html

ワンアーム モードの設定
http://www.cisco.com/en/US/docs/interfaces_modules/services_modules/ace/vA2_3_0/configuration/g
etting/started/guide/one_arm.pdf

セッションの持続性の設定

http://www.cisco.com/en/US/docs/app_ntwk_services/data_center_app_services/ace_appliances/vA1_7
_/configuration/device_manager/guide/UG_lb.html#wp1062118

ヘルス モニタリングの設定

http://www.cisco.com/en/US/docs/app_ntwk_services/data_center_app_services/ace_appliances/vA1_7
_/configuration/device_manager/guide/UG_lb.html#wp1045366

バランシング アルゴリズム

http://www.cisco.com/en/US/docs/app_ntwk_services/data_center_app_services/ace_appliances/vA1_7
_/configuration/device_manager/guide/UG_lb.html#wp1045366

送信元 NAT の設定：

http://docwiki.cisco.com/wiki/Basic_Load_Balancing_Using_One_Arm_Mode_with_Source_NAT_on
_the_Cisco_Application_Control_Engine_Configuration_Example

エンドポイントとアプリケーション
Cisco VXI システムには、デスクトップ仮想化（DV）とコラボレーション サービスを提供するさまざ

まなエンドポイントとアプリケーションが含まれています。デスクトップ仮想化対応の DV エンドポイ

ントでは、キーボード、マウス、およびタッチ スクリーン入力デバイスを介したユーザとデスクトッ

プの対話をサポートします。また、いくつかの USB ベースの印刷およびストレージ機能も備えていま
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す。ユニファイド コミュニケーション（UC）エンドポイントは、音声およびビデオ通信を実現しま

す。Cisco Unified Personal Communicator、Cisco UC Integration for Microsoft Lync（CUCILync）、
および Cisco Unified Communications for WebEx Connect（CUCiConnect）は、ユーザのホステッド

仮想デスクトップ（HVD）で展開されているソフトウェア アプリケーションを利用したデスクフォ

ン、UC 対応シン クライアント、または UC ソフトウェア アプライアンスのユーザ制御を可能にする

ことによって、仮想デスクトップと UC エンドポイント間の機能統合を実現します。

図 31 に、仮想デスクトップ環境の一般的なエンドポイント データ フロー図を示します。

図 31 一般的なエンドポイント データ フロー図

（注） VXI システム内の Cisco Unified Personal Communicator、Cisco UC Integration for Microsoft Lync
（CUCILync）および Cisco UC Integration for WebEx Connect（CUCIConnect）の検証に関する詳細に

ついては、『VXI Release Notes』および CVD の「パフォーマンスとキャパシティ」の章を参照してく

ださい。VDI 環境におけるサポートを確認するには、上記の UC アプリケーションに関する製品マ

ニュアルを参照することが推奨されます。また、これらのアプリケーションを展開する前に、使用する

環境内で十分な検証を行うことが強く推奨されます。

Cisco Virtual Experience Client DV エンドポイント 
VXC エンドポイント ファミリには、ゼロ クライアント（VXC-2X11 と VXC-2X12）、UC 対応シン ク
ライアント（VXC-6215）、シック クライアント用の UC 対応ソフトウェア アプライアンス

（VXC-4000）、VXI（UC/DV）対応タブレット Cisco Cius などがあります。
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VXC 2x11 ゼロ クライアント

シスコでは、VMware View ホステッド仮想デスクトップ環境に接続できる 4 つの VXC ゼロクライア

ント モデルを提供しています。Cisco VXC-2111 と VXC-2211 は、ハードウェアベース（Teradici 
チップ ベース）のゼロクライアントです。これらのデバイスは、PCoIP ディスプレイ プロトコルを使

用して VMware View 環境に接続するために必要な機能を提供します。VXC-2112 と VXC-2212 も、

軽量の組み込み OS を実行するゼロ クライアントであり、ディスプレイ プロトコルとして RDP を使用

して VMware View 環境に接続するために必要な機能を提供します。

Cisco VXC-2111 および VXC-2112 エンドポイントは、Cisco IP Phone 9971、9951*、または 8961 に
シームレスに接続します。この設定により、UC と DV の機能を備えた単一の統合デバイスが実現され

ます。たとえば、ユーザは HVD 上の Cisco Unified Personal Communicator または UC Integration for 
WebEx Connect からインスタント メッセージング、ディレクトリ ルックアップ /連絡先リスト、プレ

ゼンス、および会議を含む Cisco IP テレフォニー コントロールにアクセスする一方、ローカルの IP 
フォンで音声やビデオを使用することができます。IP フォンは、ネットワークで各メディア タイプを

別々に処理および優先順位付けできるように、UC メディア トラフィックを DV ディスプレイ プロト

コル トラフィックからインテリジェントに分離します。

図 32 Cisco VXC-2111

VXC-2111 または VXC-2112 には、ネットワーク アクセス用に IP Phone の PC ポートに接続するイー

サネット ポートが搭載され、Cisco IP Phone 側に接続する電源ケーブルが付属しています。このアプ

ローチにより、単一のイーサネットベース ネットワーク接続でネットワーク接続と電源の両方を UC 
および DV エンドポイントの両方に提供できます。VXC ネットワーク トラフィックをデータ VLAN 
に配置することが推奨されます。ゼロ クライアントは、DV トラフィックの QOS マーキングを実行し

ません。VXC エンドポイントの DV トラフィックに対する QoS マーキングの適用のガイダンスについ

ては、「QoS」の章を参照してください。

VXC-2111 または VXC-2112 は、基本構成（つまり、キーボード、マウス、単一のモニタ接続）にあ

る場合に 802.3AT ベースのインライン パワー（PoE、25.5W）が必要ですが、USB ポート、Cisco 
Key Expansion Module（KEM; キー拡張モジュール）、または複数のモニタが必要とされるその他の構

成には外部電源（CP-PWR-CUBE-4）が必要になります。

拡張構成に十分な電力を供給するもう 1 つの方法として、 新の Catalyst 4500E スイッチで使用でき

る Universal Power over Ethernet（UPoE）機能を利用します。外部電源によってエネルギー コストと

ケーブルの管理と複雑さが増すような展開には、このオプションが推奨されます。Cisco Catalyst 
4500E の UPoE テクノロジーは、 大 60 ワットの電力を提供し、非常に幅広いエンドポイントをサ

ポートできるほか、可用性の向上、OpEx の低下、展開の高速化という利点があります。UPoE の詳細

については、www.cisco.com/go/upoe/ を参照してください。Catalyst 4500E スイッチには Cisco 
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EnergyWise のフルサポートがあります。このサポートは、全社間の電力制御を一元化する UPoE を介

して拡張されます。設計上の考慮事項について、「VXI ネットワーク」の章の「UPoE」の項も参照し

てください。

本書執筆時点では、UPoE は 9.2(1) 以降のファームウェアを実行する IP Phone 8961、9951 または 
9971（VXC 2111 または 2112 に接続）でのみ使用できます。

ブランチまたはホーム オフィスで使用される場合、VXC-2111 または VXC-2112 は、8961、9951、
9971 の VXC VPN 機能を使用して、SSLVPN 経由でキャンパスに接続できます。なお、8961、9951、
9971 上で動作している電話ロードは、VXC VPN 機能をサポートしている必要があります（必要とさ

れる特定の VXC ファームウェアはありません）。IP フォン上で使用可能な SSLVPN 機能の詳細なガイ

ダンスについては、「セキュリティ」の章を参照してください。

UPoE および SSLVPN をサポートする適切な電話ロードについては、『Cisco VXI Configuration 
Guide』を参照してください。

VXC クライアントの設定の詳細については、http://www.cisco.com/go/vxc/ を参照してください。

（注） VXC 2100 をサポートしているのはシリアル番号 FCH153681E0 以降または VID V05 以降の IP Phone 
9951 です。

VXC-2111/VXC-2112 および VXC-2211/VXC-2212 の詳細については、 http://www.cisco.com/go/vxc/ 
を参照してください。

図 33 Cisco VXC-2211

VXC-2211 または VXC-2212 ゼロ クライアント エンドポイントは、スタンドアロンの DV アプライア

ンスであり、DV 機能を提供します。また、Cisco UC エンドポイント（Cisco 79XX IP Phone など）に

関連付けられている場合、関連付けられた IP Phone の音声およびビデオ機能に依存しながら、ホス

テッド仮想デスクトップ上の Cisco Unified Personal Communicator を使用して統合化されたユーザ エ
クスペリエンスを実現します。

VXC-2211 または VXC-2212 が基本構成（つまり、キーボード、マウス、単一モニタ接続）にある場

合、802.3AF ベースのインライン パワー（PoE、15W）で十分ですが、その他の構成には 802.3AT 
ベースのインライン パワー（PoE、25.5W）または外部電源（CP-PWR-CUBE-4）が必要になります。

VXC-2211 または VXC-2212 は通常、アクセス スイッチに直接接続します。VXC-221Xのポートは

データ VLAN に配置することが推奨されます。
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VXC クライアントの設定の詳細については、http://www.cisco.com/go/vxc/ を参照してください。

VXC 6215 UC 対応シン クライアント

VXC-6215 は、シスコの次世代型 VXC クライアントであり、ディスプレイ プロトコルに PCoIP を使

用して VMware View 環境に接続できます。また、 適化された UC 音声 /ビデオ機能を HVD に提供

する追加の Cisco Unified Communications ソフトウェア アプライアンスを搭載することもできます

（注： 初のファームウェア リリースでは、この UC ソフトウェア アプライアンスのアドオンを PCoIP 
HVD セッションに対して使用することはできません。使用可能になる時期については、

www.cisco.com/go/vxc/ を参照してください）。これにより、DV ユーザは、各自のデスク上にある単

一のデバイスを使用して、インスタント メッセージング、電子メール、プレゼンス、および音声 /ビデ

オ会議を利用したコラボレーションが可能になります。VXC-6215 は、ネットワークで各メディア タ
イプを別々に処理および優先順位付けできるように、UC メディア トラフィックを DV ディスプレイ 
プロトコル トラフィックからインテリジェントに分離します。ユーザ HVD 内でデスクフォン制御モー

ドで動作する UC 対応アプリケーション（CUPC など）とシン クライアント内で動作するローカルの 
UC ソフトウェア アプライアンスの組み合わせは、デスクトップと音声 /ビデオ会議の両方のアプリ

ケーションについて良好なユーザ エクスペリエンスを維持したまま、ユーザのデスクフォンおよび PC 
と置き換わることを目的としています。このソリューションは、UC のサバイバビリティを必要としな

い、キャンパス ワーカーとリモート ワーカーの場合に適しています。

（注） SRST は、VXC-6215 の 初のリリース バージョンではサポートされていません。SRST 機能は、今後

のリリースでサポートされる予定であり、アップグレード オプションとして提供される予定です。

図 34 Cisco VXC-6215

VXC-6215 は、2 つのモード（標準の VDI モードまたは Cisco UC と統合した VDI モード）で動作し

ます。標準の VDI モード（UC 機能なし）の場合、VXC-6215 は、RDP 7 または PCoIP を使用した 
VMware View 4.x または 5.0 をサポートします。Cisco UC と統合した VDI モードは、VMware View 
HVD 環境向けの VXC-6215 の 初のファームウェア リリースではサポートされません。使用可能に
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なる時期については、www.cisco.com/go/vxc/ を参照してください。VXC-6215 には、外部電源が必要

です。VXC-6215 は、アクセス スイッチに直接接続します。VXC-6215 のイーサネット ポートはデー

タ VLAN 内に配置することが推奨されます。

VXC クライアントの設定の詳細については、http://www.cisco.com/go/vxc/ を参照してください。

シック クライアント用の VXC 4000 UC ソフトウェア アプライアンス

Cisco VXC-4000 は、UC 対応ソフトウェア アプライアンスです。DV 機能用に VMware View Client 
が動作しているシック クライアント（Windows OS）に対して UC 音声機能を提供します。VXC-4000 
は、HVD 内で動作している Cisco Unified Personal Communicator や Cisco Unified Communications 
Integration for Microsoft Lync のようなアプリケーションによって制御されているとき、ローカル シッ

ク クライアント上で音声メディア ストリームを終端することにより、DV ユーザに対して UC 音声コ

ラボレーションを提供します。Cisco Unified Communications Manager（7.1.x 以降）、および Cisco 
Unified Presence サーバ（8.0 以降）が必要です（Microsoft Lync に対する Cisco Unified Integration 環
境の場合、Cisco Unified Presence Server は必要ありません）。このソリューションは、ネットワーク

で各メディア タイプを個別に処理および優先順位付けできるように、デスクトップ プロトコルと UC 
メディア（音声）トラフィックをインテリジェントに分離します。ユーザ HVD 内でデスクフォン制御

モードで動作する CUPC とシック クライアント内で動作するローカル メディア エンジンの組み合わせ

は、ユーザがデスクトップフォンに期待する高い音声品質を維持したまま、ユーザのデスクトップフォ

ンと置き換わることを目的としています。VXC-4000 では、単一の DV アプライアンスを使用して作

業とコラボレーションをシームレスに行うことができるようになるので、ユーザ エクスペリエンスが

向上します。VXC-4000 は、再利用される PC を含め、ユーザの既存の Windows ベースのコンピュー

ティング デバイスにインストールできます。このことは、既存の PC への投資を活用する場合、請負業

者、在宅勤務、BYOD の場合に特に役立ちます。

図 35 Cisco VXC-4000
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Cisco VXC-4000 のホストされた UC ソフトウェア アプライアンスにより、UC と DV の機能を備えた

単一の統合デバイスが実現されます。たとえば、ユーザは HVD 上の Cisco Unified Personal 
Communicator または UC Integration for Lync からインスタント メッセージング、ディレクトリ ルッ

クアップ /連絡先リスト、プレゼンス、および音声会議を含む Cisco IP テレフォニー コントロールにア

クセスする一方、ローカルの UC ソフトウェア アプライアンスで音声を使用することができます。

シック クライアント（Windows XP および Windows 7）では、DV と UC のクライアントだけでなく、

他のアプリケーションも実行することができます。

シスコの VPN クライアント AnyConnect もシック クライアントにインストール可能であり、VXC 
4000 と互換性があります。VXC-4000 UC ソフトウェア アプライアンスでは、HVD へ接続する機能は

提供されません。この機能は、VMware View クライアント アプリケーションによって実現されます。

ユーザは、VMware View 環境に接続するために、VMware View Client をシック クライアントにイン

ストールする必要があります。UC ソフトウェア アプライアンスの音声機能へアクセスするために使用

される周辺機器は、HVD にリダイレクトしないでください。代わりに、それらのデバイスは、ローカ

ルに接続されたままにしておく必要があります。たとえば、USB ヘッドセットを取り付ける場合は、

シック クライアントの OS からローカルに利用できるようにしておく必要があります。

VXC 4000 は、現在、音声ストリームのみをサポートしていますが、今後のリリースでビデオもサポー

トされる予定です。VXC 4000 は、起動されると 小化された状態になり、バックグラウンドで動作し

ます。ユーザ インターフェイスの機能は、CUPC によって制御されている間のみ動作するように設計

されているので、UC アプライアンスをスタンドアロン モードで実行することは推奨されず、サポート

もされません。エンドユーザは、HVD 内で動作している CUPC または CUCI-Lync インスタンスの 
CTI 制御エンドポイントとして VXC-4000 デバイスを選択する必要があります。

（注） VXC-4000 は、 初のリリースでは SRST をサポートしていません。そのため、リモート サイトのサ

バイバビリティを必要とするブランチ ユーザには推奨されません。

VXC クライアントの設定の詳細については、http://www.cisco.com/go/vxc/ を参照してください。

VXC メディア ターミネーション機能

VXC 4000 には、音声とビデオがシック クライアント PC 上で直接終端されるメディア エンジンが搭

載されています。これにより、メディア ストリームはエンドポイント間の 適パスを使用できるよう

になり、ネイティブ ネットワーク ベースの QOS が適用されるようになります。また、UC メディアを

ローカルに処理するローカル UC メディア エンジンがクライアント側に存在することにより、ソフト

フォン モードの UC アプリケーションが HVD の内部で動作しているときのユーザ エクスペリエンス

の低下が回避されます。このユーザ エクスペリエンスの低下は、UC メディア ストリームがディスプ

レイ プロトコルでデータセンター内の HVD までわざわざ戻り、そこから折り返してリモート エンド

ポイントに向かうことが原因で起こります。これにより、遅延が増加するだけでなく、帯域幅やサーバ 
リソースが過度に使用されることになります。これは、ヘアピン動作と呼ばれています。

HVD クライアントの場合、ユーザにリッチなユーザ エクスペリエンスを提供するうえで、仮想デスク

トップ ソリューションの も重要な部分は、データセンターに戻る方向の接続を提供しているネット

ワークになります。VXC-4000 は、UC メディア トラフィックをインテリジェントに分離し、ディスプ

レイ プロトコル トラフィック（PCoIP/RDP）の外に出して各トラフィック タイプのネットワーク認識

を可能にすることにより、ネットワークを有効に利用できるように設計されています。UC 対応 VXC 
クライアントは、ネイティブ VLAN タギングや QoS タギングを行いませんが、アクセス スイッチで 
QoS マーキングが設定されている場合、ネットワーク内の UC メディア トラフィックと HVD メディ

ア トラフィックの両方に対して QoS を適切に処理できます。詳細については、「QoS」の章を参照して

ください。UC 対応 VXC クライアントでは、DV トラフィックが VXC デバイスと HVD をホストして

いる DC との間を流れますが、UC メディア トラフィックは UC 対応エンドポイント間を直接移動でき
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るので、メディア トラフィック フローがさらに 適化されます。UC 対応 VXC クライアントは、異な

るメディア フローが各メディア フローのネットワーク認識に従って分離される機能により、クラス

高のユーザ エクスペリエンスを実現します。

VXC-4000 のデスクフォン制御シグナリングは、ハードフォン制御と同様にディスプレイ プロトコル

の外側で行われます。VXC 4000 は、ロケーション認識を有効にして CUCM に登録します。これによ

り、さまざまなタイプのリンクを通過するメディアに対して CAC、E911、およびコーデック選択が向

上します。これは、ソフトフォンが HVD 内で動作し、CUCM がエンドポイントの場所を認識しない

ソフトフォン ベースのソリューションとは異なっています。

図 36 Cisco VXC-4000 を使用したメディアの分離

VXC 4000 QOS の考慮事項

Cisco VXC 4000 では現在、QoS に関するベストエフォート方式で、DV トラフィックを含むすべての

データ トラフィックが処理されます。DV トラフィックが有線または無線リンク上の他のデータ トラ

フィックよりも優先されるよう、管理者は、アクセス スイッチまたは無線アクセス ポイントで QoS 
マーキングが実行されるように設定する必要があります（特定の DV トラフィック マーキングの推奨

事項については、「QoS」の章を参照してください）。また、高品質なユーザ エクスペリエンスを実現

するために、QoS マーキングをアクセス ポイントと HVD の間に一貫して適用する必要があります。

すべてのトラフィック（DV および音声）は、同じインターフェイスを介して送信されます。各種トラ

フィック フローの相対サイズにより、ネットワーク インターフェイスの帯域幅がオーバーサブスクリ

プションになる状況が生じる可能性があります。前述のとおり、DV と音声のトラフィックが適切に優

先順位付けされるように、QoS マーキングをアクセス ポイントで実行する必要があります。
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テレフォニー コールでは、使用されているコーデックに対応する一定の RTP メディア フローが生成さ

れます。たとえば、G.722 音声コールでは、コール中に（デュプレックス コールであるため）各方向で

約 80 kbps が使用されます。次の表に、VXC 4000 がサポートする音声およびビデオ コーデックの公称

帯域幅使用量を示します。

表 9 コーデック /帯域幅使用量

デスクトップ仮想化の帯域幅は、より非対称的になります。帯域幅使用量は、ユーザのホステッド仮想

デスクトップにおけるアクティビティの量にも関係します。たとえば、アイドル状態のデスクトップで

は非活動的な少量のトラフィックしか生成されず、視覚的に機能豊富なアプリケーション（フラッシュ 
ビデオなど）を実行するデスクトップはより多くの帯域幅を使用します。

シック クライアントでは、他のアプリケーションも実行可能であり、それらもネットワーク帯域幅を

使用します。たとえば、ローカル ブラウザを実行すると、シック クライアント上の DV および UC ア
プリケーションのトラフィック以外のトラフィック フローも生成されます。

ネットワークに対する影響を評価する場合は、VXC エンドポイントの集約帯域幅使用量を考慮する必

要があります。適切な QoS がエンドユーザに提供されるように、適切なネットワーク設計を実装して

ください。

Cisco VXC-4000 では、DV トラフィックに対する QoS マーキングは提供されません。UC トラフィッ

クに対するマーキングは提供されますが、一般にこれらのマーキングはアクセス スイッチで考慮され

ません。UC および DV トラフィックの QoS マーキングは、アクセス スイッチまたは WiFi アクセス 
ポイントで設定することが推奨されます。VXC 4000 上または CUCM デバイス プロファイル上で音声

プロパティを設定することにより、音声トラフィックの UDP ポート範囲（デフォルトのポート範囲は 
24576 ～ 32768）を制限することができます（独立したセキュアな音声ネットワークを持つ環境内に導

入されるときの実装の詳細および特別な考慮事項については、このガイドの「QoS」の章を参照してく

ださい）。

Cisco Cius による DV エンドポイント

Cius の概要

Cisco Cius は、7 インチ対角サイズの高解像度カラー タッチスクリーン タブレットです。Cius は 
Android オペレーティング システムで動作し、WiFi（802.11a/b/g/n）、Bluetooth 2.1、Cisco 
Telepresence の相互運用性を備えた HD ビデオ（720p）、および音声 /ビデオ会議、プレゼンス、イン

スタント メッセージング、WebEx Meeting Center へのワンクリック アクセスなどのコラボレーション 
アプリケーションをサポートします。Cisco Cius は、仮想デスクトップ シン クライアントとしても機

能します。一元管理およびアプリケーション制御ポリシーを備えた Cius は、ナレッジ ワーカーおよび

エグゼクティブ向けの初のエンタープライズ対応タブレットであり、業界内で も包括的で信頼性が高

く、セキュアなコラボレーション エクスペリエンスを提供します。Cius は、スタンドアロン デバイス

としても、コンパニオン ドッキング ステーション（Cius メディア ステーション）と組み合わせても使

用できます。

Cius デバイスは、取り外しおよび保守の可能な 8 時間バッテリによって電力供給され、Cius バッテリ

の充電が可能な 5Vdc 電源アダプタが付属しています。使用可能なドッキング ステーションには、

-48Vdc 電源アダプタが付属しています。Cius をドッキングしている場合、バッテリの充電には 

コーデック 帯域幅使用量

g.729 24 kbps、対称的

g.711、g.722 80 kbps、対称的

iLBC 15.2 kbps、対称的
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-48Vdc 電源アダプタを使用するので、5Vdc 電源アダプタは不要になります。省エネルギーおよび単

一ワイヤの利便性を活かすため、Cius ドッキング ステーションでは Power-over-Ethernet（802.3AT 
30W が必要）をサポートしています。Cius タブレットでは、PoE+ 接続で完全に電力供給および充電

できるので、外部の電源アダプタは必要なくなります。

図 37 Cisco Cius エンドポイント

Cius の管理

Cisco Cius タブレットは Cisco Unified Communications Manager（7.1.5 または 8.5 以降）を介して一

元管理されるので、エンタープライズ環境にとって理想的です。管理者は、Cisco Unified 
Communications Manager（Cisco Unified CM）を利用することで、ポリシーの設定、機能の有効化、

さらにはデバイスの紛失や盗難に備えたデバイスのロックやワイプを実行できます。また、管理者は、

USB ポート（有効化 /無効化）、ビデオ通話機能、Android アプリケーション マーケットへのアクセ

ス、およびリモート VPN アクセスを制御することができます。
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図 38 Cius の管理

Cius アプリケーション

Cius アプリケーションは、4 つの方法でアクセスおよびインストールできます。アクセスは、Cisco 
UCM ポリシーの設定によって定義されます。管理者は、すべてのオプションを有効にすることも、組

織のポリシーに応じて一部のオプションを無効にすることもできます。使用可能なアプリケーション 
ストアには、次のオプションがあります。
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 • 標準の Android マーケット ストア：このオプションを選択すると、インターネットベースの 
Android マーケット サイトにアクセスできます。アクセスは Cisco UCM を介して設定され、デ

フォルトで有効になります。

 • Cisco UCM が管理する Android アプリケーション（APK ファイル）：Cisco UCM の「サービス サ
ブスクリプション」機能を使用することで、組織は APK アプリケーションを所有し、管理できま

す。このオプションでも、Web パブリッシャを使用する必要があります。

 • 不明な送信元 Web サーバ（一般に社内で稼働）：このオプションは、オプション 2 と似ています

が、これらのアプリケーションの管理に Cisco UCM を使用しないという点で異なります。

 •  APK アプリケーションのアクセスおよびポリシーの管理には、別個の管理ツールが使用されます。

このオプションは、デフォルトで無効になります。

 • Cisco App HQ：このオプションを選択すると、シスコが管理する AppStore にアクセスできます。

この AppStore に登録した Cius ユーザは、使用可能なアプリケーションをダウンロードできます。

Cisco App HQ へのアクセスは、Cisco UCM を介して設定され、デフォルトで有効になります。

上記のいずれかの方法で管理できるアプリケーションは、DV 対応アプリケーションの WYSE 
PocketCloud と VMware View Client であり、Cius ユーザはこれらのアプリケーションを利用して、

VMware View 接続サーバからホステッド仮想デスクトップにアクセスできます。WYSE Pocket Cloud 
Pro アプリケーションは RDP ディスプレイ プロトコルをサポートし、VMware View Client は RDP と 
PCoIP の両方のディスプレイ プロトコルをサポートしています。いずれのベンダーも、Cisco Cius で
の動作やパフォーマンスを向上させるためにそれぞれの DV アプリケーションを 適化しています。

図 39 Cius アプリケーション

これらのアプリケーション管理機能を備えることで、IT 部門は、準拠していると思われるアプリケー

ションにユーザ、またはユーザのグループを制限できます。管理者は、不明なソースからのアプリケー

ションのインストールを無効にして、公共の Android マーケットからのアプリケーションを禁止でき

ます。

Cius の動作モード

Cisco Cius は、スタンドアロンモードで使用できます。このモードでは、すべての接続が WiFi 接続を

経由し、ユーザ インターフェイスはタッチスクリーン ディスプレイがベースとなります。また、コン

パニオン ドッキング ステーションと一緒に使用し、外部のモニタ、マウス、およびキーボードに接続

することもできます。ドッキング ステーションは、第 2 の有線イーサネット接続を提供します。ドッ

キング ステーションの使用により、Cius はタブレット コンテンツ使用デバイスから、ホステッド仮想

デスクトップに接続できる全機能型デスクトップ デバイスに変わります。この機能により、Cius をす

べての機能を備えた（パワーポイントやワード文書を作成する）コンテンツ作成デバイスとして使用で

き、専用 PC を使用しているようなエクスペリエンスを得ることができます。

他の Desktop Virtualization（DV; デスクトップ仮想化）エンドポイントと異なり、Cisco Cius はロー

カルの音声およびビデオ メディア プレーンを備えています。つまり、Cisco Cius からのコールは、

Cius デバイス自体に搭載された音声およびビデオのメディア チャネルによってサポートされます。メ

ディア チャネルのフローは、ユーザのホステッド仮想デスクトップを経由せず、直接宛先デバイスま
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で、使用可能な 適のネットワーク パスによって確立されます。ドッキングされている場合、UC アプ

リケーション クライアントの [Cius Phone] は、WiFi ネットワーク上の UC シグナリング接続を維持し

ながら、UC メディア トラフィックを有線インターフェイス経由でルーティングします。このアプロー

チにより、ドッキングやドッキング解除の処理中もシグナリング接続を維持できるので、システムは有

線と無線のアクセス ネットワークの間でメディア接続の切り替えを調整できます。

図 40 VMware フロー

Cisco QoS

Cisco Cius では現在、QoS に関するベストエフォート方式で、DV トラフィックを含むすべてのデータ 
トラフィックが処理されます。音声およびビデオ トラフィックだけがマークされ、QoS マーキングに

従ってキューに入れらます。DV トラフィックが無線リンク上の他のデータ トラフィックよりも優先さ

れるよう、管理者は、無線アクセス ポイントで QoS マーキングが実行されるように設定する必要があ

ります（特定の DV トラフィック マーキングの推奨事項については、「QoS」の章を参照してくださ

い）。また、高品質なユーザ エクスペリエンスを実現するために、QoS マーキングをアクセス ポイン

トと HVD の間に一貫して適用する必要があります（詳細については、このガイドの「QoS」の章を参

照してください）。Cius がドッキングされている場合、DV トラフィックと UC メディア トラフィック

は別個のネットワーク パスを維持します。無線アクセスを求めたビデオおよび音声トラフィックとの

競合がなくなるので、QoS マークの付いた DV トラフィックは、ネットワーク上のアクセス ポイント

からデータセンターまで他のデータ トラフィックよりも優先されます。

30
10

27

IP 

UC  

UC DV

WiFi アクセス ポイント

QoS 
ip access-list PCoIP
permit tcp and eq 1494 any
class-map type qos match-any
TRANSACTIONAL-DATA
match access-group name ICA
class TRANSACTIONAL-DATA
   set cos 2
   set dscp af21

QoS 
ip access-list PCoIP
permit tcp and eq 1494 any
class-map type qos match-any
TRANSACTIONAL-DATA
match access-group name ICA
class TRANSACTIONAL-DATA
   set cos 2
   set dscp af21

QoS 
ip access-list PCoIP
permit tcp and eq 1494 any
class-map type qos match-any
TRANSACTIONAL-DATA
match access-group name ICA
class TRANSACTIONAL-DATA
   set cos 2
   set dscp af21
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スタンドアロン モードで使用されている（ドッキング解除されている）場合、すべてのトラフィック

は WiFi インターフェイスを経由します。各種トラフィック フローの相対サイズにより、WiFi ネット

ワークの帯域幅がオーバーサブスクリプションになる状況が生じる可能性があります。前述のとおり、

DV トラフィックが適切に優先順位付けされるように、QoS マーキングをアクセス ポイントで実行す

る必要があります。

テレフォニー コールでは、使用されているコーデックに対応する一定の RTP メディア フローが生成さ

れます。たとえば、G.722 音声コールでは、コール中に（デュプレックス コールであるため）各方向で

約 80 kbps が使用されます。次の表に、Cisco Cius がサポートする音声およびビデオ コーデックの公称

帯域幅使用量を示します。

表 10 コーデック /帯域幅使用量

デスクトップ仮想化の帯域幅は、より非対称的になります。帯域幅使用量は、ユーザのホステッド仮想

化デスクトップにおけるアクティビティの量にも関係します。たとえば、アイドル状態のデスクトップ

では非活動的な少量のトラフィックしか生成されず、視覚的に機能豊富なアプリケーション（フラッ

シュ ビデオなど）を実行するデスクトップはより多くの帯域幅を使用します。

Cisco Cius タブレットがサポートするアプリケーションは、インストールされている場合にネットワー

ク帯域幅も使用します。たとえば、ローカル ブラウザを実行すると、DV および UC アプリケーション

のトラフィック以外のトラフィック フローも生成されます。

ネットワークに対する影響を測る場合は、Cisco Cius タブレットの集約帯域幅使用量を考慮する必要が

あります。適切な Quality of Service がエンドユーザに提供されるように、適切なネットワーク設計を

実装してください。
http://www.cisco.com/en/US/docs/voice_ip_comm/ccmcd/deploy/9_2_1/english/ciusdply921.pdf

Cius には、（ドッキングされている場合）シグナリングおよびメディアの分離用に別個のイーサネット

接続が 2 つ搭載されており、ドッキング解除またはドッキングされた構成で次の QoS マーキングがサ

ポートされます。

表 11 Cius QoS サポート

（注） Cisco Cius は、DV トラフィックに対する QoS マーキングを実行しません。DV トラフィックのマーキ

ングは、WiFi アクセス ポイントで設定してください。

Cius WiFi は、IEEE 802.1a/b/g/n と 20MHz および 40MHz のチャネル幅をサポートします。WiFi チャ

ネルの詳細と、WiFi ネットワークの設計上の考慮事項については、

http://sjc-fs1-web/users-m/migilles/published/Docs/Cius/Cius_dply_eft.pdf を参照してください。

コーデック 帯域幅使用量

g.729 24 kbps、対称的

g.711、g.722 80 kbps、対称的

h.264 ～ 768K

トラフィック タイプ DSCP 802.1p WMM

音声 EF（46） 5 6

ビデオ AF41（34） 4 5

呼制御 CS3（24） 3 4
94
VMware View 5 を実装した Cisco 仮想化エクスペリエンス インフラストラクチャ 2.5



  エンドポイントとアプリケーション  
Cius セキュリティ

Cisco Cius は、SIP over TLS とセキュアなリアルタイムプロトコルをサポートし、UC シグナリングお

よびメディア トラフィックを安全に送受信します。あらゆるタイプのトラフィックを保護するため、

Cius はシスコの AnyConnect VPN をサポートし、Cisco UCM を介してネイティブにインストールお

よび管理されます。AnyConnect VPN の機能により、DV および UC メディア トラフィックと、DV ト
ラフィックを含むその他のデータは、Cius デバイスと企業のヘッドエンド セキュリティ ゲートウェイ

の間で安全に暗号化されます（IOS バージョン 8.0 以降を実行する Cisco ASA 5500 適応型セキュリ

ティ アプライアンスが必要です）。

図 41

Apple iPad による DV エンドポイント 

Apple iPad には、Apple App Store から入手できる「VMware View Client for iPad」アプリケーション

を実行する機能が備わっています。「VMware View Client for iPad」を使用することで、ユーザはデー

タセンターに存在する VMware View "Server"（この場合は VMware View デスクトップ コネクション 
ブローカ）を設定できます。ユーザが VMware View Client アプリケーションをインストールし、設定

した後は、そのユーザの HVD への接続を作成できます。デスクトップ仮想化デバイスとしての iPad 
はキーボードのみサポートし、外部マウスをサポートしないという制限があり、HVD 上で動作するコ

ンテンツ作成アプリケーションを使用した文書の作成が困難になっています。VMware View Client ソ
フトウェアではこの制限に対処するため、VMware View Client のメニューから有効化できるタッチ ス
クリーン ベースのトラックパッドを提供しています。Apple iPad に Cisco AnyConnect SSL VPN アプ

リケーションをインストールすることで、そのデバイスを利用して、どこからでも安全にユーザの 
HVD にアクセスできるようになります。iPad 上の Cisco AnyConnect は、HVD トラフィックの保護

を可能にします。また、iPad によって遠隔地から WiFi または 3G を介してあらゆる企業アプリケー

ションに安全にアクセスできます。Cisco Jabber for iPhone 8.X と Cisco Jabber IM for iPad をインス

トールすることにより、Cisco UC コラボレーション製品のアプリを利用できるようになります。この

アプリケーションの組み合わせにより、ユーザは、外出先からセキュリティを侵害することなく、自分

の HVD にある重要な情報や文書を取得したり、接続を維持していつでもコラボレーションできるよう

にしたりできます。Cisco AnyConnect および VMware View Client をサポートするには、Apple iPad 
で iOS 4.2 以降を実行している必要があります。Cisco AnyConnect for iPad は、8.0(3).1 以降を実行し

ている ASA セキュリティ ゲートウェイでサポートされます。また、AnyConnect モバイル ライセンス

機能用に Cisco ASA のライセンスを取得する必要があります。AnyConnect のライセンスに関する質

問は、 ac-mobile-license-request@cisco.com まで電子メールでお問い合わせください。

ASA の設定：

http://www.cisco.com/en/US/partner/docs/security/asa/asa82/configuration/guide/svc.html#wp1094561
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iPad 上の AnyConnect に関するユーザ ガイド：

http://www.cisco.com/en/US/docs/security/vpn_client/anyconnect/anyconnect24/ios4.2-user/guide/ipad
-ugac-ios4.2.html

VMware View Client：

http://blogs.vmware.com/view/2011/03/view-client-for-ipad.html

DV エンドポイント管理

DV エンドポイントの管理ソフトウェアは通常、エンドポイントの製造元か HVD ソフトウェア ベン

ダー、またはその両者から提供されます。Cisco VXC 2X11 および VXC 2X12 の場合、管理者は 
Virtual Experience Client Manager を使用して大規模なゼロ クライアントの展開を管理できます。

Cisco Virtual Experience Client Manager（VXC-M）は、次の作業をサポートします。

 • すべての PCoIP デバイスにアクセスし、設定を更新する

 • 同じ設定データをデバイスのグループに適用する

 • デバイス ファームウェアを更新する

 • デバイスをリセットする

 • ホスト デバイスの電力状態を制御する

 • ステータス情報を表示する

 • デバイス イベント ログのモニタリングを管理する

DV エンドポイント管理の詳細については、「管理と運用」の章を参照してください。

DV エンドポイントでの印刷（ネットワーク プリンタ）

ユーザがユーザのエンドポイントと同じ場所にあるネットワーク プリンタに文書を送信すると、その

印刷フローは実際にはデータセンター内から発信されます。ネットワーク プリンタへの印刷フローは

実際、デスクトップ ディスプレイ プロトコル外で伝送され、WAAS による 適化が可能です。Cisco 
WAAS は、印刷プロトコルを認識し、WAN 帯域幅使用量を減らすためにそれを圧縮し、生成された印

刷ファイルをリモート ブランチに送信できます（図 42 を参照）。リモート プリンタが使用中の場合、

WAAS はキューイング機能を提供します。この印刷の 適化とキューイングの詳細については、次の

場所にある Cisco Wide-Area Application Services の設定ガイドを参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/app_ntwk_services/waas/waas/v421/configuration/guide/cnfgbook.pdf
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図 42 ネットワーク印刷のデータ フロー

1. ローカル ネットワーク プリンタでの文書の印刷要求は、デスクトップ ディスプレイ プロトコル内

で伝送されます。

2. データセンターの DV デスクトップからの印刷ジョブは、同じくデータセンター内にあるプリント 
サーバに送信されます。その後、プリンタにストリーム配信されます。

（注） Cisco WAAS は、このプロトコル ストリームを認識し、 適化できます。

DV エンドポイントから USB 接続の周辺機器（ストレージまたは印刷）へのアクセス

DV エンドポイントには多くの場合、ストレージ デバイス（ハード ディスク、「サム（小さな）」ドラ

イブなど）やプリンタに接続できる USB ポートが搭載されています。USB ポートへの物理的なアクセ

スによってこのような周辺機器への接続が可能になりますが、ポートの論理的な有効化を制御するのは

コネクション ブローカです。

USB ポートのアクセスは、デバイスではなく、ユーザに伴うポリシーです。たとえば、あるユーザに 
DV エンドポイント上のストレージ機器の使用が許可されているとして、そのユーザがログアウトした

後で別のユーザが同じ DV エンドポイントにログインすると、ストレージへのアクセスは無効になりま

す。USB 周辺機器へのアクセスが特定のユーザに対して有効である場合、データセンター内の USB 周
辺機器へのデータ フローはそのユーザのホステッド仮想デスクトップから発信されます。USB 周辺機

器へのすべてのファイル ストレージまたは印刷操作によって生じる、DV エンドポイントへのネット

ワーク上のデータ フローは、ディスプレイ プロトコル内でカプセル化されます。

USB アクセスの有効化および無効化の詳細については、このマニュアルの「Cisco VXI セキュリティ」

の章を参照してください。

図 43 USB 印刷データ フロー

1. ローカル ネットワーク プリンタでの文書の印刷要求は、デスクトップ ディスプレイ プロトコル内

で伝送されます。
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2. データセンター内の HVD デスクトップからの印刷ジョブは、同じデスクトップ プロトコル内で

ローカル プリンタ /USB デバイスに送信されます。

DV テスト対象エンドポイント

表 12 に、Cisco VXI 設計を確認するためのテストで使用されるエンドポイントのリストを示します。

これは、サポートされているベンダーやデバイスの包括的なリストではありません。

表 12 エンドポイント

Cisco VXI システム

一般的な HVD 接続は、エンドポイントと HVD 間におけるグラフィック情報、ユーザ入力（マウス、

キーボードなど）情報、およびマルチメディア情報（音声およびビデオ テレフォニーなど）の伝送を 
IP ベースのディスプレイ プロトコル接続に依存します。このアプローチにより、あらゆる情報タイプ

（音声、ビデオ、ディスプレイ アップデート、USB ベースの情報など）がエンドポイントと HVD 間の

同一の IP 接続に配置されます。ディスプレイ プロトコルは、ネットワーク サービスに対して不透明で

DV エンドポイント 
タイプ

ベンダー /
デバイス テクノロジー サポート 説明 ベンダー ページ

ゼロ Cisco 
VXC-2211

PCoIP VMware View cisco.com/go/vxc/

ゼロ Cisco 
VXC-2111

PCoIP VMware View cisco.com/go/vxc/

シン Cisco 
VXC-6215

PCoIP VMware View cisco.com/go/vxc/

シック（UC アプラ

イアンス）

Cisco 
VXC-4000

PCoIP および RDP VMware View cisco.com/go/vxc/

リッチメディア タ
ブレット

Cisco Cius PCoIP および RDP VMware View 
Client

cisco.com/go/vxc/

リッチメディア タ
ブレット

Apple iPad PCoIP および RDP WYSE 
PocketCloud

（RDP）VMware 
View Client クラ

イアント（PCoIP）

WYSE

VMware

ゼロ Wyse P20 PCoIP VMware View P20

シン Wyse R90LW 

Wyse R90L7

Wyse Z90SW 

Wyse Z90DW 

Wyse Z90S7

Wyse Z90D7

Wyse Z50

Wyse X50c

Wyse X90cw

Wyse X90c7

WyseX90MW/7

PCoIP および RDP Wyse シン クライ

アント
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あるため、QoS、CAC、およびコーデック ネゴシエーションをディスプレイ プロトコル内の個々のメ

ディア ストリームに適用することはできず、ユーザ エクスペリエンスが 適でなくなる可能性があり

ます。図 44 に、一般的な DV 展開を示します。

図 44 DV アプライアンス

Cisco VXI システムを導入すると、UC エンドポイントおよび DV エンドポイント アプライアンスの組

み合わせを使用してメディアを分離することで、 適なユーザ エクスペリエンスを実現できます。こ

の場合、音声およびビデオ メディア ストリームがディスプレイ プロトコルから分離され、データセン

ターをバイパスして UC エンドポイント間のポイントツーポイントで終了します。現在、次のネット

ワーク サービスを適用できます。

 • メディア フローの遅延、ジッタ、およびドロップを防止する QoS

 • コールの参加者間で 適化された実際のパスに基づくコール アドミッション制御

 • 関連付けられた HVD ではなく、ネットワーク内におけるユーザ エンドポイントの場所に基づいた 
CODEC の選択

図 45 に、分離されたトラフィックのフローを示します。
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図 45 分離されたトラフィックのフロー

Cisco Unified Communications アプリケーション

Cisco VXI システムでは、Cisco Client Services Framework を利用するデスクトップ アプリケーション

の導入により Cisco Unified Communications がサポートされ、Cisco Unified IP Phone の制御が可能に

なります。このようなアプリケーションの例としては、Cisco Unified Personal Communicator、Cisco 
Unified Communications Integration for WebEx Connect、および Cisco Unified Communications 
Integration™ for Microsoft Lync が挙げられます。これらのアプリケーションは HVD 内で実行でき、

ユーザのデスクトップにある電話機または UC 対応 VXC クライアントの制御に使用できます。Cisco 
Unified Personal Communicator を使用する Cisco VXI エンドユーザは、連絡先情報の管理（ディレク

トリ ルックアップ）、同僚のリアルタイムの在籍状況の取得（プレゼンス）、オンライン チャット（イ

ンスタント メッセージング）、および音声とビデオによる IP テレフォニーや会議を行うことができま

す。

Cisco Unified Personal Communicator、UC Integration™ for Microsoft Lync、および UC Integration 
for WebEx Connect アプリケーションは、ソフト フォン モードかデスク フォン制御モードのいずれか

で設定できます。UC メディアがディスプレイ プロトコル内に配置されるため、Cisco VXI ソリュー

ションではソフト フォン モードはサポートされません。デスクフォン制御モードでは、物理的な 
Cisco Unified IP Phone または UC 対応 VXC クライアントを使用し、デスクトップ上のアプリケー

ションを介して電話機を制御できます。また、コールの音声とビデオは、HVD ではなく IP フォンまた

は UC 対応 VXC クライアント上で直接終端されます。このアプリケーションをどのように展開すべき

かという点で、実際問題となるのはコールの音声ストリームとビデオ ストリームです。前の項で説明

したとおり、ソフト フォン モードの音声ストリームとビデオ ストリームはディスプレイ プロトコルで

送信を試み、そのデスクトップ ディスプレイ プロトコル内で伝送されている他のアプリケーションと
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の区別ができないため、音声ストリームとビデオ ストリームを分離したまま、通常どおりにネット

ワーク内で処理できるデスクフォン制御モードで UC アプリケーションを実行することが推奨されま

す。

http://www.cisco.com/en/US/partner/docs/voice_ip_comm/cucm/admin/8_5_1/ccmsys/a08video.html

http://www.cisco.com/en/US/partner/docs/voice_ip_comm/cucm/docguide/8_5_1/dg851.html 

サポートされている UC アプリケーションのソフトウェア バージョンについては、 
http://www.cisco.com/en/US/docs/solutions/Enterprise/Data_Center/VXI/configuration/VXI_Config_G
uide.pdf にある『Cisco Virtualization Experience Infrastructure Configuration Guide』を参照してくだ

さい。

図 46 に、一般的な Cisco Unified Personal Communicator コール フローを示します。

図 46 HVD から Cisco Unified Personal Communicator コールを発信するためのデータ フロー

図 46 の「HVD から Cisco Unified Personal Communicator コールを発信するためのデータ フロー」で

は、DV エンドポイントに個々の仮想デスクトップ環境が視覚的に表示され、キーボード、マウス、

タッチ スクリーン入力デバイスを介したユーザ入力がサポートされています。ユーザのデスクトップ

は、Cisco Unified Personal Communicator のインスタンスで設定され、デスク フォンを介したインス

タント メッセージング、プレゼンス、ディレクトリ ルックアップ、およびテレフォニー制御が可能に

なります。デスク フォンまたは UC 対応 VXC クライアントは、音声およびビデオ メディアの処理を

行います。

ユーザのすべてのアクションがディスプレイ プロトコル内でデータセンターの仮想デスクトップにリ

レーされることに注意してください。また、他の画面アップデートと同様に、Cisco Unified Personal 
Communicator 画面に対するすべての仮想アップデートは、ディスプレイ プロトコル内で仮想デスク

トップからユーザの HVD エンドポイントの画面まで伝達されます。
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ユーザ入力は、データセンター内の HVD デスクトップにある Cisco Unified Personal Communicator 
によって処理され、同様にデータセンター内にあり、おそらく同じ UCS クラスタ内にある適切なコラ

ボレーション サーバに伝達されます。デスクトップがデータセンター内のプラットフォーム上で稼働

しているため、コールを制御するすべての通信がデータセンター内に留まることに注意してください。

次に、このコール処理の完全なデータ フローを示します。

1. DV ユーザが、Cisco Unified Personal Communicator ウィンドウに John Doe という名前を入力し

ます。ディスプレイ プロトコルを介して、その情報はユーザの仮想デスクトップ インスタンスに

リレーされます。この入力は、ユーザがゲスト OS にローカル接続されたキーボードを利用したか

のように、Cisco Unified Personal Communicator で受信されます。

2. Cisco Unified Personal Communicator は Lightweight Directory Access Protocol（LDAP; 軽量ディ

レクトリ アクセス プロトコル）を使用して、LDAP 互換のディレクトリ サービスに John Doe の
番号を照会します。

3. 連絡先情報の照会結果が Cisco Unified Personal Communicator に戻されます。

4. Cisco Unified Personal Communicator による処理が終わると、この情報はリモート ディスプレイ 
プロトコルを通じてユーザのディスプレイに戻されます。

5. DV ユーザがデスクトップの Cisco Unified Personal Communicator GUI を通じて連絡先へのコー

ルを開始すると、同様のディスプレイ プロトコルのアップデートがデータセンター内の DV イン

スタンスに伝送されます。

6. Computer Telephony Integration（CTI; コンピュータ テレフォニー インテグレーション）制御デー

タが Cisco Unified Personal Communicator から Cisco Unified Communications Manager に送信さ

れ、5500 から 5510 へのコールの発信が要求されます（図 46 の 6 番）。

7. Cisco Unified Communications Manager がコール要求のダイヤル プラン処理を実行し、宛先電話

機の着信番号を解決し、デスク フォンに対してコール受信者への発呼を指示します。この処理は、

両方の電話機との呼制御交換によって実行されます（図 46 の 7 番と 8 番）。

8. いったん確立されたテレフォニー コールのメディアは、データセンターの仮想デスクトップを通

過せずに、2 台の IP フォン機間で直接確立されます（図 46 の 9 番）。これは、ユーザ エクスペリ

エンスの品質維持に欠かせない側面です。ネットワークの Quality of Service（QoS）ポリシーに

よって、ドロップ、ジッタ、および遅延の障害からテレフォニー メディア フローが保護されます。

これらの障害は、フローがディスプレイ プロトコル内でカプセル化された場合に悪影響を及ぼす

ことがあります。IP テレフォニー エンドポイントは、 も直接的に使用できるネットワーク パス

でメディア ストリームを直接接続できることにも注意してください。

（注） コールは発信される前に、Cisco Unified Communications Manager によるコール アドミッション制御

の検証を受けます。ネットワークにコールを通過させるだけの十分な帯域幅がない場合、そのコールは 
Cisco Unified Communications Manager の Automated Alternate Routing（AAR; 自動代替ルーティン

グ）機能によって処理され、Cisco Unified Communications Manager のポリシー設定に従って QoS の
保証なしで処理を許可されるか、ブロックされます。

（注） 発信されたコールのタイプ（音声、ビデオ）と、コールの発信に使用されるコーデックは、Cisco 
Unified Communications Manager のポリシー設定とエンドポイントの機能によって異なります。発信

側と受信側の両方のエンドポイントがビデオ ストリーミングをサポートしている場合は、Cisco 
Unified Communications Manager のポリシーおよび CAC の検証に基づき、コールをビデオ コールと

して発信できます。エンドポイントの機能、Cisco Unified Communications Manager のポリシー設定、

またはネットワーク条件が音声コールにしか対応しない場合、Cisco Unified Communications Manager 
の設定に基づいてコーデックが選択されます。
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VXC および UC エンドポイントのシングル サインオン：

ユーザが HVD にログインする場合、シングル サインオン プロセスがサポートされ、ユーザは資格情

報を 1 度入力するだけで済みます。ユーザが必要な資格情報を VXC GUI サインオン画面に入力する

と、そのユーザは適切な HVD コネクション ブローカにロギングされ、HVD への接続が自動的にロギ

ングおよび開始されます。ユーザが HVD に接続すると、Cisco Unified Personal Communicator、UC 
Integration™ for Microsoft Lync、または UC Integration for WebEx Connect が自動的に起動します。

初のサインオンが手動で実行されると、UC ユーザの資格情報が保存され、UC デスクフォン制御ア

プリケーションへの自動サインインが有効になります。HVD へのシングル サインオンは、各 
Virtualization Experience Client に手動で設定するか、Virtualization Experience Client Manager を使用

する 2 通りの方法でサポートされます。Virtual Experience Client Manager（VXC-M）を使用し、サー

ビスをサポートする場合、サインイン資格情報や HVD 接続情報などのグローバル、デバイス固有、

ユーザ固有の設定が保存されている .ini ファイルが、起動およびログイン プロセス中に VXC デバイス

によってダウンロードされます。VXC-M の詳細については、「管理と運用」の章を参照してください。

（注） HVD および UC アプリケーションのシングル サインオンは、各エンドユーザが専用のデスク

フォンまたは UC エンドポイントを所有している展開でのみサポートされます。「エクステン

ション モビリティ」が実装されている場合には、シングル サインオンは利用できません。エク

ステンション モビリティが使用されている場合、エンドユーザは、ハード デスクフォンにログ

インしてから HVD 環境にログインしなければならない 2 ステップ ログイン プロセスを利用し

ます。

Cisco Unified Personal Communicator、HVD、および SRST

SRST は、Cisco VXI でサポートされています。図 47 に、DV、UC エンドポイント、およびデータセ

ンター間の WAN リンクが失われた場合のフェールオーバー時のコール フローを示します。Cisco 
Unified Personal Communicator を実行している HVD は、同じデータセンターにある Cisco Unified 
Communications Manager に引き続き接続します。ただし、Cisco Unified Communications Manager 
からハード フォンへの接続は失われます。エンドユーザの場所に SRST サービスを提供できる音声

ゲートウェイが装備されている場合、電話機をそのゲートウェイに再登録できます。これにより、電話

機は引き続きコールの発着信を行うことができます。

（注） 現在のリリースでは、VXC 4000 と VXC 6215 は SRST 構成でサポートされていません。
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図 47 SRST シグナリングおよびメディア フロー

データセンターへのネットワーク サービスが回復したときに、前述のハード フォン制御設定がどのよ

うに反応するかを予測することは困難です。Cisco Unified Personal Communicator アプリケーション

が、Cisco Unified Communications Manager との接続を失うことはありません。接続が回復した電話

機は、Cisco Unified Communications Manager との接続を再開できます。エンドユーザがデスクトッ

プとの接続を再び確立するタイミングによって、予測不可能な動作が発生します。これが電話機と 
Cisco Unified Communications Manager との再接続前である場合、エンドユーザは Cisco Unified 
Communications Manager が電話機の存在を認識する前にハード デスク フォンの制御を試みる可能性

があります。このような問題を回避する 良の方法として、オフフックにして Cisco Unified Personal 
Communicator のステータスの変化を確認することで、Cisco Unified Personal Communicator が電話機

のステータスを正しく反映できることを確認します。まれに、このステータスが再同期されない場合が

あり、電話機の適切なステータスを再確立するため、HVD 内で Cisco Unified Personal Communicator 
を再起動しなければならない場合があります。

Cisco Unified SRST の詳細については、次の場所にある『Cisco Unified SRST Configuration Guide』
を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/voice_ip_comm/cusrst/admin/srst/configuration/guide/SRST_SysAd
min.pdf

ホステッド仮想環境でデスクフォン制御を使用し、UC ビデオおよび音声コール ソリューションを実現

するための基本的な設定については、『Cisco Virtualization Experience Infrastructure Configuration 
Guide』を参照してください。
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Cisco VXI システム アプリケーションによる UC コラボレーションの有効化

HVD ユーザのデスクトップにインストールされたアプリケーションに関連づけられているインスト

レーション、設定、およびセキュリティには、従来のデスクトップにインストールされているように、

すべて同一の企業ポリシーおよび手順を適用する必要があります。これには、企業の IT インフラスト

ラクチャの外部にあるデスクトップにアプリケーションをロードする機能も含まれます。ユーザが従来

のデスクトップやラップトップ デバイスにアプリケーションをインストールできないように企業ポリ

シーで規定されている場合、シン クライアントのローカル OS もロックダウンする必要があります。

HVD 環境で実行する個々の製品の機能に問題がなければ、データの場所をデータセンターに移動して

も、ウイルス保護ポリシー、データのバックアップ手順、および企業内のパーソナル セキュリティ権

限はすべてそのままにしてください。

Cisco VXI ソリューションでシスコのリッチメディア コラボレーション エクスペリエンスを実現する

ため、次の UC アプリケーションの検証が行われました。検証済みのアプリケーションは、Cisco 
Unified Personal Communicator、Cisco Unified Communications Integration™ for Microsoft Lync、
Cisco Unified Communications Integration™ for WebEx Connect、および Cisco QUAD です。

（注） VXI システム内の Cisco Unified Personal Communicator、Cisco UC Integration for Microsoft Lync
（CUCILync）および Cisco UC Integration for WebEx Connect（CUCIConnect）の検証に関する詳細に

ついては、『VXI Release Notes』および「パフォーマンスとキャパシティ」の章を参照してください。

VDI 環境におけるサポートを確認するには、上記の UC アプリケーションに関する製品マニュアルを

参照することが推奨されます。また、これらのアプリケーションを展開する前に、使用する環境内で十

分な検証を行うことが強く推奨されます。

関連情報

表 13 に、この章で説明したハードウェアおよびソフトウェアを含む特定のベンダー情報の詳細を示し

ます。

表 13 エンドポイントとアプリケーションのリンク

『Cisco Wide Area Application Services (WAAS) Configuration Guide』

http://www.cisco.com/en/US/docs/app_ntwk_services/waas/waas/v421/configuration/guide/cnfgbook.
pdf

『Cisco Unified SRST Configuration Guide』

http://www.cisco.com/en/US/docs/voice_ip_comm/cusrst/admin/srst/configuration/guide/SRST_SysA
dmin.pdf

『Cisco Unified Communications 8.X SRND』

http://www.cisco.com/en/US/docs/voice_ip_comm/cucm/srnd/8x/uc8xsrnd.pdf

『Cisco Unified Personal Communicator User's Guide』

http://www.cisco.com/en/US/docs/voice_ip_comm/cupc/7_0/english/user/guide/windows/CUPC_7.0_
UG_win.pdf
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管理と運用
エンドツーエンドの Cisco Virtual Experience Infrastructure（Cisco VXI; シスコ仮想化エクスペリエン

ス インフラストラクチャ）展開には、多数のユーザに対する継続的なサービスのプロビジョニング、

モニタリング、およびトラブルシューティングを可能にする総合的な管理アーキテクチャが必要です。

この章では、Cisco VXI システムを管理するためのベスト プラクティスとガイドラインを示します。

また、日常的な運用（展開後）に関して Cisco VXI サービスの提供に伴う主なタスクとツールについ

て説明します。システム管理の必要性を理解することは、市販の管理ツールを検証し、そのようなツー

ルを社内で開発するためのベースとなります。

エンドツーエンド システム内のハードウェアおよびソフトウェア コンポーネント（キャンパス、ブラ

ンチ オフィス、およびインターネット）の数を考えると、Cisco VXI システムの管理は容易ではあり

ません。これらのコンポーネントによって、ローカルおよびリモートのエンドユーザや管理者にサービ

スが提供されます（デスクトップ仮想化、ネットワーク、ストレージ、コンピューティング、セキュリ

ティ、ロード バランシング、WAN 高速化、およびユニファイド コミュニケーション サービスなど）。

管理者には、ネットワーク、ストレージ、データベース、およびデスクトップ管理などさまざまなテク

ノロジーやサービスを管理することが期待されます。
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図 48 Cisco VXI システムの管理に使用されるツール

Cisco VXI の管理と運用のアーキテクチャ

この項では、Cisco VXI システムの管理アーキテクチャに関する主な側面について説明します。運用管

理、サービス管理、サービス統計情報管理、およびプロビジョニング管理が、Cisco VXI の主な管理要

素になります（表 14）。考慮すべきその他の重要な分野には、スケーラビリティ、ハイ アベイラビリ

ティ、管理トラフィック、デスクトップ管理、およびエンドポイント管理があります。
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表 14 Cisco VXI 管理アーキテクチャ

スケーラビリティ

コマンドライン インターフェイス（CLI）を使用して各デバイスに対するプロビジョニングや管理を行

う代わりに、管理ツールを使用して、中央集中化されたコントロール ポイントを介した多数のエンド

ポイント管理に規模を拡大できます。大規模な展開をモニタするには、ポーリング、SNMP トラップ、

および syslog メッセージの使用が不可欠です。また、GUI ベースのツールは、複雑な展開をナビゲー

トしたり、詳細なレポートを表示したりするのに役立ちます。多くのデバイス管理ツールは、ワークフ

ローの自動化に使用できる API または CLI も備えています。この機能は特に、多数のユーザ、デスク

トップ、またはエンドポイントを追加するときに役立ちます。

ハイ アベイラビリティ

ハイ アベイラビリティを確保するには、冗長構成（プライマリ サーバとセカンダリ サーバ）で管理ア

プリケーションを展開し、設定とデータベースを定期的にバックアップします。また、リソースを効率

的に使用し、仮想マシン マイグレーション（VMware vMotion）、VMware Distributed Resource 
Scheduling（DRS; 分散リソース スケジューリング）、および VMware Fault Tolerance（FT）などのハ

イパーバイザ インフラストラクチャが提供するハイ アベイラビリティ機能を活用するために、仮想マ

シンに管理アプリケーション サーバを導入します。専用サーバには多くのアプリケーションを配置す

る必要がありますが、可能な場合はリソースを節約するため、同じ仮想マシン上でアプリケーションと

サーバを統合することを検討してください。通常、管理サーバの配置に も適した場所は、他の重要な

リソースが存在するデータセンター内です。

Cisco VXI 管理アーキテクチャの主要な側面

運用管理は、リアル タイムですべての要素のステータスをモニタし、診断する機能です。これには、

Simple Network Management Protocol（SNMP; 簡易ネットワーク管理プロトコル）、syslog、および 
XML ベースのモニタリングのほか、HTTP ベースのインターフェイスを使用したデバイスの管理も

含まれます。また、エンドポイントと仮想デスクトップのインベントリおよび資産管理（ハードウェ

アとソフトウェア）も含まれます。

サービス管理は、ユーザ セッションのステータスと Quality of Experience（QoE）をモニタし、トラ

ブルシューティングする機能です。これには、Cisco Network Analysis Module（NAM; ネットワー

ク解析モジュール）、NetFlow、Wireshark などのパケット キャプチャおよびモニタリング ツールを

使用したセッションのモニタリングが含まれます。また、デスクトップ仮想化管理者は、エンドポイ

ントや仮想デスクトップにリモートからアクセスし、パフォーマンスを確認して、帯域幅と遅延の測

定結果を収集できるようになります。リアル タイムでコンピューティング、メモリ、ストレージ、お

よびネットワーク使用率を測定して、ボトルネックやサービス低下の原因を識別する機能も提供しま

す。仮想デスクトップ セッションに関するセッション詳細レコードから、接続障害や品質の問題を知

ることもできます。

サービス統計情報管理は、品質およびリソース使用率の測定結果を収集し、運用、インフラストラク

チャの 適化、およびキャパシティ プランニングに役立つレポートを生成する機能です。測定結果に

は、システム全体にわたるセッション ボリューム、サービスの可用性、セッション品質、セッション

詳細レコード、リソース使用率、およびキャパシティを含めることができます。レポートは、課金の

ために使用したり、サービス レベルの管理に使用したりできます。

プロビジョニング管理は、バッチ プロビジョニング ツールとテンプレートを使用してエンドユーザ、

仮想デスクトップ、およびエンドポイントのプロビジョニングを行う機能です。ベンダーから提供さ

れる API（XML）を自動およびセルフサービス プロビジョニングに使用できます。これには、エン

ドポイントおよび仮想デスクトップ上のソフトウェア イメージとアプリケーションの管理が含まれま

す。
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管理トラフィック

一般的なガイドラインとして、管理トラフィック用の IP ネットワークは別にすることが推奨されます。

たとえば、リモート アクセス、SNMP、syslog、および FTP トラフィック専用の IP サブネットおよび 
VLAN は、必要に応じたアウト オブ バンド管理が可能です。このアプローチにより、エンドユーザお

よび管理トラフィック フローが使用可能な帯域幅を奪い合ったり、妨害したりすることのないよう、

また、デバイスのリセットやプロビジョニングが必要な場合にデバイスへのリモート アクセスが損な

われないようにすることができます。また、このアプローチによって、エンドユーザおよび管理トラ

フィックが同じインターフェイスを共有するときに起こり得る、ネットワーク セキュリティおよび可

用性に対する脅威を軽減することができます。

デスクトップの仮想化によって、従来サーバや管理トラフィックのロードに使用されるインフラストラ

クチャにユーザ トラフィックが集中するデータセンターでは、管理およびユーザ トラフィックの隔離

が特に重要です。

管理トラフィックの隔離は、一部のシステムでは実用的でない場合もあります。たとえば、エンドポイ

ントには通常 1 つのイーサネット ポートがあり、このポートをエンドユーザ トラフィックと管理トラ

フィックの両方に使用しなければなりません。コストやネットワーク アドレスの節約を考えると、

WAN 上の管理トラフィック用に別個のアウトオブバンド ネットワークを設定することも実用的でない

場合があります。このような場合には、特定のタイプの管理トラフィック（SNMP ポーリング）が大

量の帯域幅を使用する可能性があり、標準の Quality of Service（QoS）テクニックを使用して適切な

スケジューリング、モニタリング、場合によってはレート制限を行う必要があることに留意してくださ

い。

各管理ツールでは、デバイスとの通信に特定のプロトコル セットを使用します。各ツールで使用され

るプロトコルとポートの完全なリストについては、ベンダーのマニュアルを参照してください。これら

のポートがすべての中間ルータ、スイッチ、およびファイアウォールで開かれていることを確認してく

ださい。

エンドポイント管理

エンドポイント上の OS、アプリケーション、および設定も管理する必要があります。これらのエンド

ポイントで Microsoft Windows の組み込みバージョンを実行している場合は、物理デスクトップとほ

とんど同じ方法で管理できます。エンドポイント管理ツールを使用すると、デスクトップ仮想化エンド

ポイントのプロビジョニングおよびモニタリングのタスクを自動化し、簡素化できます。Dynamic 
Host Configuration Protocol（DHCP）などのネットワークベース サービスやファイル サーバを使用し

て、エンドポイントのプロビジョニングと更新を行うこともできます。また、ローカル ソフトウェア 
リポジトリまたはキャッシング サービス（Cisco Wide Area Application Services）を使用して、デス

クトップ仮想化エンドポイントにパッチやアップデートを配信できます。詳細については、デスクトッ

プ仮想化エンドポイントの管理について説明している項を参照してください。

Cisco VXI 管理ツールの概要

この項では、各要素のプロビジョニングとモニタリングに使用できる Cisco VXI システム コンポーネ

ントおよび管理ツールの概要を示します。また、関連付けられた各機能の簡単な説明と追加資料へのリ

ンクを示します。

データセンターとアプリケーション

管理する必要のある主なデータセンター コンポーネントは、コンピューティング サーバ、ハイパーバ

イザ、仮想マシン、ストレージ、スイッチング ファブリック、接続マネージャ、およびネットワーク 
サービスを提供するサーバです。管理タスクには、エンドユーザ、仮想デスクトップ、デスクトップ 
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プール、ハイパーバイザ、およびストレージのプロビジョニングと、セッションおよびリソース使用

（コンピューティング、メモリ、ストレージ、およびネットワーク）のモニタリングが含まれます。

表 15 に、コンポーネントと管理ツールを示します。

表 15 データセンターおよびアプリケーション：管理ツール

製品 管理ツール 説明

製品マニュアルへの

リンク

ESX/ESXi および仮想マ

シン

VMware vCenter および 
Vsphere クライアント

仮想マシンの作成と管理

には、VMware ESX およ

び ESXi ハイパーバイザ 
マネージャを使用しま

す。

VMware vSphere 
ドキュメント

VMware View Manager 
5.0

VMware View 
Administrator Console

仮想デスクトップのプー

ルを作成し、ユーザ権限

を付与し、セッションを

モニタします。

VMware View 
ドキュメント

EMC ユニファイド スト

レージ

EMC Unisphere 管理ス

イート

SAN ベースのストレージ 
アレイのプロビジョニン

グとモニタリングを行い

ます。

EMC Unisphere 
管理スイート

NetApp FAS 3170 NetApp Virtual Storage 
Console

NetApp 統合ストレージ 
アレイのプロビジョニン

グと管理を行います。

NetApp Virtual 
Storage Console

Cisco UCS B シリーズ ブ
レード サーバ

Cisco UCS Manager Cisco UCS B シリーズ ブ
レード サーバのプロビ

ジョニングとモニタリン

グを行います。

UCS Manager

仮想デスクトップ（ゲス

ト OS）
標準のエンタープライズ 
デスクトップおよび OS 
管理ツール 

（Altiris、Short Message 
Service（SMS; ショート 
メッセージ サービス）、

および Microsoft System 
Center Configuration 
Manager（SCCM））

仮想デスクトップのプロ

ビジョニングとモニタリ

ングを行います。

Altiris のリファレン

ス文書

Stratusphere UX Stratusphere 
Administration コンソー

ル

仮想デスクトップのモニ

タリングとトラブル

シューティングを行いま

す。

Liquidware Labs 
Stratusphere UX の
リファレンス文書

AppSense User 
Virtualization Platform

AppSense Management 
Console

ユーザ ペルソナのすべて

の面を一元的に管理し

（OS とアプリケーション

の両方のレベルのパーソ

ナライゼーションを含

む）、標準化されたデス

クトップにオンデマンド

で配信します。

AppSense のリファ

レンス文書
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ネットワーク インフラストラクチャ

ネットワーク インフラストラクチャ（LAN、WAN、および SAN）内で管理が必要な主な要素は、ス

イッチ、ルータ、WAN 高速化デバイス、ロード バランサ、セキュリティ ゲートウェイ、およびネッ

トワーク アナライザです。これらのコンポーネントはデータセンター、エンタープライズ コア、

WAN、およびブランチ オフィスにまたがり、データおよびストレージ接続の両方を提供します。管理

タスクには、これらの要素のプロビジョニングとモニタリング、およびデスクトップ仮想化セッション

のモニタリング、ネットワークの使用に関するレポート作成が含まれます（表 16）。

表 16 ネットワーク インフラストラクチャ：管理ツール

Unidesk Desktop 
Management for VDI

Unidesk Management コ
ンソール

仮想デスクトップの OS 
イメージ、アプリケー

ション、および完全な

ユーザ ペルソナを管理し

ます。

Unidesk のリファレ

ンス文書

Microsoft Active 
Directory、Domain 
Name System（DNS; ド
メイン ネーム システ

ム）、DHCP

標準のエンタープライズ

管理ツール

エンドユーザ プロファイ

ルを管理し、ユーザ セッ

ションの認証を実行しま

す。DHCP サービスをエ

ンドポイントに提供しま

す。

Microsoft Active 
Directory および

ネットワーク サービ

ス

製品 管理ツール 説明

製品マニュアルへの

リンク

製品 管理ツール 説明

製品マニュアルへの

リンク

Cisco Network Analysis 
Module

Cisco NAM Admin GUI Cisco NAM のプロビジョ

ニングとモニタリングを

行います。

Cisco NAM ドキュ

メント

Cisco Application Control 
Engine（ACE）

ACE Device Manager ACE のプロビジョニング

とモニタリングを行いま

す。

Cisco ACE ドキュ

メント

Cisco Wide Area 
Application Service

Cisco WAAS Central 
Manager

Cisco WAAS アプライア

ンスのプロビジョニング

とモニタリングを行い、

適化に関する集約レ

ポートを生成します。

Cisco WAAS ド
キュメント

Cisco Adaptive Security 
Appliance（ASA）

Adaptive Security 
Device Manager

ASA のプロビジョニング

とモニタリングを行いま

す。

Cisco ASA ドキュ

メント

Cisco AnyConnect 
VPNClient

AnyConnect Profile 
Editor

AnyConnect VPN Client 
をプロビジョニングしま

す。

Cisco AnyConnect 
ドキュメント

Cisco MDS 9000 Cisco Fabric Manager Cisco MDS 9000 ファミ

リ SAN スイッチのプロ

ビジョニングとモニタリ

ングを行います。

Cisco Fabric 
Manager ドキュメ

ント
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デスクトップ仮想化エンドポイント

管理する必要のあるデスクトップ仮想化エンドポイントは、ゼロ クライアント、シン クライアント、

仮想クライアント、および Web ベース クライアントです。エンドポイントの管理には、エンドポイン

トのプロビジョニングとモニタリング、イメージの更新、資産管理の実行、ユーザ エクスペリエンス

の品質の測定、およびエンドポイントへのリモート アクセスが含まれます。デスクトップ仮想化エン

ドポイント OS の管理には、Altiris、Cisco VXC Manager、Wyse Device Manager、Unified CM など

のエンタープライズ デスクトップ管理ツールの使用が推奨されます。DV エンドポイントの管理ツール

については、表 17 を参照してください。

Cisco Nexus 7000/Nexus 
5000/Nexus 2000

Cisco Data Center 
Network Manager

Nexus 7000、Nexus 
5000、および MDS ス
イッチのプロビジョニン

グとモニタリングを行い

ます。

Cisco DCNM ド
キュメント

Cisco Nexus 1000v Cisco NX-OS CLI、
Cisco DCNM、および 
vCenter

Cisco Nexus 1000v のプ

ロビジョニングとモニタ

リングを行います。

Cisco Nexus 1000v 
ドキュメント

Catalyst 6500、Catalyst 
4500/4900、Catalyst 
3560、ISR 3900/2900

Cisco Prime LAN 
Management Solution

Cisco ルータおよびス

イッチのプロビジョニン

グとモニタリングを行い

ます。

Cisco Prime ドキュ

メント

ルータ、スイッチ、およ

びセキュリティ アプライ

アンスに関するシスコの

セキュリティ ポリシー

Cisco Security Manager Cisco ルータ、スイッチ、

およびセキュリティ アプ

ライアンスに関するセ

キュリティ ポリシーのプ

ロビジョニングとモニタ

リングを行います。

Cisco Security 
Manager ドキュメ

ント

Cisco IOS NetFlow Cisco NetFlow 
Collector

ルータおよびスイッチか

ら収集された NetFlow 
データの収集、分析、お

よびレポート作成を行い

ます。

Cisco NetFlow 
Collector ドキュメ

ント

Cisco EnergyWise Cisco EnergyWise 
Orchestrator

スイッチおよびエンドポ

イント デバイスに対する

電力消費のモニタリング

と制御を行います。

Cisco EnergyWise 
ドキュメント

製品 管理ツール 説明

製品マニュアルへの

リンク
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表 17 DV エンドポイント：管理ツール

ユニファイド コミュニケーション

管理する必要のある主なユニファイド コミュニケーション要素は、Cisco Unified IP Phone、Cisco 
Unified Personal Communicator クライアント、Cisco Cius タブレット、および Cisco Unified 
Communications サーバ（Cisco Unified Communications Manager、Cisco Unified Presence、および 
Cisco Unity® デバイス）です。UC 要素の管理には、IP Phone、Cisco Unified Personal Communicator 
クライアント、Cisco Unity アカウント、およびサーバのプロビジョニングとモニタリングのタスクが

含まれます。Cisco Unified Communication サーバには、基本的なプロビジョニングおよびモニタリン

グ タスクの実行に使用できる組み込みの Web ベース GUI 管理インターフェイスが搭載されています。

高度な管理機能、スケーラビリティ、およびパフォーマンスには、Cisco Unified Communications 
Management スイートのツールが推奨されます（表 18）。

表 18 Unified Communications：管理ツール

Cisco VXI の管理タスクとワークフロー

この項では、IT 管理者向けの使用例と、Cisco VXI 管理者が日常的に行う も一般的な操作のワーク

フローを示します。たとえば、ユーザの追加には、VMware vCenter、View Manager、および 
Microsoft Active Directory における新規デスクトップ ユーザの作成、Cisco Unified Communications 
Manager、Cisco Unified Presence Server、および Cisco Unity における新規電話機と Cisco Unified 
Personal Communicator アカウントの設定、VXC Manager および DHCP サーバにおける新規デスク

トップ仮想化エンドポイントのプロビジョニング、およびデータセンターにおけるストレージ、メモ

リ、コンピューティング、ならびにネットワーク リソースの追加を伴う場合があります。

製品 管理ツール 説明

製品マニュアルへの

リンク

Cisco VXC エンドポイン

ト

Cisco VXC Manager
（VXC-M）

VXC エンドポイントの

イメージ、設定、資産管

理、シャドウイング

Cisco VXC 
Manager ドキュメ

ント

Cisco Cius タブレット CUCM およびエン

タープライズ モバイル 
デバイス管理ツール

モバイル DV エンドポイ

ントのイメージ、設定、

資産管理

Cisco UMS ドキュ

メント

Wyse DV エンドポイン

ト

Wyse Device Manager 
4.8

DV エンドポイントのイ

メージ、設定、資産管

理、シャドウイング

Wyse Device 
Manager ドキュメ

ント

製品 管理ツール 説明

製品マニュアルへの

リンク

Cisco IP Phone、Cisco 
Cius タブレット、および 
Cisco Unified Personal 
Communicator クライア

ント

Cisco Unified 
Management Suite

CUOM、CUPM、

CUSM、CUSSM
Cisco UMS ドキュ

メント

Unified CM、Cisco 
Unified Presence、Unity 
サーバ

Cisco Unified 
Management Suite

CUOM、CUPM、

CUSM、CUSSM
Cisco UMS ドキュ

メント
113
VMware View 5 を実装した Cisco 仮想化エクスペリエンス インフラストラクチャ 2.5       

http://www.cisco.com
http://www.cisco.com
http://www.cisco.com


  管理と運用
サービス管理用の統合管理コンソールは、Cisco VXI システムにとって重要な管理ツールです。カスタ

マイズされたこの管理アプリケーションでは、各ベンダーが提供するインターフェイスを使用して主な 
Cisco VXI コンポーネントを管理します。API、プロトコル、またはプラグインによってコンポーネン

ト固有の管理ツールと統合された市販のエンタープライズ ネットワーク マネージャを使用して、中央

管理ユーティリティにあるツールのいくつかの側面と機能を公開し、管理者がツールを呼び出して全機

能にアクセスできるようにすることを検討してください。

オーケストレーション ツールも、大規模な展開にとって重要な管理ツールです。このツールは、特定

のワークフローに関連付けられたタスク（ユーザ、エンドポイント、仮想デスクトップの追加など）を

自動化します。また、自動化インターフェイスは、各ベンダー固有の管理ツールとの統合を自動化する

ことによって、エンドユーザが管理者のサポートなしに仮想デスクトップをセルフプロビジョニングで

きるようにします。図 49 のトロポジ図に、特定のワークフローに関連するソリューション内のコン

ポーネントに関するアクションを示します。

IBM Network Manager など、SNMP および syslog をサポートする市販のエンタープライズ ネット

ワーク マネージャを使用することを検討してください。これらのプロトコルをサポートするシステム

内の要素を管理するのに使用できます。システム内の異なるデバイスからのログの収集と関連付けは、

ユーザ セッションのトラブルシューティングやモニタリングを行う管理者にとって非常に有益です。

この機能を実行できるツールとして、Splunk を使用することを検討してください。仮想データセン

ターやストレージ インフラストラクチャを管理するための高度な機能を備えた VizionCore ツール ス
イート（仮想マシンのパフォーマンス管理やレポート作成用の vFoglight、自動化およびワークフロー

管理用の vControl などのアプリケーションを含む）のツールを使用することを検討してください。

Cisco Intelligent Automation for Cloud ソフトウェアには、Cisco VXI システムのコンポーネントの

オーケストレーションに使用できる一連の自動化ツールが備わっています。詳細については、ホワイト 
ペーパー『VXI Automation and the Cisco Intelligent Automation for Cloud Framework』を参照してく

ださい。
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図 49 Cisco VXI ワークフロー：ユーザの追加
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ユーザの追加

表 19 Cisco VXI ワークフロー：ユーザの追加

タスク 考慮事項 ワークフロー

ユーザの追加：

新規ユーザ用の

ユーザ、仮想デ

スクトップ、エ

ンドポイントを

追加する

 • 新規ユーザ用に十

分なコンピュー

ティング、メモリ、

ストレージ、およ

びネットワーク 
キャパシティがあ

りますか。

 • これは静的なデス

クトップですか。

それとも、動的に

生成されたデスク

トップですか。

 • プロビジョニング

も必要とされる電

話機または Cisco 
Unified Personal 
Communicator はあ

りますか。

1. 必要な OS/アプリケーションと View Agent を備え

た仮想デスクトップを作成します（カスタマイズ テ
ンプレートを使用して、仮想マシン テンプレートか

らクローニングできます）。

2. デスクトップを AD ドメインに参加させ、DNS エン

トリが自動的に作成されることを確認します。

3. コンピューティング、メモリ、ストレージ、または

ネットワーク リソースが足りない場合は、必要に応

じて追加します。

4. ユーザ名とパスワードを使用してユーザを LDAP 
サーバに追加します。

5. ユーザに適切な権限を付与するとともに、専用プー

ル内のデスクトップをプロビジョニングします。

6. 必要な OS/アプリケーションおよびデバイス マネー

ジャ エージェントとともに DV エンドポイントをプ

ロビジョニングします。

7. 自動検出（オプション）を使用してデバイス マネー

ジャに、または Energywise Orchestrator に DV エン

ドポイントを追加します。

8. DHCP サーバにネットワーク設定と View Manager 
の場所を設定します。

9. Cisco Unified Personal Communicator/ボイスメール 
アカウントを作成し、ユーザをデスク フォンに関連

付けます。
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図 50 Cisco VXI ワークフロー：ユーザの追加
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ユーザの削除 

表 20 Cisco VXI ワークフロー：ユーザの削除

タスク 考慮事項 ワークフロー

ユーザの削除：

ユーザ、仮想デ

スクトップ、エ

ンドポイントを

削除する

 • コンピューティン

グ、メモリ、スト

レージ、または

ネットワーク キャ

パシティで統合で

きるものはありま

すか。

 • これは静的なデス

クトップですか。

それとも、動的に

生成されたデスク

トップですか。

 • プロビジョニング

解除も必要な電話

機または Cisco 
Unified Personal 
Communicator はあ

りますか。

1. デスクトップ プールから仮想デスクトップを削除し

ます。

2. 仮想デスクトップを削除します。

3. LDAP サーバからユーザを削除します。

4. VXC-M および DHCP から DV エンドポイントを削

除します。

5. 電話機および Cisco Unified Personal Communicator 
のアカウントを削除します。
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図 51 Cisco VXI ワークフロー：ユーザの削除

ユーザの変更 

表 21 Cisco VXI ワークフロー：デスクトップの更新
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View Manager 
 

vCenter 

Active Directory 
 

DHCP  VXC-M  
DV 

Unified CM 
 Cisco Unified Presence 

 Cisco Unified 
Personal Communicator 

タスク 考慮事項 ワークフロー

ユーザの仮想デ
スクトップの変
更：仮想デスク

トップ上のアプ

リケーションを

変更する

 • このデスクトップ 
プールは静的です

か、動的ですか。

 • アプリケーション

はローカルにイン

ストールされたも

のですか。それと

もストリーム配信

されたものですか。

 • 静的なデスクトップの場合は、仮想デスクトップ自

体を変更し、更新します。

または

 • 動的なデスクトップ プールの場合は、仮想マシン テ
ンプレートを変更し、新しいデスクトップを作成し

ます。
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図 52 Cisco VXI ワークフロー：デスクトップの更新

表 22 Cisco VXI ワークフロー：デスクトップの変更

25
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54

vCenter  VM 
  

 OS 

タスク 考慮事項 ワークフロー

ユーザの仮想デ
スクトップの変
更：ストレージ

をデスクトップ

に追加する

既存のストレージのサ

イズを増やしますか。

それとも、新しいスト

レージ リソースを追加

しますか。

仮想デスクトップに対

して、シン プロビジョ

ニングが有効になって

いますか。

ストレージは、マップ

されたネットワーク ド
ライブを介して追加で

きますか。

1. ストレージ リソースを追加するか、仮想マシン用の

既存ストレージのサイズを増やします。

2. ゲスト OS のディスク管理ユーティリティを使用し

て、新しいストレージを認識します。
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図 53 Cisco VXI ワークフロー：ユーザ セッションのモニタリングまたはトラブルシューティング

ユーザ セッションのモニタリング /トラブルシューティング

表 23 Cisco VXI ワークフロー：ユーザ セッションのモニタリングまたはトラブルシューティング
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タスク 考慮事項 ワークフロー

ユーザ セッショ
ンのモニタリン
グ /トラブル
シューティン
グ：接続できな

い、または品質

に問題がある

ユーザ セッショ

ンのトラブル

シューティング

を行う 

 • ユーザ セッション

は接続できます

か。

 • ユーザ セッション

は品質に問題があ

りますか。

 • View Manager に
よってリソース不

足が報告されてい

ますか。

 • エンドポイント、

接続マネージャ、

および仮想デスク

トップ間に接続は

ありますか。

1. デバイス マネージャから、または DV エンドポイン

ト自体からのネットワーク アドレスを確認します。

2. View Manager 上のエラー メッセージとログをチェッ

クします。

3. リモート シャドウ Virtual Network Computing
（VNC; 仮想ネットワーク コンピューティング）を使

用してデスクトップ仮想化エンドポイントにアクセ

スし、問題のトラブルシューティングを続けます。

4. DV エンドポイント上のエラー メッセージ、ログ、

およびソフトウェア バージョンをチェックします。

5. 特定のホストに対するパケット キャプチャを開始し

ます。

6. NetFlow アナライザで、特定のホストのセッション

情報をチェックします。
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Cisco VXI 管理ツール 
この項では、システムのコンポーネントのプロビジョニングとモニタリングに使用できる各管理ツール

の概要と簡単な説明を示します。これには、使用されるツールと実行されるタスクに関連付けられたガ

イドラインとベスト プラクティス、および追加資料への参照リンクも含まれます。

VMware vCenter と vSphere

VMware vCenter および vSphere 管理スイートを使用して、ホスト（物理的なコンピューティング 
サーバ）で動作するハイパーバイザ（VMware ESX および ESXi）を管理します。これにより、管理者

は、複数のハイパーバイザ ホストの管理と、仮想マシンや仮想アプライアンスの展開および管理を行

うことができます。また、この管理スイートを使用して、ホストと仮想マシン上のコンピューティン

グ、メモリ、ストレージ、およびネットワーク リソースの使用率のモニタリング、システム イベント

のモニタリング、ならびにレポートの生成を行うことができます。VMware vCenter サーバは、

VMware vSphere クライアントを使用してアクセスおよび管理されます（図 54）。

図 54 vSphere クライアント インターフェイス

Cisco VXI システムでの VMware vCenter および vSphere の使用に関するガイドライン

仮想デスクトップ

 • 新規の仮想デスクトップを作成する際、管理者は仮想マシンのプロパティ、仮想 CPU の数、メモ

リ割り当て、ストレージのタイプと割り当て（ローカル、SAN、または NAS）、virtual Switch
（vSwitch; 仮想スイッチ）への virtual Network Interface Card（vNIC; 仮想ネットワーク インター

フェイス カード）の接続、およびゲスト OS（Microsoft Windows または Linux）を指定する必要

があります。また、ハイパーバイザが動作している物理ホストにデスクトップを割り当てることも

必要です。管理者は次に、仮想マシンへのゲスト OS のインストールに進みます。仮想マシン コン

ソールには VMware vSphere Client からアクセスし、ゲスト OS の追加のカスタマイズを実行でき

ます。リモート デスクトップ セッションに対するマウスやグラフィックのパフォーマンスを向上

させ、VMware vCentervSphere Client からデスクトップを管理しやすくするために、VMware 
ツールをゲスト OS にインストールしてください。
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 • 多数の仮想デスクトップを展開する場合は、必要な OS、アプリケーション、およびカスタマイズ

が揃っているマスター仮想デスクトップに基づいて作成されたマスター テンプレートからクロー

ニングします。VMware 仮想マシンのカスタマイズ仕様を使用すると、複数のデスクトップのク

ローニング プロセスを簡素化できます。

 • 動的に（オンデマンドで）作成されたデスクトップには、仮想マシン テンプレートの使用が必須

です。マスター テンプレートで DHCP を有効にして、動的に生成された仮想デスクトップにおけ

るネットワーク アドレスの重複を回避します（クローン デスクトップのネットワーク設定は、マ

スター テンプレートに指定されているネットワーク設定と同じであるため）。

プロビジョニング

 • 通常は VMware vSphere クライアントで実行される管理タスク（プロビジョニングやモニタリン

グ）を自動化するため、VMware vSphere Microsoft Windows Powershell CLI を使用します。たと

えば、静的に生成された永続的なデスクトップ プールに属する仮想マシンのクローニング タスク

を自動化するために、CLI を使用できます。CLI は、管理者が大規模なデスクトップ プールを作

成したり、エンドユーザが仮想デスクトップをセルフプロビジョニングしたりする際に役立ちま

す。

 • VMware ESX/ESXi ホストを VMware vCenter データセンター サーバに追加し、VMware vSphere 
クライアントで管理します。VMware ESXi コンソール管理インターフェイスには、物理ホストか

らローカルにアクセスできます。これには、管理者のパスワードやネットワーク設定のプロビジョ

ニングに使用できるメニュー インターフェイスが表示されます。VMware ESXi ホストに VMware 
vSphere クライアントから直接アクセスできる場合でも、これらのホストの管理は VMware 
vCenter サーバを介して行ってください。VMware vCenter で直接アクセスできないように、

VMware ESXi ホストをロック ダウンすることもできます。VMware ESXi にはサービス コンソー

ルがなく、VMware ESX で使用できるサービス コンソールは非推奨であることに注意してくださ

い。

 • 複数の管理者が VMware vCenter で多数の仮想マシンを管理している場合、（全権限を持つ 1 つの

グローバル アカウントではなく）個々の管理者アカウントを設定して、別の管理者ユーザが行っ

た変更を追跡し、ロギングできるようにします。また、VMware vCenter 認証を Microsoft Active 
Directory にリンクしてこのロギングを実行し、管理者アカウントを一元的に管理することもでき

ます。VMware vCenter および vSphere への役割ベースのアクセスを使用して、機能、権限、およ

びユーザが実行できる変更の範囲を（データセンター、クラスタ、または許可された機能単位で）

制限することも必要です。

（注） 永続的なデスクトップまたはマスター仮想デスクトップの定期的なスナップショットを撮り、

それらを使用してデスクトップを既知の状態に復元することもできます。この手順は、デスク

トップに障害が発生している（ウイルスによる攻撃を受けている）場合や、パフォーマンスに

問題がある場合に役立ちます。

 • VMware ESXi ホストの設定および仮想マシンを定期的にバックアップします。このバックアップ

には、VMware vCenter vSphereCLI（vicfg –cfgbackup コマンド）や、VMware Consolidated 
Backup、VMware Data Recovery、VMware vStorage API などの VMware vSphere アプリケー

ションを使用することが推奨されます。これらのバックアップおよびリカバリ機能の使用に関する

ベスト プラクティスについては、VMware のドキュメントを参照してください。

 • 電力損失の場合は、物理ホストの電源が復旧した後に仮想デスクトップの電源を投入します。仮想

マシンへの電源投入の順序とタイミングは、VMware vCenter で指定できます。ブートアップ時に 
Microsoft Windows ネットワーク サービス（DHCP、DNS、および Microsoft Active Directory）
にアクセスするときの過剰なネットワークおよびサーバ ロードを回避するため、仮想デスクトッ

プの電源投入のタイミングを調整することを検討してください。
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 • VMware vCenter にバンドルされたデフォルトの SQL データベースは拡大できないので、規模の

大きい展開には外部の Microsoft SQL または Oracle データベース エンジンを使用してください

（ 大 5 台のホストと 50 台の仮想マシンでの使用が対象となります）。VMware vCenter で管理で

きるホストと仮想マシンの数については、スケーリングと制限に関するリファレンス文書

『Configuration Maximums from VMware』を参照してください。また、外部データベースに備

わっているバックアップ ユーティリティを使用して、VMware vCenter データベースを定期的に

バックアップする必要があります。

 • 仮想マシンに VMware vCenter をインストールし、VMware vMotion、DRS、および Fault 
Tolerance などのハイ アベイラビリティ機能を利用することにより、アプリケーションの可用性を

高めます。ハイ アベイラビリティの展開については、アクティブな役割とスタンバイの役割を確

立するハートビート メカニズムを使用する冗長サーバで VMware vCenter を実行できます。大規

模な展開については、リンクモード グループ機能を使用することを検討してください。このモー

ドでは、グループ内のすべての仮想マシンへの共有アクセスを許可するよう、サーバ群の VMware 
vCenter を設定できます。冗長構成での VMware vCenter の展開に関するベスト プラクティスにつ

いては、VMware のドキュメントを参照してください。

VMware View Manager Administrator Console

デスクトップ仮想化エンドポイントと仮想デスクトップ間のリモート デスクトップ セッションを管理

するには、VMware View Manager 5.0 を使用します。VMware View Manager 5.0 では、セッションを

開始するユーザを認証してから、仮想デスクトップにリダイレクトします。VMware View 
Administrator Console（VMware View Administrator Console）は、デスクトップ プールの展開と管

理、ユーザ認証の制御、デスクトップ使用のモニタリング、システム イベントの調査、および分析の

実行に使用される Web ベースのアプリケーションです。VMware View 5.0 には、仮想デスクトップ上

で動作する VMware View Agent と、デスクトップ仮想化エンドポイント上で動作する VMware View 
Client も含まれます。これらのソフトウェア コンポーネントも、ここで説明するとおりに管理する必

要があります。

図 55 VMware View Administrator Console
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Cisco VXI システムでの VMware View Manager Administrator Console の使用に関する機能とガイドライン

プロビジョニング

 • VMware View PowerCLI の cmdlets および vdmadmin CLI コマンドを使用して、手動プールの追

加やアクティブ セッションまたはデスクトップのモニタリングのタスクを自動化します。これら

のツールは、多数のデスクトップをプロビジョニングする必要のある管理者や、Web ベース イン

ターフェイスを介してセルフプロビジョニングを行うエンドユーザが使用できます。詳細について

は、VMware View Manager のドキュメントを参照してください。

 • VMware View Manager の設定をカスタマイズするには、LDAP Data Interchange Format（LDIF）
に設定をエクスポートして、テキスト エディタで変更を加えてからインポートします。このプロ

セスは、VMware View Manager の設定のバックアップにも使用できます。CLI ベースのコマンド

は vdmimport および vdmexport です。詳細については、VMware View Manager のドキュメント

を参照してください。

 • 仮想デスクトップのクロックは、ネットワークベースの Network Time Protocol（NTP; ネット

ワーク タイム プロトコル）サーバに同期させます。代わりに、仮想デスクトップのクロックと 
VMware ESXi ホストを同期させ、ホストを中央の NTP サーバと同期させることもできます。こ

の同期化は、仮想デスクトップで VMware ツール設定オプションを使用して行います。仮想デス

クトップのクロックの同期化に関する詳細なガイドラインについては、VMware のドキュメントを

参照してください。

Cisco VXC Manager

Cisco VXC Manager（VXC-M）は、Cisco VXI システムにおける Cisco VXC エンドポイントのエン

タープライズ規模の展開を一元的に管理するために使用します。VXC-M を使用することにより、

VXC エンドポイントの効率的なプロビジョニング、モニタリング、トラブルシューティング、資産管

理とインベントリの実行、デバイスのリモート制御とアクセス、エンタープライズ ポリシーに基づい

たアプローチによるファームウェアや設定の更新、およびレポートの生成が可能になります。また、適

切なライセンスがインストールされていれば、Wyse エンドポイントの管理にも使用できます。

VXC-M は、高度なデバイス制御、スクリプト、およびイメージングの機能をサポートします。セキュ

ア（HTTPS ベース）イメージング、圧縮、および帯域幅の調整による効率化、デバイスのヘルス ス
テータス レポート作成、シャドウイング、デバイスのリモート制御とスクリプト、およびデフォルト

のデバイス設定、デバイス検出と詳細なデバイス ハードウェアおよびソフトウェア資産情報の提供、

クライアント クローニング機能（管理者は、この機能を使用して参照クライアントのイメージや設定

をキャプチャし、全社間に展開できます）などがサポートされます。また、イメージを展開するための

マスターおよびリモート ソフトウェア リポジトリの使用を含めた分散型のスケーラブルなアーキテク

チャもサポートされます。
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図 56 VXC Manager のアーキテクチャ

Cisco VXC Manager に含まれるコンポーネントには、管理用の管理コンソール GUI（MMC ベースの

スナップイン）、エンドポイントとの通信用のデバイス管理サービス（HTTP、DHCP プロキシ、およ

び FTP のサポートを含む）、設定とデバイス情報の保存用のデータベース、およびイメージ、コンフィ

ギュレーション ファイル、パッケージの保存用のマスター ソフトウェア リポジトリがあります。VXC 
クライアントは、VXC-M サーバとの通信を有効にする Web エージェントを実行します。

VXC-M 管理コンソールには、デバイス、パッケージ、アップデート、レポート、およびコンフィギュ

レーション マネージャが含まれます。デバイス マネージャには、VXC-M サーバにチェックインする

すべてのデバイスのヘルス ステータスが表示されます。デバイス ステータスは、デバイスのチェック

イン ステータスによって緑色、黄色、または赤色を示します。デバイスは、デバイス ステータスを示

し、アップデート（設定やファームウェアのアップデート）を確認するために、サーバに定期的に

チェックインします。PCoIP VXC クライアントのデフォルトのデバイス チェックイン間隔は 5 分で

す。その他のデバイスは、60 分ごとにチェックインします。チェックイン間隔は、VXC-M で設定で

きます。電源がオフになっているデバイスは、デバイス リストに赤色で表示されます。デバイス ス
テータスには、デバイスがアイドル状態であるか、リモート デスクトップ セッションでアクティブに

使用されているかどうかという情報は含まれません。デバイス マネージャには、デバイス ハードウェ

アおよびソフトウェア プロファイル（OS バージョンを含む）、インストールされているソフトウェア、

ネットワーク設定、およびインストールされているパッケージに関する詳細情報も含まれます。デバイ

スは、OS タイプ、地理的なロケーション、建物、階、部署、またはサブネットに従って論理的にグ

ループ分けすることができます。これによって、ステータスの表示、ポリシーの適用、および特定のデ

バイス グループに対するパッケージの展開が容易になります。

デバイス検出機能を使用すると、デスクトップ仮想化エンドポイントをデバイス マネージャに手動で

追加することも、検出機能を実行する IP アドレス範囲やサブネットを指定することでデバイス マネー

ジャで動的に検出することもできます。VXC Manager はリブート、シャットダウン、およびウェイク

アップ（Wake on LAN を使用）などの操作を含め、デスクトップ仮想化エンドポイントをリモートで

制御できます。管理者はシャドウイングにより、DV エンドポイントのコンソールにリモートからアク

セスし、設定の確認やリモート デスクトップ セッションのセットアップを行うことができます。シャ

 VXC 

 VXC 

 

25
46

59

DHCP 

 SW

 VXC 

 VXC

DHCP 

 SW

WAN

VXC-M GUI

VXC-M Server
126
VMware View 5 を実装した Cisco 仮想化エクスペリエンス インフラストラクチャ 2.5



  管理と運用  
ドウイングは、エンドポイントの問題をリアル タイムでトラブルシューティングするのに役立ちます。

エンドポイントに使用できる管理機能は、エンドポイントの OS またはデバイス タイプによって異な

ります。

図 57 VXC-M デバイス マネージャ コンソール

パッケージ マネージャを使用して、パッケージを VXC エンドポイントに展開します。パッケージは、

一連のアクション（デバイス設定の変更、設定のアップロード、ファームウェア イメージのダウン

ロード、シャットダウン、リセット）の実行をデバイスに指示するファイル（スクリプト、コンフィ

ギュレーション ファイル、またはファームウェア イメージ）の集合です。VXC-M スクリプト ビル

ダー ユーティリティは、パッケージに組み込むスクリプトの作成に使用できます。このユーティリ

ティを使用するときは、管理者はターゲット デバイスの OS（ThreadX for PCoIP VXC クライアント

など）を選択する必要があります。パッケージを企業全体に展開する前に、テスト デバイスで検証す

ることが推奨されます。パッケージ マネージャでの Web エージェントの更新は VXC クライアントに

適用されないことに注意してください。VXC クライアントを実行する Web エージェントを更新するに

は、デバイスのファームウェアを変更します。

アップデート マネージャは、規定の時間（オフピーク時間など）にパッケージをデバイスに展開する

スケジュールを組むのに使用します。スケジュールされた時間は、クライアント デバイスの時間帯に

自動的に調整されます。たとえば、パッケージをデバイスのグループに展開することで、スケジュール

された時間にファームウェアを更新したり、毎日午後 6 時にユーザ セッションをクリアするためにグ

ループ デバイスをリブートしたりすることができます。レポート マネージャを使用すると、VXC-M 
への管理上の変更をトラブルシューティングするためのログ レポート、管理対象のデバイスの一覧を

含むデバイス リスト レポート、およびパッケージの展開ログとステータスを含むパッケージ配布レ

ポート（このレポートには、デバイスに対する正常なパッケージ ダウンロードが示されます）を生成

できます。

コンフィギュレーション マネージャを使用すると、VXC-M サーバ上の設定のカスタマイズ、デバイ

ス グループの作成、サブネットと IP 範囲の設定、およびリモート ソフトウェア リポジトリのプロビ

ジョニングを行うことができます。VXC-M 設定には、デバイスのチェックイン間隔、デバイス セ
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キュリティの有効化、ロギング レベルの変更、タイムアウトの設定、および Default Device 
Configuration（DDC）の有効化が含まれます。タイムアウトの設定は、すべてのエンドポイントにグ

ローバルに設定することも、サブネットに基づいたエンドポイントのサブセットに対して設定すること

もできます。たとえば、遅延の大きい WAN リンク上にあるエンドポイントに対してタイムアウトを調

整できます。低帯域幅のリンク全体にわたる同時イメージ アップデートの数を制限することが推奨さ

れます（制限することで、タイムアウトによる障害が発生するほど低速化しないようにします）。この

設定は、コンフィギュレーション マネージャでプロビジョニングできます。また、VXC-M では、役

割ベースのアクセスと、権限を関連付けた管理者のプロビジョニングがサポートされます。たとえば、

読み取り専用権限は、特定の管理者グループに割り当てることができます。Active Directory（AD）と

の統合により、複数の管理ユーザを追加して、論理ビュー、エンドポイント プロパティ、OS、および

デバイスのタイプやサブネットによって編成された別個のエンドポイント プールの管理を任せること

ができます。

管理者は、リポジトリ作成および管理機能を使用して、配布用のソフトウェア、イメージ、およびコン

フィギュレーション アップデートのリポジトリを容易に作成し、管理できます。VXC Manager サーバ

には、イメージおよびパッケージ サーバとして機能するマスター ソフトウェア リポジトリが含まれま

す。マスター リポジトリは、ブランチ オフィスに存在するリモート ソフトウェア リポジトリと同期さ

せることができます。ブランチ オフィスなどのリモート ロケーションについては、エンドポイントに

対してローカルのリモート ファイル リポジトリを使用して WAN 帯域幅を節約することが推奨されま

す。ファイル転送は TCP ベースのプロトコル（FTP および HTTP）を使用して実行されるので、WAN 
上のファイル転送では、Cisco WAAS の高速化、キャッシング、および圧縮機能の利点が活かされま

す。

VXC Manager Default Device Configuration（DDC）は、ポリシー管理ツールであり、管理者はこの

ツールを利用して OS イメージ、スクリプト、パッケージ、およびその他の設定をシン クライアント 
エンドポイントに自動的に展開するルールを作成できます。管理者は DDC を使用して、デバイス グ
ループに対するデフォルトのソフトウェアおよびデバイス設定を行い、エンドポイントの管理を簡素化

し、完全に自動化することができます。たとえば、グローバル組織の管理者は DDC を使用して、サブ

ネットを特定の国にマッピングできます。エンドポイントがネットワークに初めて接続されると、

DDC はサブネット情報を使用して、DV エンドポイントに適切な言語や設定をプロビジョニングしま

す。DDC 機能により、特定の OS を実行する特定のグループ（建物やサブネットなど）のすべてのデ

バイスに対して、デバイスの設定とイメージ バージョンの適合性が保証されます。この機能は、サブ

ネット、物理的なロケーション、またはデバイス グループ内の変更に基づいて、デバイス設定の変更

を自動的に実装するのに役立ちます。たとえば、VXC クライアントをある View 環境から別の View 環
境に容易に移行でき、自動的に再設定することでデバイスやスイッチ上の物理ポートの VLAN 割り当

てを簡単に変更できます。DDC は、VXC-M サーバにチェックインするときのデバイスのブートアッ

プ段階で、デバイスに適用されます。

PCoIP VXC クライアント用のパッケージには、設定およびファームウェアを変更するためのスクリプ

トが含まれており、デバイスが VXC-M にチェックインするときや、パッケージ マネージャを使用す

る管理者によってデバイスに適用されます。
128
VMware View 5 を実装した Cisco 仮想化エクスペリエンス インフラストラクチャ 2.5



  管理と運用  
図 58 VMware View パッケージ スクリプト

VXC Manager の一般的な使用例

 • 自動検出を使用してエンドポイントを VXC Manager に追加する

 • デバイス マネージャを使用してエンドポイントの再起動やシャットダウンを行う

 • デバイスのヘルス ステータスを監視する

 • アラートやロギング レポートを生成する

 • リモート デスクトップ セッションで使用されているデバイスにリモート アクセスする

 • パッケージ マネージャを使用してデバイス ファームウェアをアップグレードする

 • パッケージ マネージャを使用してデバイスの設定を変更する

PCoIP VXC クライアントで VMware View クライアント、ラベル、ビデオ、および時間帯の設定を変

更するには、VXC-M デバイス マネージャのダッシュボードを使用します。
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図 59 [ThreadX Device Information] ウィンドウ

VXC Manager の使用に関するガイドライン

多数のデスクトップ仮想化エンドポイントを展開するときは、一元的な設定アプローチが推奨されま

す。このアプローチによって、エンドポイントは自動的に VXC Manager やデスクトップ コントロー

ラのロケーションを検出し、エンドポイント自体を適切なイメージと設定で更新します。エンドポイン

トには、ブートアップ時に、DHCP、DNS、および FTP サービスを使用してネットワーク設定、

VXC-M サーバのロケーション、およびデスクトップ コントローラのロケーションがプロビジョニン

グされます。ここで使用する特定の DHCP オプションの詳細については、VXC クライアントおよび 
VXC Manager のドキュメントを参照してください。

また、ファイル サーバのロケーションから、更新されたイメージや設定をダウンロードするようにエ

ンドポイントに指示するコンフィギュレーション ファイルを取得することもできます。DV エンドポイ

ントは、エンドユーザがリセットしたり、リブートしたりできます。代わりに、管理者が電源オンの 
VXC クライアントを一元的に管理することも（EnergyWise をサポートする PoE スイッチおよび 
EnergyWise Orchestrator を使用）、管理者が VXC Manager を使用してこのタスクを一元的に開始し、

設定およびイメージ アップデートをエンドポイントにプッシュすることもできます。これらの設定

（ファイラ サーバ、VXC Manager サーバ、およびデスクトップ コントローラのロケーション）は、コ

ンソールまたは Web インターフェイスを介してエンドポイントにアクセスすることにより、手動でプ

ロビジョニングすることもできます。設定やイメージを保存するためのディレクトリ構造、および展開

されるデスクトップ仮想化エンドポイントの各タイプに対応するコンフィギュレーション ファイルの

フォーマットなど、マスター ファイル サーバ リポジトリの設定に関する特定の手順については、

Cisco VXC のドキュメントを参照してください。
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図 60 VXC クライアントのブート プロセス

PCoIP VXC エンドポイントは、設定にリモート アクセスするための Web インターフェイスの使用、

デバイス コンソールでの画面表示の使用、デバイス マネージャのダッシュボードの使用、または 
VXC-M でのパッケージ マネージャ機能の使用によって管理できます。VXC エンドポイントは、

DHCP オプションの使用や、サーバのロケーションを識別する標準サービス（SRV）および DNS レ
コードの使用を通じて、VXC-M サーバ ロケーションを学習できます。VXC-M サーバ ロケーション

（IP アドレス、ポート、およびセキュア ポート）を指定するには、DHCP オプション（12 および 15）
を使用します。または、VXC エンドポイントが VXC-M サーバ ロケーションについて DNS サーバに

照会します（PCoIP VXC クライアントではホスト名「_pcoip-tool」が使用されます）。PCoIP VXC ク
ライアントも、View Manager ロケーションについて DNS サーバに照会することに注意してください

（ホスト名は「_pcoip_broker」です）。DNS の使用は、DHCP サービスを変更できない展開シナリオ

（たとえば、カスタマー サイトにあるブランチ ルータ上など）で役立ちます。デバイスに VXC-M ロ
ケーションを通知するもう 1 つの方法として、VXC-M デバイス マネージャでエンドポイントの手動

または自動検出を使用する方法もあります。デバイスの自動検出を行うサブネットおよび IP 範囲を定

義するには、サブネット マネージャを使用します。この方法は、VXC-M サーバを検出するためにデ

バイスをリモートからリブートできない場合に役立ちます。

PCoIP VXC エンドポイントへのイメージ展開をサポートするため、VXC-M のインストール時にマス

ター ソフトウェア リポジトリで FTP を有効にする必要があります。

PCoIP VXC デバイスのパッケージ コンフィギュレーション ファイルの作成および変更には、テキスト 
エディタを使用する方法が推奨されます。
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エンドポイントおよび管理コンソールと通信するには、VXC Manager が使用するネットワーク上で、

VXC-M が使用するすべてのコミュニケーション ポート（HTTP が 80、280、443、FTP が 21、デー

タベースが 1433、および VNC が 5900）が開いていることを確認してください。サーバが使用する

ポートの一覧については、Cisco VXC-M のドキュメントを参照してください。

VXC Manager は、1 台のサーバにインストールすることも、大規模な展開用に複数のサーバにインス

トールすることもできます（カスタマイズされたインストール手順を使用して、複数のサーバに分散さ

れるサービスを利用します）。複数の管理コンソールをインストールして、複数の管理者からのリモー

ト アクセスを容易にすることもできます。

電源管理機能を使用すると、エンドポイントの電源オン /オフをスケジュールされた時間に行ってエネ

ルギーを節約できます。VXC-M によって電源をオンにできるのは、WoL をサポートするデバイスだ

けであることに注意してください。

リモート ソフトウェア リポジトリが、マスター ソフトウェア リポジトリに同期していることを確認し

ます。Microsoft の同期化サービスを使用して、ソフトウェア リポジトリを同期させます。WAN 全体

でリモート ソフトウェア リポジトリを使用するときは、ブランチにあるサブネットごとに 1 つのリ

モート リポジトリを展開することが推奨されます。

推奨されるトラブルシューティング ツールには、デバイスとサーバの通信を監視する Wireshark、サー

バ上のイベントやエラー（データベース通信など）をロギングする Microsoft デバッグビューア、およ

び VXC-M サーバ ログ レポートの使用が挙げられます。

カスタム レポートは、ODBC 準拠のツール（Crystal Reports、MS-ACCESS、MS-SQL クライアント

ツールなど）や、VXC-M データベースにアクセスできるツールを使用して生成できます。

Wyse Device Manager

Wyse Device Manager（図 61）の使用により、管理者は Wyse デスクトップ仮想化エンドポイントの

イメージ（OS）、設定、および資産管理、リモート制御、モニタリング、ならびにシャドウイングを実

行できます。また、Wyse Device Manager を使用して、エンタープライズ規模のエンドポイント デバ

イス検出の計画と実行、エンドポイント パラメータのアップロードとダウンロード、およびエンドポ

イントへのソフトウェア パッケージの配布を行うことができます。シン クライアントのクローニング

機能もサポートされており、管理者はこれを利用して参照先のシン クライアントのイメージと設定を

キャプチャし、企業全体に展開できます。カスタマイズしたスクリプトを作成してエンドポイントに配

布し、エンドポイント デバイスのセットアップと設定を自動化することも可能です。スクリプトにつ

いては、企業全体に展開する前にテスト デバイスで検証する必要があります。LAN、WAN、または無

線ネットワーク全体で何千もの Microsoft Windows Embedded Standard（WES）または Compact 
Edition（CE）、Linux、Wyse ThinOS、または Wyse XP Embedded（XPe）シン クライアント デバイ

スの展開がサポートされます。Wyse Device Manager Enterprise Edition は、大規模な展開に対する付

加的なセキュリティ、スケーラビリティ、およびパフォーマンス機能として推奨されます（Workgroup 
Edition がサポートするエンドポイントの 大数は 750 です）。機能の一覧については、Wyse のドキュ

メントを参照してください。より一元的で実践的なアプローチを可能にするため、Wyse Device 
Manager を使用して Wyse デスクトップ仮想化エンドポイントを管理してください。
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図 61 Wyse Device Manager コンソール

Wyse Device Manager の資産情報収集機能では、エンドポイントのハードウェア リビジョンと、適用

されているソフトウェア OS、アプリケーション、およびアドオン バージョンを追跡できます。Wyse 
Device Manager は、各デバイスのすべての資産情報（ハードウェア資産情報や、各デバイスにインス

トールされているソフトウェアの情報を含む）を監視し、保存します。ソフトウェア情報には、オペ

レーティング システムと、エンドポイント デバイスに適用されているすべてのアプリケーションおよ

びアドオンが含まれます。Wyse Device Manager は、XPe クライアント OS を実行しているシン クラ

イアントで書き込みフィルタのステータスを監視できます。管理されるエンドポイントのリスト、更新

がスケジュールされたエンドポイント、現在のエンドポイント ソフトウェアのリビジョン レベル、

サーバ ログ、およびエンドポイント アップタイムに基づいたエンドポイントの可用性を示すレポート

を生成できます。

デバイス管理機能の使用により、管理者は、デスクトップ仮想化エンドポイントのステータスをリアル 
タイムで表示および監視できます。すべてのエンドポイントの 新ステータス情報が自動的に提供され

るように、Wyse Device Manager を設定できます。エンドポイントをリモートで管理するには、エン

ドポイントに Wyse Device Manager エージェントをインストールする必要があります。エージェント

には、Wyse Device Manager サーバのアドレスのプロビジョニングが必要です。このプロビジョニン

グは、デバイス検出プロセス時に自動的に実行することも、エンドポイントで手動により実行すること

もできます。また、エンドポイントのブートアップ時に DHCP オプションを使用するか、サーバのロ

ケーションを識別する標準サービス（SRV）および DNS レコードを使用して実行することもできま

す。エンドポイントで動作するエージェントは、ハートビート メカニズムを使用してデバイス マネー

ジャに定期的にチェックインし、アップデートの有無を調べます。また、エージェントは、ステータス

の変更をサーバに報告します。デバイス検出機能を使用すると、デスクトップ仮想化エンドポイントを

デバイス マネージャに手動で追加することも、検出機能を実行する IP アドレス範囲を指定することで

デバイス マネージャで動的に検出することもできます。

Wyse Device Manager はリブート、シャットダウン、およびウェイクアップ（Wake on LAN を使用）

などの操作を含め、デスクトップ仮想化エンドポイントをリモートで制御できます。管理者は、シャド

ウイング（VNC を使用）により、エンドポイントのコンソールにリモート アクセスし、設定の確認や

リモート デスクトップ セッションのセットアップを行うことができます。シャドウイングは、エンド

ポイントの問題をリアル タイムでトラブルシューティングするのに役立ちます。管理者は、エンドポ

イント コンソールから設定に直接アクセスできるほか、一部のゼロ クライアントおよびシン クライア

ント（Viance および P20）の使用により、Web ベースの GUI を介して設定情報にリモート アクセスで

きます。

デスクトップ仮想化エンドポイントのアップデートには、イメージ（OS）、アプリケーション（エー

ジェント）、および設定（ネットワークと接続）のアップデートが含まれます。これらのアップデート

は、デバイス マネージャ サーバによって（ダウンタイムを減らし、オフピーク時間に移行するため）
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スケジュールに従って開始される場合と、デバイスがサーバにチェックインするときに開始される場合

があります。管理者は、リポジトリ作成および管理機能を使用して、配布用のソフトウェア、イメー

ジ、およびコンフィギュレーション アップデートのリポジトリを容易に作成し、管理できます。Wyse 
Device Manager サーバには、イメージおよびパッケージ サーバとして機能するマスター ソフトウェア 
リポジトリが含まれます。マスター リポジトリは、ブランチ オフィスに存在するリモート ソフトウェ

ア リポジトリと同期させることができます。ブランチ オフィスなどのリモート ロケーションについて

は、WAN 帯域幅を節約するため、エンドポイントにとってローカルであるリモート ファイル リポジ

トリを使用してください。ファイル転送は TCP ベースのプロトコル（FTP および HTTP）を使用して

実行されるので、WAN 上のファイル転送では、Cisco WAAS の高速化、キャッシング、および圧縮機

能の利点が活かされます。

多数のデスクトップ仮想化エンドポイントを展開するときは、一元的な設定アプローチが推奨されま

す。このアプローチによって、エンドポイントは自動的にデスクトップ コントローラのロケーション

を検出し、エンドポイント自体を適切なイメージと設定で更新します。エンドポイントには、ブート

アップ時に DHCP を介してネットワーク設定とデスクトップ コントローラのロケーションがプロビ

ジョニングされる必要があります。ここで使用する特定の DHCP オプションの詳細については、Wyse 
シン クライアントおよび Wyse Device Manager のドキュメントを参照してください。

また、ファイル サーバのロケーションから、アップデートされたイメージや設定をダウンロードする

ようにエンドポイントに指示する初期化ファイルを取得することもできます。手順を示す電子メール通

知を使用して、エンドポイントのリセットやリブートを行うようにユーザに指示することも、管理者が 
Wyse Device Manager を使用してこのタスクを一元的に開始し、設定やイメージのアップデートをエ

ンドポイントにプッシュすることもできます。これらの設定（ファイラ サーバ、Wyse Device 
Manager サーバ、およびデスクトップ コントローラのロケーション）は、コンソールまたは Web イン

ターフェイスを介してエンドポイントにアクセスすることにより、手動でプロビジョニングできること

も覚えておいてください。設定やイメージを保存するためのディレクトリ構造、および展開されるデス

クトップ仮想化エンドポイントの各タイプに対応するコンフィギュレーション ファイルのフォーマッ

トなど、マスター ファイル サーバ リポジトリの設定に関する特定の手順については、Wyse のドキュ

メントを参照してください。

Wyse Device Manager Default Device Configuration（DDC）は、ポリシー管理ツールであり、管理者

はこのツールを利用して OS イメージ、スクリプト、パッケージ、およびその他の設定をシン クライ

アント エンドポイントに自動的に展開するルールを作成できます。管理者は DDC を使用して、デバイ

ス グループに対するデフォルトのソフトウェアおよびデバイス設定を行い、エンドポイントの管理を

簡素化し、完全に自動化することができます。たとえば、グローバル組織の管理者は DDC を使用し

て、サブネットを特定の国にマッピングできます。エンドポイントがネットワークに初めて接続される

と、Wyse Debvice Manager DDC はサブネット情報を使用して、シン クライアント エンドポイントに

適切な言語や設定をプロビジョニングします。

EMC Unisphere 管理スイート

EMC Unisphere（図 59）管理スイートは、EMC Unified Storage デバイスのプロビジョニングと監視

に使用します。Web ベースのインターフェイスが搭載され、管理者はこれを使用してストレージ シス

テムの検出、監視、および設定を行うことができます。また、ストレージ遅延測定結果の収集や、傾向

分析、レポート、およびシステム キャパシティ管理の実行にも使用できます。イベントの自動通知が

サポートされるので、管理者は重要なステータス変更を予防的に管理できます。

EMC Unisphere は仮想化に対応しています。ハイパーバイザ サーバがどのように設定されているかを

視覚的に表し、どの仮想マシンが特定のストレージ リソースを使用しているかを識別します。物理ス

トレージとサーバのほか、VMware ESX ホストとそこに存在する仮想マシンの仮想と物理のマッピン

グを可能にします。管理者は、このコンソールを使用して、適切な量のストレージが仮想マシンに割り

当てられていることを確認できます。
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VMware 管理者は、EMC Virtual Storage Integrator（VSI）を使用して、別個のストレージ管理イン

ターフェイスにアクセスすることなく、vSphere クライアントから一般に使用されるストレージ機能を

管理できます。VSI は、EMC Unified ストレージを視覚的に表す VMware vCenter プラグインです。

VSI は、vSphere データストアを EMC ストレージ上の LUN および NFS シェアにマッピングするジョ

ブを簡素化し、アレイ上の仮想マシンと Raw デバイス マッピング ファイルのロケーションを特定する

のに役立ちます。

ストレージ デバイス（NAS または SAN）は、多数のエンドユーザ デスクトップの仮想マシン設定お

よびファイルを維持するので、Cisco VXI システムにおける重要なリソースとなります。ストレージ 
デバイス自体に組み込まれた冗長および耐障害性を使用するほか、ストレージを別の物理ロケーション

にバックアップして、障害発生時にサービスを復元できるようにしてください。

NetApp Virtual Storage Console

NetApp FAS 3170 のプロビジョニングと監視には、NetApp Virtual Storage Console（VSC）が推奨さ

れます。NetApp VSC は、VMware vCenter にインストールできるプラグインです。NetApp VSC のプ

ロビジョニングおよびクローニング機能を使用して、NetApp によるスペース効率の高いクローンを展

開できます。管理者は、NetApp ストレージ コンソールにログインせずに、何千もの新規仮想マシンを

プロビジョニングまたは再プロビジョニングできます。VSC を使用することで、パッチやソフトウェ

アのアップデート、シン プロビジョニング、および重複排除管理機能の実行後に NetApp FlexClone テ
クノロジーを利用し、仮想マシンを再展開できます。

Cisco NAM

Cisco NAM Traffic Analyzer ソフトウェア（図 61）の使用により、管理者は、アプリケーションと

サービスがエンドユーザに提供される方法を監視、管理、および改善することができます。Cisco 
NAM は、Differentiated Services Code Point（DSCP; 差別化サービス コード ポイント）を使用するア

プリケーション、ホスト、会話、およびストリームのフローベースのトラフィック分析、アプリケー

ション、サーバ、およびネットワーク遅延のパフォーマンスベースの測定、Voice over IP（VoIP）や

ビデオなどのネットワークベース サービスに対する QoE メトリック、ならびに深い洞察をもたらすパ

ケット キャプチャを使用した問題分析を実現します。Cisco NAM では、トラフィックの監視、パケッ

ト トレースの収集、および履歴レポートの生成が可能です。また、総合的なトラフィック分析と洞察

をもたらすリアル タイムのトラブルシューティング情報が提供されるので、これらの情報を使用して

ネットワークとアプリケーションの効率性を高めることができます。Cisco NAM を使用して、QoS プ
ランニングの仮定を検証することでサービス レベルの一致を確認したり、トランザクションベースの

統計情報でユーザ エクスペリエンスを評価したりすることもできます。Cisco NAM を使用して Cisco 
VXI システムの監視やトラブルシューティングを行うときは、ここに記載されているガイドラインと

推奨事項を考慮してください。

Cisco NAM には、組み込みの Web ベース トラフィック アナライザ GUI が含まれており、これを利用

して設定メニューにアクセスしたり、ブラウザを介した Web、音声、およびビデオ トラフィックの使

用率に関する読みやすいパフォーマンス レポートを生成したりすることができます。Cisco NAM アプ

ライアンスの別個の管理インターフェイスを GUI へのアクセス専用にする必要があります。

Cisco NAM はいくつかのフォーム ファクタで提供され、ネットワークのさまざまなロケーションに展

開することができます。Cisco NAM プローブは、実行中の特定のタスクに適したロケーションに配置

する必要があります。論理ネットワーク境界の入力ポイントまたは出力ポイントであるロケーション

（アグリゲーション層、コア、またはキャンパス エッジ）では、そのパーティション内のネットワーク 
アクティビティに関する貴重な情報が提供されるので、Cisco NAM の展開には通常、これらのロケー

ションが適しています。たとえば、接続マネージャなどの重要なサーバ ファームに接続するセッショ

ンを監視するには、データセンター コアに Cisco NAM を配置します。このロケーションでは、企業

ネットワークのあらゆる部分に存在するエンドユーザが開始するセッションを監視できます。また、

Cisco NAM をブランチ オフィスに配置して、WAN で接続している特定のユーザのトラブルシュー

ティングを行うこともできます。WAN エッジは、複数のブランチ オフィスから発信されるセッション
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を監視するのに 適なロケーションです。ブランチ オフィスで Cisco ISR ブランチ オフィス ルータの

ネットワーク モジュールとして、またはコア ネットワークで Cisco Catalyst 6000 Series コア スイッチ

や別個のアプライアンス（Cisco NAM 2204 または 2220 アプライアンス）上のブレードとして Cisco 
NAM を導入できます。

また、Cisco Nexus 1000V や Cisco WAAS デバイス上のソフトウェア モジュールとして Cisco NAM 
を導入することも可能です。データセンター コアでは、専用のハードウェアを使用して必要なレベル

のパフォーマンスを提供する、別個の Cisco NAM アプライアンスを展開する必要があります。Cisco 
NAM の展開に関する総合的な考慮事項については、Cisco NAM 展開ガイドを参照してください。

ネットワーク トラフィック使用率レポートには、リモート ルータから Cisco NAM への NetFlow Data 
Export（NDE; NetFlow データ エクスポート）を使用します。NetFlow データは、Cisco WAAS アプ

ライアンス（WAN 上のトラフィックを監視するため）、ルータ、スイッチ、または Cisco ASA アプラ

イアンスからエクスポートできます。たとえば、Cisco WAAS からの NetQoS フロー データは、アプ

リケーション遅延の情報を示します。トラフィック使用率レポートは、QoS ポリシーおよび Cisco 
WAAS 適化が有効となるトラフィック タイプを識別するのに役立ちます。これらの測定結果は、拡

大予測やプランニングに使用することもできます（図 62）。

図 62 シスコ ネットワーク アナライザ モジュールのトラフィック使用率レポート

パケット キャプチャには、Cisco Catalyst 6000 シリーズまたは Cisco Nexus 7000 シリーズ スイッチな

ど、複数の送信元ポートを監視できるコア スイッチ上の Switched Port Analyzer（SPAN; スイッチド 
ポート アナライザ）セッションを使用します。データセンター サーバを行き来するすべてのトラ
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フィックを監視するには、データセンター コア スイッチ（Cisco Nexus 7000 シリーズ）の SPAN ポー

ト（10 ギガビット イーサネット推奨）を使用します。スイッチに 2 つの SPAN セッション数制限があ

ることに注意してください。

Cisco NAM の主な用途は、適切に設定できなかったユーザ セッションや、低品質のユーザ セッション

のトラブルシューティングと分析です。特定の会話を表示するには、エンドポイント、デスクトップ 
コントローラ、または仮想デスクトップ ネットワーク アドレスに基づいてパケット キャプチャをフィ

ルタリングします。また、VLAN、プロトコル（ポート）、ストリーム内の DSCP マーキングに基づい

たフィルタリングも可能です。

プロトコル フォーマットが独自のものであり、暗号化される可能性があるので、Cisco NAM は現在、

デスクトップ仮想化プロトコル パケットのコンテンツのデコードに対応していないことに注意してく

ださい。Cisco NAM は、使用されるポート番号に基づいてストリームを識別し、ラベル付けすること

ができます（図 63）。

図 63 NAM パケット デコーダ

表 24 に、デスクトップ仮想化セッションで使用されるプロトコルとポートを示します。この情報を使

用して、パケット キャプチャ内のユーザ ストリームを識別できます。
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表 24 プロトコル /ポート情報

一般的な VMware View セッションのセットアップ（デスクトップ仮想化エンドポイントと VMware 
View Manager ストリーム）では、TCP（ポート 80）と Transport Layer Security Version 1（TLSv1、
ポート 443）を使用することに注意してください。VMware View Manager と View Agent 間の通信に

は、TCP（ポート 4001）を使用します。VMware vCenter サーバの VMware vSphere クライアントお

よび Software Development Kit（SDK; ソフトウェア開発キット）インターフェイスでは、HTTP（80）
および HTTPS（443）を使用します。VMware ESXi ホストへの VMware vCenter 通信には、TCP

（ポート 902）ストリームを使用します。VXC Manager は、デスクトップ仮想化エンドポイント エー

ジェントとの通信用に HTTP（80）および HTTPS（443）をデフォルト設定します。管理者は、すべ

てのファイアウォール デバイスでこれらのポートが開いていることを確認する必要があります。

Cisco Unified Personal Communicator クライアントはデスク フォン制御モードで動作しているので、

Cisco Unified Personal Communicator でアクティブなボイス コールを実行する仮想デスクトップから

のトラフィックのパケット キャプチャには、Real-Time Transfer Protocol（RTP）トラフィックは含ま

れません。UC シグナリング トラフィックでは、SCCP TCP 2000 ポートおよび SIP TCP/UDP 5060 
ポートが使用されます。

デスクトップ パケット キャプチャには、Computer Telephony Integration（CTI; コンピュータ テレ

フォニー インテグレーション）プロトコルを介した Cisco Unified Personal Communicator クライアン

トと Cisco Unified Presence および Cisco Unified Communications Manager との通信が含まれます。

デスクトップ仮想化エンドポイントと同じ場所にある Cisco IP Phone のパケット キャプチャには、

RTP トラフィックが含まれます。Cisco NAM は、Cisco Unified Management Suite から音声品質測定

に使用される RTP メトリックも収集できます。

Cisco NetFlow

Cisco NetFlow は、ネットワーク要素（ルータおよびスイッチ）を通過するパケットの統計情報を提供

し、Cisco VXI システムでのトラフィック使用率の監視に使用できます。NetFlow データは、アプリ

ケーションやユーザのモニタリング、ネットワーク帯域幅の分析とキャパシティ プランニング、セ

キュリティ分析、アカウンティングと課金、トラフィック エンジニアリング、および NetFlow のデー

タ ウェアハウスとデータ マニングに使用できます。NetFlow をサポートするルーティングおよびス

イッチング プラットフォームには、Cisco ISR および 7200、10000、12000、CRS-1 シリーズ ルータ、

Catalyst4k、Cat6500、ならびに Nexus スイッチがあります。

NetFlow は、IP アドレス、プロトコル、アプリケーション ポート、および DSCP や、Type of Service
（ToS; タイプ オブ サービス）情報、パケット サイズ、およびカウントなどのさまざまなパケット特性

を含むデータを、ネットワーク要素上の入力パケットおよび出力パケットからキャプチャします。

NetFlow の主なコンポーネントは、IP フロー情報を保存する NetFlow キャッシュと、NetFlow データ

を Cisco NetFlow Collector などのネットワーク管理コレクタに送信する NetFlow エクスポートです。

NetFlow コレクタは、エクスポートされた NetFlow レコードを集約し、ネットワーク内の IP トラ

フィック フローに関するモニタリングおよびレポート情報を提供します。NetFlow は、すべてのパ

ケットを計上し（サンプル モード以外）、エンドユーザに対して透過的に動作します。NetFlow 対応ス

イッチングのスケーラビリティとパフォーマンスにおいては、NetFlow キャッシュに存在するフロー

単位のアカウンティング測定を動的に更新することのできる効率的なフロー キャッシュ管理と、

キャッシュ エージング /フロー期限の決定が重要なポイントになります。期限の切れたフローは、

NetFlow コレクタへのエクスポート用としてデータグラムにまとめられます。

DV プロトコル プロトコル ポート

RDP TCP 3389/32111（USB）/9427
（MMR）

PCoIP UDP/TCP 4172/32111（USB）/9427
（MMR）
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ネットワーク ノードからコレクタに NetFlow レコードを伝送するための柔軟で拡張可能な手段となる、

新の NetFlow エクスポート フォーマット Version 9 を使用することが推奨されます。NetFlow 
Version 9 には、定義可能なレコード タイプがあり、自己記述型なので NetFlow Collection Engine の設

定が容易になります。

Cisco NetFlow の使用に関するガイドライン：

 • Cisco NetFlow は、大規模な Cisco VXI の展開に対する監視、トラブルシューティング、および

キャパシティ プランニングに使用できます。複数の Cisco VXI トラフィック フローに関する 
NetFlow データを収集できます。このデータは集約が可能で、使用状況に関するレポートを生成で

きます。レポートを使用して、トラフィック タイプごとのピーク レート、平均レート、毎日 /毎週

のピーク ボリューム、毎日 /毎週の平均ボリュームを確認できます。データは、他のネットワーク 
インターフェイス（WAN リンクなど）やネットワーク要素（ルータおよびスイッチ）をネット

ワークに追加するときのネットワーク キャパシティ プランニングに使用できます。その他の有益

なタスクには、上位の Cisco VXI ユーザの識別、特定のトラフィックしきい値に達したときのア

ラートの設定、および Cisco VXI セッションを介してアクセスされるサービス（仮想デスクトップ 
トラフィックの監視など）に関するトラフィック分散レポートの取得があります。

 • NetFlow を有効にするため、ネットワーク内のさまざまなポイントを理解し、識別するには、展開

モデルの章で説明している Cisco VXI トラフィック パターンを参照してください。NetFlow は、

ブランチにあるルータ（ISR など）で有効にしてデスクトップ プロトコルおよびセッション トラ

フィックを視覚的に表示したり、WAN エッジにある集約ルータ（ASR、7200、または WAAS な
ど）で有効にして デスクトップ プロトコルおよびセッション トラフィックを監視したり、データ

センターにあるエンタープライズ コア スイッチ（Nexus 7000 または Catalyst 6500 など）で有効

にしてデスクトップ プロトコルおよびセッション トラフィックを監視したり、仮想スイッチ

（Nexus 1000v など）で有効にしてデスクトップ プロトコルおよび仮想デスクトップ トラフィック

を監視したりすることができます。すべてのネットワーク要素で NetFlow を有効にしてデータを

集約すると、情報の過負荷が発生し、分析できる有益なデータが提供されない場合があります。代

わりの戦略として、ネットワーク内の特定のポイントにあるネットワーク要素を（監視されるセッ

ションのトラフィック パターン /パスに基づき）選択的に有効にして、分散された、または集中化

されたコレクタの集合を使用してデータを収集します。

 • Cisco VXI セッション トラフィックを識別するための単純な方法として、NetFlow レコードに含

まれる IP アドレス（シン クライアントまたは仮想デスクトップ、デスクトップ コントローラ）、

プロトコル タイプ（TCP/UDP）、ポート（PCoIP/RDP/HTTP/HTTPS）、および TOS 情報を使用

します。対象となる特定のトラフィック フローには、エンドポイントとデスクトップ コントロー

ラ間の Cisco VXI セッション トラフィック、エンドポイントと仮想デスクトップ間のデスクトッ

プ プロトコル トラフィック、仮想デスクトップとデスクトップ コントローラ間のトラフィック、

仮想デスクトップからサーバおよびインターネットへのトラフィック、および CTI や RTP トラ

フィックを含む Cisco Unified Personal Communicator 関連のトラフィック パターンが含まれます。

NetFlow の一般的な使用例：

 • Cisco VXI セッション トラフィック フローの監視：ユーザ セッションを識別し、使用される帯域

幅を測定します。

 • ネットワーク トラフィックに基づいたアプリケーションの使用状況に関する仮想デスクトップ ト
ラフィック フローの監視：仮想デスクトップを識別し、プロトコルやポートに基づいて使用され

る各種アプリケーションを監視します。

 • Cisco VXI トラフィック フローのトラブルシューティング：低品質の問題を抱えるユーザ セッ

ションを識別し、ネットワーク問題の原因を突き止めます。

 • オーバーサブスクリプションのリンクの識別、WAN リンクで使用できる帯域幅を独占している単

一ユーザの識別、および緩慢なネットワーク パフォーマンスの検出
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 • 各 Class of Service（CoS; サービス クラス）に適切な帯域幅が割り当てられており、オーバーサブ

スクリプションまたはアンダーサブスクリプションの CoS が存在しないことの確認

Cisco VXI ネットワーク ワークフローで NetFlow を有効にするための手順：

1. ネットワーク要素（ルータおよびスイッチ）に NetFlow を設定します。

a. NetFlow コレクタの IP アドレスと NetFlow エクスポート バージョンを設定します。

b. デバイスおよびインターフェイスで NetFlow を有効にします。

2. NetFlow コレクタを管理ステーションとしてインストールします。

a. NetFlow コレクタに NetFlow を有効にしたルータとスイッチの IP アドレスおよび SNMP 属性

をプロビジョニングします。

3. NetFlow コレクタを起動して、NetFlow データ収集を開始します。

4. 収集されたデータに対して NetFlow Analyzer レポートを実行します。

図 64 Orion ネットワーク パフォーマンス モニタ上の NetFlow Analyzer レポート

Cisco NetFlow Collector（NFC）は、拡張性の高いデータ収集およびアグリゲーション製品であり、

データ、分析、およびレポートを一元的に表示します。NFC の使用により、企業はアプリケーション

配布およびネットワーク キャパシティ プランニング用にネットワーク インフラストラクチャを 適化

できます。また、Cisco NAM は NetFlow コレクタおよびアナライザとして使用することができ、基本

的な機能をサポートします。また、ManageEngines、Solar Winds、または NetQOS からの NetFlow ア
ナライザは、高度なレポートおよび分析機能と大規模なデータベースをサポートします。
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（注） NetFlow レコードは、ベスト エフォート方式により、ユーザ設定可能なポート上で UDP を使用してエ

クスポートされ、使用可能なネットワーク帯域幅を使用します。特定のルータおよびスイッチで 
NetFlow レコードを確実にエクスポートするには、SCTP を使用します。詳細については、Cisco ルー

タのドキュメントを参照してください。

（注） NetFlow が有効になっているネットワーク要素では、CPU にごくわずかな影響があります。ルータ、

コレクタ、およびネットワークに対する CPU、メモリ、およびストレージの影響を軽減するには、

エージング タイマーの調整、サンプル NetFlow の使用、および Flow マスクの使用などの方法があり

ます。その他の方法には、アグリゲーション方式、フィルタ、データ圧縮、および大きめの収集バケッ

ト サイズの使用などがあります。ネットワーク帯域幅の使用量を減らす 1 つの方法として、同じ LAN 
セグメント上にコレクタとルータを配置します。これらの方法の使用に関する詳細については、Cisco 
NetFlow のドキュメントを参照してください。

Cisco EnergyWise Orchestrator

Cisco EnergyWise Orchestrator は、Cisco VXI システムにおけるエネルギー消費を測定、報告、および

制御するための中央集中型インターフェイスを提供します。また、シスコの EnergyWise テクノロジー

と統合し、DV エンドポイント、デスクトップ PC、ラップトップ、IP Phone、ルータ、スイッチ、ア

クセス ポイント、および EnergyWise テクノロジーをサポートするあらゆるデバイスを含む、広範な 
IT デバイスでの消費電力を管理します。省エネルギーを強化する高度なエネルギー管理ポリシーがサ

ポートされます。省エネルギーのポリシー 適化、トラブルシューティング、およびデモンストレー

ションについて、有力なレポートを生成できます。エネルギー管理アーキテクチャの主要なコンポーネ

ントとしての Enerywise Orchestrator の重要性は、エネルギー使用量とコストの削減、測定可能な 
Return On Investment（ROI; 投資収益率）の提供、行政規制への準拠、温室効果ガス排出量の削減、

および全体的な持続可能性の向上を可能にする機能にあります。

たとえば、コア ルータ、10 台のアクセス スイッチ、および電話機、アクセス ポイント、EnergyWise 
SDK を実行する PC などの 400 台のエンドポイントを備えた建物で、ルータとスイッチをドメイン メ
ンバーとした MyBuilding という EnergyWise ドメインを作成できます。このドメイン メンバーは、

CDP または EnergyWise UDP メッセージを使用してネイバー関係を形成し、他のメンバーやエンドポ

イントに EnergyWise メッセージ（クエリー）を転送します。EnergyWise プロトコルでは、メンバー

と管理ステーション間の通信にポート 43440 を使用します。EnergyWise クエリーは、ドメイン メン

バーとエンドポイントの電力状態に対する set、collect、save、summarize オペレーションをサポート

します。ドメインを設定した後は、ドメイン メンバーの SNMP または EnergyWise API を使用して、

EnergyWise Orchestrator のような中央集中型の管理ステーションから電力使用量を監視し、制御でき

ます。電力使用量を自動的に管理するための時間帯別設定を使用するよう、繰り返しイベントまたは再

発と呼ばれるルータ CLI を使用して、ドメイン メンバーにポリシーを手動で設定することもできます。

EnergyWise エンドポイントの電力は、手動で（スイッチ CLI または EnergyWise クエリーを介して）

制御することも、スイッチにプロビジョニングされた繰り返しイベントや Orchestrator で作成されたポ

リシーを介して自動的に制御することもできます。
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図 65 Cisco EnergyWise Orchestrator のアーキテクチャ

EnergyWise Orchestrator は、EnergyWise プロトコルを使用してすべての EnergyWise ネットワーク要

素と通信し、EnergyWise API を介して PC に対する包括的な電源管理を行います。EnergyWise プロキ

シは、Orchestrator サーバと Cisco EnergyWise プロトコル準拠デバイス間のブリッジとして機能しま

す。EnergyWise PC エージェントは、デスクトップ PC およびラップトップ上の EnergyWise を有効に

します。このエージェントは、エンドユーザに対して透過的に動作し、Orchestrator サーバから受信す

る電力ポリシーを適用します。利用状況の情報は PC にローカルに保存され、定期的にサーバにリレー

されます。

Orchestrator には、Orchestrator Administration Console（IT 管理者が使用）、Sustainability Dashboard
（幹部、従業員、顧客などが使用）、およびリモート アクセス用の Wake（PC をリモートで復帰させる

必要のある IT スタッフや従業員が使用）などの複数の管理インターフェイスが搭載されています。

Administration Console には、デバイスの電力状態の一元的な管理、リアルタイム モニタリング、ポリ

シーベースの管理、インテリジェントなポリシー オーサリングに関する実際の PC 使用量のモニタリン

グを可能にする使いやすい Web ベースの GUI が搭載されています。役割ベースのセキュリティ権限や

分析およびトラブルシューティングに関するイベント レポートを使用したグループ指向の管理がサ

ポートされます。このコンソールを使用して、リアルタイムでデバイスの電力状態を変更または表示し

たり、デバイス ポリシーまたはグループ メンバーシップを手動で変更したり、デバイスまたは PC の 
EnergyWise 属性を編集したりすることができます。

企業の電力ポリシーには、デバイスがオンになるとき、または低電力モードになるときが規定されてい

ます。PC については、使用されていない場合の IDLE タイムアウトと、エンドユーザやビジネス アプ

リケーションに対する例外処理もポリシーで定義されます。Orchestrator は、時間ベースのグラフィカ

ルなポリシー スケジュールを表示します。PC が低電力モードに移行した場合、管理者はユーザに対し

て、電力状態の変更をスキップするか、電力状態の変更を一定時間遅らせることを任意で許可すること

ができ、状態の変更の前に PC ユーザに表示されるメッセージを指定できます。リモート ユーザが PC 
にログインしている場合に、ポリシーによってスリープとシャットダウンを無効にすることもできま

す。また、PC がスリープ状態になるかシャットダウンした場合のアプリケーションの動作もポリシー

で規定します。この場合、アプリケーションを正常に終了させるか、代わりに状態の変更を中断させる

ことができます。
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図 66 Cisco EnergyWise Orchestator Sustainability Dashboard

Cisco EnergyWise は、シスコ デバイスや接続しているすべてのエンドポイントを含む電源デバイスの

消費電力を管理するための、インテリジェントなネットワークベースのアプローチに基づいたエネル

ギー管理アーキテクチャです。EnergyWise ドメインは、電源管理の 1 つの論理ユニットとして処理さ

れ、管理ステーション、ドメイン メンバー、およびエンドポイントで構成されます。エンドポイント

は、IP Phone、アクセス ポイント、DV エンドポイント、または PC など、ネットワークに接続してい

るデバイスです。エンドポイントは、PoE スイッチのようなドメイン メンバーから電力供給を受けま

す。EnergyWise は、Catalyst 2960、3560、3750、4500、6500 シリーズ スイッチ、および Cisco ISR 
G2 ルータと Enhanced EtherSwitch サービス モジュールでサポートされます。

たとえば、コア ルータ、10 台のアクセス スイッチ、および電話機、アクセス ポイント、EnergyWise 
SDK を実行する PC などの 400 台のエンドポイントを備えた建物で、ルータとスイッチをドメイン メ
ンバーとした MyBuilding という EnergyWise ドメインを作成できます。このドメイン メンバーは、

CDP または EnergyWise UDP メッセージを使用してネイバー関係を形成し、他のメンバーやエンドポ

イントに EnergyWise メッセージ（クエリー）を転送します。EnergyWise プロトコルでは、メンバー

と管理ステーション間の通信にポート 43440 を使用します。EnergyWise クエリーは、ドメイン メン

バーとエンドポイントの電力状態に対する set、collect、save、summarize オペレーションをサポート

します。ドメインを設定した後は、ドメイン メンバーの SNMP または EnergyWise API を使用して、

EnergyWise Orchestrator のような中央集中型の管理ステーションから電力使用量を監視し、制御でき

ます。電力使用量を自動的に管理するための時間帯別設定を使用するよう、繰り返しイベントまたは再

発と呼ばれるルータ CLI を使用して、ドメイン メンバーにポリシーを手動で設定することもできます。

EnergyWise エンドポイントの電力は、手動で（スイッチ CLI または EnergyWise クエリーを介して）

制御することも、スイッチにプロビジョニングされた繰り返しイベントや Orchestrator で作成されたポ

リシーを介して自動的に制御することもできます。
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図 67 Cisco EnergyWise モニタリング

EnergyWise の属性は、ドメイン メンバーとエンドポイントに割り当てられるユーザ指定の値であり、

組織におけるデバイスの使用方法に関するコンテキストを示します。デバイスは、組織内の重要度に基

づいてキーワードを割り当て、評価できます。属性は、レポートを生成したり、ポリシーを適用したり

するときに、特定の基準を満たすデバイス（2 階の財務部で使用するすべての PC など）を検索し、制

御するために使用できます。重要度属性（1 ～ 100 の範囲）を使用して、ビジネス上の優先順位に基づ

いてデバイスを評価します。デスクの公共電話の重要度（10）よりも、ビジネスクリティカルな緊急

電話（100）の重要度のほうが高くなります。たとえば、エンドポイントの IP Phone や、接続されたそ

の他のデバイスに電力供給する PoE スイッチには、接続されたデバイスよりも高い重要度が割り当て

られます。キーワード属性を使用して、デバイスまたはインターフェイスにロケーションとユーザ情報

のタグを付けます。たとえば、IT、lobby、HumanResources、Accounting、router、phone、floor2 な
どです。役割属性は、特定の用途やデバイス機能に基づいてデバイスをグループ分けします。たとえ

ば、interface、switch model number、Lobby、Teller、HelpDesk、または GuardDesk などです。属性

が割り当てられた後は、ポリシーを使用して、午後 6 時以降は重要度 70 未満のデバイスをすべてオフ

にすることができます。特定のデバイス属性の設定に関する詳細なガイドラインについては、

EnergyWise のドキュメントを参照してください。

EnergyWise は、標準の電力レベル（0 ～ 10 の範囲で 0 はオフ、1 ～ 10 はオン）を使用して、製造元

の異なるデバイスの電力使用を一貫して管理します。これにより、エンドポイントでは、EnergyWise 
によって電力レベルがこれらの各標準レベルに設定されたときの適切なアクションを決定できます。次

の図は、異なる電力レベルに関連付けられた動作モードをまとめたものです。

Cisco EnergyWise Orchestrator を使用して、Cisco VXI 展開における EnergyWise 対応のネットワーク

要素やエンドポイントでの消費電力の監視、制御、および節約を行うことができます。Orchestrator 
Client を実行するシック PC やシン クライアントのような Cisco VXI デスクトップ仮想化エンドポイン

トは、Energywsie Orchestrator によって直接管理できます。PoE を使用する VXC クライアント（ゼロ 
クライアント）のような DV エンドポイントでの消費電力も、EnergyWise が有効なスイッチの接続

ポートを管理することによって監視および制御できます。

Cisco VXI ユーザ電力ポリシーには、関連付けられた IP Phone、VXC エンドポイント、および仮想デ

スクトップなど、そのユーザに固有のすべての Cisco VXI コンポーネントに関する電力の管理を含め

ることができます。エネルギー ポリシーは、特定の時間帯に IP Phone、VXC エンドポイント、および
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仮想デスクトップをシャットダウンおよび電源投入するのに使用できます。たとえば、1 階の PC とゼ

ロ クライアントは午前 6 時に自動的に電源投入され、午後 8 時に電源が切れます。Cisco VXI ユーザ

消費電力レポートでは、先月および昨年の IP Phone、VXC エンドポイント、およびシック クライアン

トによるエネルギー使用が報告され、グラフ化されます。このレポートには電力の使用パターン（ピー

ク、平均、低）に関する情報と、指定のエネルギー ポリシーを使用したコスト削減の概要が示されま

す。Cisco VXI エンドポイントの電力レベルは、EnergyWise Orchestrator Administration Console で特

定のデバイスの管理、現在の電力レベルの表示、および電力レベルの設定を行うことで、リアルタイム

で動的に管理できます。

EnergyWise Orchestrator ワークフローにエンドポイントを追加するための手順：

1. ドメイン メンバー（ルータおよびスイッチ）で EnergyWise を設定します。

a. エンドポイントに接続されたドメイン メンバーに、ドメインと管理パスワードを設定します。

b. エンドポイントに接続されたデバイスとインターフェイスに、EnergyWise 属性を設定します。

2. PC エンドポイントに Orchestrator クライアントをインストールします。

3. Orchestrator サーバ（プロキシ サーバを含む）を管理ステーションとしてインストールします。

a. プロキシ サーバにプライマリ ドメイン メンバーのドメイン、パスワード、および IP アドレス

をプロビジョニングします。

4. Orchestrator サーバを起動して、EnergyWise デバイスと PC の検出を開始します。

EnergyWise Orchestrator の使用に関するガイドライン：

（注） ドメインにスイッチを追加すると、デフォルトでそのスイッチとすべての PoE スイッチ ポートで 
EnergyWise が有効になります。Orchestrator に認識されない PoE デバイスは、不明デバイスとしてコ

ンソールに表示されます。それらのデバイスも、Orchestrator を介して管理できます。

ヒント EnergyWise アクティビティ チェック機能（スイッチで設定）を使用して、PoE ポートに接続された 
Cisco IP Phone がトラフィックを送受信しなくなるまで待機してから、ポートの電源をオフにするよう

にしてください。

現在、EnergyWise Orchestrator クライアントをサポートしているデスクトップ オペレーティング シス

テムは、Windows 7、Windows Vista、および Windows XP（SP3）です。このクライアントは、

Windows の組み込み OS を実行するシン クライアントに正常にインストールできますが、このアプリ

ケーションは現在サポートされていません。

規模の大きい Cisco VXI 展開では、たとえば、別個の物理サーバにプロキシをインストールしたり、

複数のプロキシ サーバを使用したりすることで、複数の物理サーバにまたがってサービス（サーバ、

プロビジョニング、データベース、およびプロキシなど）を分散させる方法により、Orchestrator サー

バを拡張できます。規模の小さい展開（POC など）では、オーケストレータ サーバ、データベース、

プロビジョニング サーバ、およびプロキシ サーバを 1 台の Windows サーバにインストールできます。

シスコから提供される EnergyWise 管理ステーションおよびエンドポイント ツールキット SDK を使用

して、管理ステーションおよびエンドポイントでの EnergyWise のサポートを有効にしてください。

Enerywise SDK を正常に実装するには、ドメイン メンバーが EnergyWise Phase 2 以降を実行している

ことが必要です。スイッチで実行している EnergyWise のバージョンを表示するには、「show 
energywise version」コマンドを使用します。適切な EnerygyWise バージョンをサポートするために、

スイッチ ソフトウェアのアップグレードが必要になる場合があります。
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Cisco Prime LAN Management Solution（LMS）4.0 は、EnergyWise が有効なネットワークの管理に

使用できます。サポートされる機能は、EnergyWise 対応デバイスの検出、適切な Cisco IOS ソフト

ウェア リリースへのデバイスの自動アップグレード、EnergyWise ドメインと属性の設定、電力使用の

監視と報告、および EnergyWise のトラブルシューティングです。Cisco Prime LMS EnergyWise 機能

サポートでは、ドメイン メンバー（ルータやスイッチなどのネットワーク要素）のプロビジョニング

とモニタリングに焦点を当てていますが、EnergyWise Orchestrator は、シック クライアントやデスク

トップ PC のようなエンドポイントで高度な電源管理ポリシーを制御し、適用することを目的としてい

ます。

デスクトップ管理ツール

デスクトップのプロビジョニングとモニタリングは、正常な Cisco VXI システムの管理に不可欠です。

VXI の課題は、PC 管理上のすべての問題をデスクトップからデータセンターに持ち込むことなく、カ

スタマイズされた Microsoft Windows デスクトップをすべてのユーザに提供できるようにすることで

す。デスクトップ PC のエクスペリエンスに見合う VDI デスクトップ エクスペリエンスを求めるエン

ドユーザの期待に応えるには複雑さを伴うため、デスクトップ仮想化の実装構想や、Windows 7 への

移行、アプリケーションおよびデスクトップの移行などのプロジェクトの遅延や失敗を引き起こすおそ

れがあります。IT 組織がその戦略目標および目的を実現できるよう、広範な Cisco VXI の展開を阻む

これらの問題を排除することが重要です。

仮想デスクトップおよびデスクトップ仮想化エンドポイントは、Altiris などの標準の Microsoft 
Windows ソフトウェア管理ツールを使用して管理できます。これらのツールを使用して、エージェン

トのアップデート、OS フィックス、セキュリティのアップデート、およびアプリケーションをプッ

シュ アウトできます。Microsoft Windows デスクトップのユーザ プロファイルは、AppSense、
Liquidware Labs ProfileUnity、および VMware View Persona などのツールを使用して管理したり、デ

スクトップに適用したりできます。これらのデスクトップ パーソナライゼーション ツールは、ログイ

ンを高速化し、ユーザ プロファイルの破損を防止します。アプリケーションやペルソナを含む完全な

デスクトップ イメージは、Unidesk で管理できます。

デスクトップのプロビジョニング

仮想デスクトップを個々の物理デスクトップであるかのように管理する方法を取ると、SAN または 
NAS のストレージを無駄に消費するために CapEx が著しく増加し、データセンター内の特定の HVD 
にユーザを静的に割り当てることで OpEx も増加する場合があります。ユーザが特定の HVD に割り当

てられているときに、その HVD がハングするか、そのパフォーマンスが低下し始めた場合は、エンド

ユーザがデスクトップ サポートに連絡し、デスクトップのトラブルシューティングを行う必要があり

ます。VXI デスクトップ管理の目標は、小規模なデスクトップ イメージのサブセットを維持しながら、

ユーザ ペルソナが仮想化された 1 つのゴールデン イメージを使用して、動的なデスクトップをエンド

ユーザに（希望のアプリケーション付きで）ランタイムに提供することです。管理者は、ユーザのデス

クトップおよびアプリケーションを効率よくメンテナンスし、問題をトラブルシューティングできま

す。エンドユーザは、アプリケーションをインストールし、設定をパーソナライズできます。

ベストプラクティス フレームワークで 3 つの主要な仮想化テクノロジー（1 つまたは複数）の組み合わ

せを使用することにより、VXI 導入の TCO（OpEx、CapEx）を大幅に削減でき、生産性の向上を実

現できます。これらの 3 つのテクノロジーは、ユーザの仮想化、アプリケーションの仮想化、およびデ

スクトップのレイヤ化です。これらの主要な 3 つの仮想化テクノロジーによって、IT 組織は従来のエ

ンドユーザ PC エクスペリエンスを再現するデスクトップを提供しつつ、プールされた非永続的な 
HVD イメージを使用してデータセンター デスクトップ インフラストラクチャを管理できます。

 • ユーザの仮想化：基盤となるデスクトップ イメージからの OS とアプリケーションの設定を切り離

し、各ユーザのデジタル ペルソナを中央の管理フレームワークに保存して、汎用の Windows OS 
イメージを実行するデスクトップにそのユーザの設定をオンデマンドで配信します。
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 • アプリケーションの仮想化：Windows OS イメージに依存しないデスクトップ アプリケーション

のパッケージングを可能にして、一元管理される単一のアプリケーション リポジトリから、

Windows デスクトップにサンドボックス化されているコンテナに、それらのアプリケーションを

オンデマンドで配信できるようにします。アプリケーションの仮想化では、一元的にホストする

か、デスクトップにストリーム配信する 2 つの配信方法がサポートされます。

 • デスクトップ レイヤ化：特定のエンドユーザの HVD インスタンスへのオペレーティング システ

ム、アプリケーション、およびユーザ ペルソナ バイナリの抽象化インストールを可能にします。

それによって、バイナリはすべて OS とは無関係に格納および管理されますが、ランタイムには 
Windows デスクトップに直接インストールされているように見えます。

これらのテクノロジーを組み合わせると、そのすべての特性によって、特定のエンドユーザのデスク

トップがそのエンドユーザに固有のものとなり、Windows OS とは別に抽象化されて、独立したエン

ティティとして管理できるようになります。特定の Windows OS インスタンスからユーザ ペルソナを

切り離すことで、そのペルソナを任意の Windows OS インスタンスにいつでも適用できます。仮想化

またはレイヤ化によってアプリケーションを切り離すことにより、仮想化またはレイヤ化された単一ア

プリケーション インスタンスのみにパッチやアップグレードを適用でき、そのアプリケーションを次

回起動するときは、そのアプリケーションのすべてのユーザが恩恵を受けます。また、Windows OS か
らユーザ ペルソナやアプリケーションを切り離すことで、多様なエンドユーザ向けにプールされた非

永続的な VXI モデルで、余分なものをいっさい省いた簡素なゴールデン イメージを使用できます。こ

れにより、ストレージ フットプリントが削減され、ゴールデン OS イメージに対する集中化された

パッチの適用およびアップデートが容易になります。ユーザに許可されるカスタマイゼーションの規模

に関して、設計上、永続的デスクトップの使用と非永続的デスクトップの使用との兼ね合いが常に存在

します。

AppSense User Virtualization Platform

AppSense User Virtualization Platform（AppSense UVP）は、次のことを行うユーザの仮想化ソリュー

ションです。

 • すべてのデスクトップからユーザを切り離し、基盤となるデスクトップからユーザのすべての側面

を仮想化し、すべてのプラットフォームのユーザを集中管理することによって、ユーザの複雑さを

取り除きます。

 • ユーザに対して、ロールまたはグループ ベースのポリシー テンプレートに基づいたコンテキスト

上の精密な制御を可能して、デバイス、ロケーション、またはアプリケーションによる自動設定を

可能にします。

 • 耐障害性による信頼性を提供し、問題が発生した場合に自動的に修復またはロールバックできる予

測可能なユーザ エクスペリエンスをもたらします。

AppSense UVP の採用につながるビジネス上の目的には、次のものがあります。

 • デスクトップ管理の 適化：お客様は、エンドユーザへのプロファイル、ポリシー、スクリプト、

およびアプリケーションの配信とサポートの管理に伴うコストの削減を求めています。

 • 移行およびアップグレード：AppSense User Virtualization は、OS、アプリケーション、およびデ

バイスの移行とアップグレードに予定されているコスト、労力、および期間を大幅に削減します。

 • マルチプラットフォーム環境：複数のオペレーティング システムと配信メカニズムの導入および

管理を行います。

Cisco VXI および AppSense UVP を統合すると、エンドユーザが期待する柔軟性がもたらされると同

時に、管理コストおよび移行コストの削減によって導入の ROI が向上するため、エンドユーザによる

仮想デスクトップの受け入れが高まります。また、IT スタッフは、プールされた非永続的モデルを使

用してデスクトップを配置できるようになります。このモデルは、導入とメンテナンスを行うための
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も簡単で安価な VDI モデルの 1 つでありながら、カスタマイズされたデスクトップ エクスペリエンス

をエンドユーザに提供するもので、エンドユーザは、ユーザ 1 人に PC 1 台という従来のモデルからこ

のモデルに依存するようになっています。

また、AppSense UVP の包含によって、Cisco VXI デスクトップ ユーザが経験するデスクトップの設

定問題のすばやい対処と解決が促進されます。十分にテストされ、承認された、1 つの OS「ゴールデ

ン イメージ」だけがすべてのデスクトップ インスタンスに使用されるので、エンドユーザが OS イ
メージ自体を破損した場合に発生するデスクトップ サポート チケットは、VDI デスクトップ問題の原

因として排除されます。さらに、すべての VDI ユーザのデスクトップ プロファイルは、集中化された

単一の設定リポジトリに格納されるので、デスクトップ サポート スタッフにとっては、レジストリ設

定とアプリケーション設定を検査するためにエンドユーザの物理 PC にリモート アクセスする必要がな

くなります。代わりに、IT スタッフは、AppSense UVP で提供される管理ツールを使用して、Cisco 
VXI コミュニティのユーザの正確なデスクトップ設定を確認し、必要に応じてユーザの設定を以前の

作業チェックポイントにロールバックすることができます。

設計上の考慮事項

AppSense UVP により、プライマリ VDI 導入モデルとしてプールされた非永続的デスクトップを使用

し、ランタイムに各 VDI ユーザのデスクトップ カスタマイゼーションを非永続的デスクトップにバイ

ンドすることが可能になります。AppSense は、VDI ユーザのデスクトップ設定を OS 自体から切り離

し、各設定を個別に操作できるようにします。この方法では、単一の OS「ゴールデン イメージ」を使

用して VDI ユーザのデスクトップ セッションを起動でき、次に AppSense UVP を使用して、ユーザが

それぞれのデスクトップ環境のさまざまな側面を利用するのに従い、実行中のデスクトップ セッショ

ンに各ユーザのデスクトップの「パーソナリティ」をオンデマンドで動的に追加することができます。

AppSense Environment Manager は、Windows OS からすべてのユーザのデスクトップおよびアプリ

ケーション設定を抽出し、それらを MSFT SQL Server RDBMS に格納します。ユーザ設定は、構造化

された OS 非依存の形式で保持されるので、Windows XP から Windows 7 まですべてのバージョンの 
Microsoft Windows でソリューションを機能させることができます。高い拡張性と可用性を保つため、

Environment Manager を複数の冗長サーバと一緒に配置できます。ビジネスの継続性要件を満たすた

め、MSFT SQL Server データベースに適切なバックアップ方法を適用することが推奨されます。

Microsoft SQL ミラーリング、Microsoft IIS ロード バランシング、およびフェールオーバー アーキテ

クチャはすべてサポートされます。

Cisco VXI System の主な長所の 1 つとして、仮想マシンをホストする UCS ブレード コンピューティ

ング プラットフォームが挙げられます。このプラットフォームで、エンタープライズおよび VDI デス

クトップの実行を必要とする各種のエンタープライズ アプリケーションをホストできます。UCS は、

仮想マシンをホストするためのステートレス コンピューティング リソースを提供するように設計され

ています。UCS ブレードは、ブレードのブート時に設定できます。「ブレード パーソナリティ」をブ

レードのブート時にオンデマンドで動的にバインドする方法が効果的です。AppSense UVP により、

Windows OS 自体を介してこの「ステートレス コンピューティング インフラストラクチャ モデル」を 
VDI ソフトウェア スタックまで、また個々のデスクトップ インスタンスまで拡張できます。

この物理サーバ、VM、およびデスクトップ導入への「ステートレス」アプローチを使用して、データ

センターのサーバ間だけでなく、緊急にデータセンター間のデスクトップの移行が必要になるような、

ビジネスの継続性に関するシナリオを改善することができます。AppSense UVP の導入により、HVD
「ゴールデン イメージ」の数を大幅に削減することができ、ユーザ単位でイメージを管理する必要がな

くなります。これにより、IT に関する管理やパッチ適用のオーバーヘッドが減少し、ビジネスの継続

性に関する強固なシナリオをサポートするためにサーバ ファーム間で複製しなければならない情報量

も減少します。同様に、AppSense アーキテクチャは、容易な複製および冗長性の確保に役立ち、サー

ビス自体に高い可用性をもたらします。
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図 68 AppSense User Virtualization Platform と Cisco VXI システムの論理統合

ユーザ パーソナライゼーション管理とともに、AppSense UVP にはフル機能のエンタープライズ ポリ

シー管理フレームワークも搭載されており、これを使用して、企業の要件に準拠するデスクトップ環境

を実装できます。ポリシー フィーチャ セットは、適切なネットワーク ドライブ マッピング、プリン

タ、およびその他が確実にプロビジョニングされるようにすることで、デスクトップに必要な企業コン

プライアンスおよびガバナンスを実現します。これらは、ユーザのロケーションや使用中のアプリケー

ションなどの要素に依存します。また、AppSense UVP のポリシー エンジンを使用して、複数の詳細

なデスクトップ設定、カスタマイゼーション、およびセキュリティ使用例に対処することもできます。

ポリシー エンジンは、現在の時間、ユーザ AD グループ メンバーシップ、クライアント IP、または 
MAC アドレスなどの複数のセッション パラメータに基づいて、アプリケーションおよびネットワーク 
リソースへのアクセスを制御できます。

高いレベルでは、AppSense UVP は、クライアント エージェント、ミドル層の Web アプリケーション

（IIS）、および第 3 層のストレージ メカニズムとして Microsoft SQL Server を持つ拡張性の高い 3 層モ

デルに基づいています。

AppSense UVP 管理インフラストラクチャは、次の 2 つのコンポーネントからなります。

 • エージェントおよび設定管理用の Management Center 

 • ユーザ パーソナライゼーション管理用の Personalization Server 

これらのいずれのコンポーネントにも HVD ベースのエージェントが搭載されています。HVD ベース

のエージェントによって、拡張性、ディザスタ リカバリ、およびビジネスの継続性を実現するために 
UCS インフラストラクチャを利用する Microsoft IIS アプリケーションとして提供される、拡張性の高

い第 2 層を備えたユーザ プロファイルが提供されます。シスコの ACE は、AppSense アプリケーショ

ン サーバ層の前面にロード バランシングおよびサーバ フェールオーバー ソリューションとして配置で

きます。第 3 層は、それぞれ Management Center アプリケーションおよび Personalization Server アプ

リケーション用のリポジトリとして、2 つの Microsoft SQL Server インスタンスで構成されます。これ

らのデータベース インスタンスは、同じ SQL Server インスタンスからホストできますが、企業での導

入におけるベスト プラクティスとしては、インスタンスを別個のサーバに物理的に隔離します。

Management Center は、AppSense が管理するすべてのデスクトップを追跡し、それらのデスクトップ

でのエージェントのクライアント設定とエージェント設定を管理する役割を担います。Client 
Communications Agent（CCA）は、Management Server との対話によって 新の適切なエージェント 
セット（管理および環境）が HVD に存在することを確認するために、管理対象の各 HVD に配置され

ます。
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Personalization Server は、管理対象デスクトップにインストールされた環境管理エージェントと、

ユーザ パーソナライゼーション用のユーザ プロファイルを格納する Microsoft SQL データベースの間

の中間サーバとして機能します。クライアント エージェントとそれらの各管理フレームワーク間の通

信はすべて、HTTP または HTTPS になります。

AppSense Environment Manager は、物理デスクトップ環境で動作するほか、VMware View および 
Microsoft RDS を含むすべての先進的な VDI ソリューションとの互換性を備えています。また、HVD 
に直接インストールされたアプリケーションや、Altriris SVS によって仮想化アプリケーションまたは

リモート アプリケーションとして提供されるアプリケーションに、ユーザの設定をシームレスに適用

できるようにします。Cisco Virtualization Experience Client（VXC）および標準的なすべてのシック、

シン、およびゼロ クライアント エンドポイントには、AppSense が提供する仮想デスクトップとの互

換性があります。

ユーザがインストールしたアプリケーションおよびユーザ データは、AppSense UVP では取得されな

いことに注意してください。ユーザ データをネットワーク ファイル共有にリダイレクトして、デスク

トップからのアクセスを可能にすることが推奨されます。ユーザがインストールしたアプリケーション

は、非永続的デスクトップが更新されると削除されます。ユーザがインストールしたアプリケーション

を保持する必要がある場合は、永続的デスクトップを使用することが推奨されます。

導入、設定、およびベスト プラクティス

ユーザ プロファイルを仮想化し、プールされている非永続的デスクトップをカスタマイズして、

VMware View 環境での動的なデスクトップおよびイメージの配信を容易にするため、AppSense 
Environment Manager を VXI システムに統合することができます。

View 環境は、リンク クローンを使用して、プールされた非永続的デスクトップを使用するように設定

する必要があります。ユーザ ペルソナは AppSense で仮想化でき、ThinApp を使用して、仮想化され

た生産性向上アプリケーションを配信できます。現在、AppSense には一部の ThinApp 機能との互換

性がないことに注意してください。具体的な実装制限については、AppSense のマニュアルを参照して

ください。

AppSense Personalization Server および Management Center は、Windows 2008 で動作します。CCA 
エージェントは、Windows XP および Windows 7 を実行する仮想デスクトップにインストールします。

これらのデスクトップの「ゴールデン イメージ」には、AppSense CCA および AppSense EM エー

ジェントが事前にインストールされている必要があります。現在 Active Directory（AD）サーバに

よって適用されている GPO 設定は、ユーザごとにネットワーク ストレージを指定する場合など、適

宜、AppSense UVP ポリシー管理フレームワークに移動できます。

VMware vSphere ハイパーバイザは、HVD のホストおよび AppSense UVP サーバ仮想マシンのホスト

の両方に使用できます。アプリケーションは、ThinApp とアプリケーション ストリーミング配信を使

用して、デスクトップに配信できます。仮想化アプリケーションは、ネットワーク ファイル共有に格

納し、ショートカットを使用してデスクトップで使用できるようにする必要があります。SQL Express 
は、AppSense UVP 用のデータベース サービスとして使用できます。企業の生産環境には、Microsoft 
SQL Server 2008 を使用することが推奨されます。

AppSense UVP のクロスプラットフォーム機能やポリシーの適用機能も評価されています。ある使用

例では、仮想化された Windows XP デスクトップに AppSense UVP をインストールし、これを使用し

て、そのデスクトップにおけるデスクトップ設定の変更が収集されました。設定には、壁紙、IE ホー

ム ページ、ブックマーク、ワード設定、フォルダ リダイレクション、および Cisco Unified Personal 
Communicator の設定が含まれていました。AppSense を使用すると、ローミング プロファイルやその

他のユーザ パーソナライゼーション ツールを使用する場合のように、ユーザは、プロファイル設定を

中央リポジトリに保存するためにデスクトップをログオフする必要がありません。

ユーザのパーソナル設定を取得するこのアプローチは、エージェントがインストールされ、AppSense 
UVP の移行設定機能が有効になった後のパッシブ アプローチと見なされます。すべてのアプリケー

ション /機能がアクセスされ、適切な設定が記録されるように、ユーザには、一定期間に通常のワーク

フローを遂行することが期待されます。XP デスクトップで AppSense によってユーザ ペルソナを取得
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した後、AppSense エージェントがインストールされている Win 7 HVD に同じユーザがログインし、

Windows XP インスタンスで作成されたデスクトップ設定を Windows 7 インスタンスに適用すること

が確認されました。プロファイルの取得が完了した後は、移行設定機能を無効にして、プロファイルが

デスクトップに配信されるようにすることが重要です。また、複数の実行可能ファイルを伴う複雑な 
Windows ベース アプリケーション（CUPC など）に対するユーザ設定を正常に取得するため、

AppSense Configuration Assistant ツールを使用して、アプリケーションの依存性を識別するこが推奨

されます。

AppSense UVP を使用してユーザ プロファイルを仮想化する代替的なアプローチでは、特定のデスク

トップおよびアプリケーションの設定を既存のデスクトップ インスタンスからワンステップで取得す

ることを目的としたスクリプトを作成します。大規模なユーザの集合にはこのアプローチを使用して、

ほとんどのデスクトップおよびアプリケーションの設定を一括操作で移行できます。ユーザのデスク

トップおよびアプリケーションの設定の取得に使用するアプローチがパッシブかアクティブかに関係な

く、いったん取得した設定は、Windows XP から Windows 7（32 ビットまたは 64 ビット）まで任意の 
Windows デスクトップ インスタンスに適用できます。これは、仮想化環境におけるレガシー Windows 
OS インスタンスから Windows 7 インスタンスへの移行を容易にするための効果的な手段となります。

このアクティブ アプローチを、vbs などのサード パーティ ツールを使用してスクリプト化したり、

GUI を利用して AppSense UVP ソリューションに設定したりすることができます。いずれの移行プロ

セスも AppSense によって完全にサポートされており、どちらのプロセスを選択するかは通常、移行前

に使用されていた既存のインフラストラクチャとプロファイルのタイプによって決定します。

VDI に対する Unidesk デスクトップ管理

Unidesk は、動的なデスクトップ レイヤ化テクノロジーを使用して、非永続的デスクトップ モデルに

クローニング、アプリケーション仮想化、およびプロファイル管理ツールの代替的なアプローチを提供

します。Unidesk は、再使用可能な同一の OS およびアプリケーション「レイヤ」から永続的または非

永続的デスクトップを作成します。単一のクリーンなゴールデン OS レイヤをすべてのデスクトップに

使用できます。エンタープライズおよび部門アプリケーションは、レイヤ化し、異なるユーザ要件に合

わせたさまざまな組み合わせで OS レイヤの 上部に追加できます。各デスクトップには、パーソナラ

イゼーション レイヤも存在し、このレイヤで、OS およびアプリケーションのセキュリティ識別子と設

定、ユーザ インストールのアプリケーション、およびエンドユーザの代わりに IT がインストールする 
Ad Hoc アプリケーションなど、プロファイルに含まれない設定を含むすべてのユーザ カスタマイゼー

ションを取得します。OS レイヤおよびアプリケーション レイヤは IT によって一元的に一度作成され、

更新されますが、Unidesk は、ランタイムにこれらのレイヤを統合化された C: ドライブに動的にマー

ジして、すべてがローカルにインストールされているようなデスクトップを作成します。OS レイヤお

よびアプリケーション レイヤの単一のインスタンスを単一の UCS ブレードでホストされるすべてのデ

スクトップで共有することにより、Unidesk は、永続的デスクトップに対しても、リンク クローンと

同様のストレージ容量の削減を実現します。

Unidesk の採用につながるビジネス上の目的には、次のものがあります。

 • イメージの管理、アプリケーションの配信、パーソナライゼーション、およびストレージの効率性

を目的とした、VMware View Manager および VMware vCenter と緊密に統合している単一のユニ

ファイド ソリューションを使用して、VXI の導入を簡素化する。

 • ゴールデン イメージの数を 1 つにすることで、「Patch Tuesdays」を能率化し、イメージ管理の 
OpEx を削減する。

 • 仮想化できないアプリケーション（アンチウイルスやプリンタのドライバといったカーネル モー

ドのアプリケーションなど）、仮想化の困難なアプリケーション（多数の大学の研究室や医療機関

のアプリケーションなど）、および少数のユーザに必要とされ、IT が仮想化のためのリソースを持

たない部門アプリケーションを配信する。

 • ユーザインストールのアプリケーションを含む、完全なユーザ ペルソナを維持することによって、

VXI の使用例を拡張する。
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 • レイヤ ロールバックや競合解決を利用することによって、レベル 1 のスタッフでより多くのデス

クトップ サポート コールに対応し、コストの掛かるレベル 2 または 3 へのエスカレーションを回

避する。

 • ストレージ フットプリント全体を 大 70 % 縮小することによって、VXI の実装コストを削減す

る。

 • 地政学的な境界またはネットワーク インフラストラクチャで、リモート ユーザからデータセン

ターへの接続が許可されていない場合、VMware View をリモートおよびブランチ オフィスの設定

まで拡張する。この場合は、Unidesk CacheCloud 複製テクノロジーを使用して、集中管理された 
OS レイヤおよびアプリケーション レイヤをリモートおよびブランチ オフィスのデスクトップに複

製し、ローカルの View サーバからアクセスできるデスクトップを作成することができます。

設計上の考慮事項

Unidesk Composite Virtualization® は、デスクトップ レイヤをオンデマンドで 1 つの完全な HVD イ
メージに動的に収集するテクノロジーです。Unidesk CacheCloud は、CachePoint と呼ばれる仮想アプ

リケーションとして実装される、ストレージ キャッシング サーバのクラスタであり、必要に応じてレ

イヤを複製し、キャッシング、バージョン制御、バックアップ、およびロールバック機能を提供しま

す。Unidesk には、次の仮想アプライアンスが含まれています。

 • Management Appliance は、管理者が OS レイヤおよびアプリケーション レイヤの作成、割り当

て、パッチ、および修復、迅速なデスクトップ プロビジョニングを実現するための事前定義され

たテンプレートの作成、デスクトップの管理、および VMware View と Unidesk の統合を行うため

に使用します。

 • Master CachePoint には、各 OS レイヤおよびアプリケーション レイヤの単一のコピーが格納され

ます。

 • Desktop CachePoint には、ホストする各デスクトップのパーソナライゼーション レイヤと、ホス

トするいずれかのデスクトップが必要とする各 OS レイヤおよびアプリケーション レイヤの単一の

キャッシュ コピーが格納されます。Desktop CachePoint は、完全なデスクトップ イメージを作成

し、仮想デスクトップが起動したときにそのイメージをデスクトップに配信します。非永続的ク

ローニング テクノロジーに相当するストレージの節約を実現するため、複数のデスクトップに使

用される CachePoint の OS レイヤおよびアプリケーション レイヤは共有されます。

図 69 Unidesk を使用したアプリケーション レイヤ化テクノロジー
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Unidesk は、信頼できる TCP 転送を使用したローカルおよびマスター キャッシュ間のブロックレベル

のデータ複製をサポートすることにより、デスクトップ イメージのローカル キャッシングを使用して、

ハイ アベイラビリティを維持します。Unidesk は、CachePoint にハイブリッドな SSD/SAS ロード バ
ランシングを 適化する通常の I/O パターンを作成します。つまり、共有される OS レイヤとアプリ

ケーション レイヤはただちに使用頻度が高まり、SSD に格納されるのに対し、あまりアクセスされる

ことのないパーソナライゼーション レイヤのコンテンツは使用頻度が低く、SAS に移動されます。単

一ホストのすべてのデスクトップで単一の OS レイヤおよびアプリケーション レイヤを共有すること

で、ストレージ容量も削減できます。CachePoint アプライアンスは Unidesk アーキテクチャにおける

シングル ポイント障害となるため、このアプライアンスは専用のホストで実行することが推奨されま

す（Unidesk の次のメジャー リリースではこの問題が修正されます）。

管理者は、Unidesk を使用することで、基盤となるレイヤを作成するか、パッチを適用してから、変更

内容をすべてのデスクトップまたは一部のサブセットにプッシュ アウトできるので、OS およびアプリ

ケーションのアップグレードとパッチが簡素化されます。Unidesk は、ユーザのデスクトップが侵害ま

たは破壊された場合に、データを失うことなく、簡単に修復またはロールバックするためのレイヤ 
バージョニングをサポートします。管理者は、アプリケーション レイヤに対する変更をインスタンス

化するためにデスクトップをリブートする必要があります。Unidesk と VMware View の統合により、

Unidesk は View プールを作成し、View プールにデスクトップを追加し、それらのデスクトップをメ

ンテナンス モードにして、パッチの適用や更新を可能にすることができます。

ユーザのペルソナ（デスクトップおよびアプリケーションの設定）は、各デスクトップのパーソナライ

ゼーション レイヤに保持されます。パーソナライゼーション レイヤには、プロファイル設定、ユーザ 
データ、アプリケーションと OS のセキュリティ設定、およびユーザ インストールのアプリケーショ

ンを含むすべてのユーザ カスタマイゼーションが保持されます。Unidesk は、他のユーザ仮想化ツー

ルと組み合わせて使用できますが、所定の Unidesk ではそれらのツールが取得する以上の情報が取得

されるので、そのような組み合わせでは広く導入されていません。お客様がユーザに対して、物理デス

クトップと仮想デスクトップの間でプロファイル設定を「ローミング」させることを求めている場合は

例外です。ペルソナ管理ツールの互換性とサポートを確認するには、Unidesk のマニュアルを参照して

ください。

Unidesk は、ストレージに依存せず、すべてのタイプのストレージ、すなわち NAS（NFS、iSCSI、お

よび SAN）や DAS との互換性を保持しています。Unidesk は、VMware View および VMware 
vSphere と深く統合されており、任意のコネクション ブローカと連動します。現在、VMware vSphere 
は、Unidesk がサポートする唯一のハイパーバイザです。

Unidesk ソリューションにはリンク クローンや、非永続的デスクトップにのみ機能する VMware View 
Composer などのイメージ管理テクノロジーとの互換性がないことに注意してください。Unidesk ソ
リューションは共通の OS、アプリケーション、および固有のユーザ パーソナライゼーションの各「レ

イヤ」から動的に HVD ディスク イメージを作成するので、代替的なイメージ管理テクノロジーと見な

され、同様のメリットをもたらしますが、VXI 使用例が非永続的および永続的デスクトップを包含す

るように拡張されます。

また、Unidesk は、ローカルの Desktop CachePoint アプライアンスをブランチに配置する一方で、す

べてのレイヤをデータセンターで一元管理することにより、低帯域幅のシナリオでリモートおよびブラ

ンチ オフィスに仮想デスクトップを導入できるようにします。

導入、設定、およびベスト プラクティス

Cisco VXI 検証では、VMware View 5 環境で Unidesk を使用して、デスクトップのプロビジョニング

と更新、アプリケーションの配信、完全なユーザ ペルソナの維持、およびストレージの効率化が行わ

れました。View デスクトップは、1 つのイメージの管理とストレージの削減を処理する Unidesk の動

的イメージ機能を使用して、「初回使用時に割り当てる」ように設定されました。また、Unidesk を使

用して、パッケージ化されたアプリケーション レイヤのセットを使用する KW+ の作業負荷から、生

産性向上アプリケーションが配信されました。VMware vSphere が、すべてのデスクトップとサーバを
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ホストするハイパーバイザとして使用されました。このプロファイルのテストには、標準の KW+ のテ

スト作業負荷が使用されました。これらのプロファイルで取得された詳細な拡張性テストの結果につい

ては、「パフォーマンスとキャパシティ」の章を参照してください。

Unidesk Management Appliance および Master CachePoint は、サーバ VLAN に導入され、Desktop 
CachePoint はデスクトップ VLAN に配置されました。検証では、8 GB のストレージが、パーソナラ

イゼーション レイヤに割り当てられました。

適なパフォーマンスを実現するため、ホストごとに 1 つの Desktop CachePoint をセットアップする

ことが推奨されます。Unidesk は、CachePoint ごとに 大で約 100 個のデスクトップを拡張できます

が、この数は、デスクトップの設定（CPU やメモリなど）とホストの仕様によって異なります。

Desktop CachePoint に割り当てるストレージの量は、接続するすべてのデスクトップをホストするの

に必要なストレージの量に基づきます（式は、各デスクトップのパーソナライゼーション レイヤのサ

イズ、1 OS レイヤのサイズ、およびデスクトップで共有されるすべてのアプリケーション レイヤのサ

イズをすべて足し、拡張用のヘッドルームを追加したものになります）。各 OS およびアプリケーショ

ン レイヤの単一コピーを格納する Master CachePoint には、共有ストレージ（NAS）が推奨されます。

ハイブリッド SSD/SAS ストレージ アレイは、Unidesk の共有レイヤ データ パターンおよびキャパシ

ティの削減を利用して、IOPS を 適化し、フルサイズの永続的クローンの 4 倍の Unidesk デスクトッ

プをホストできるので、Desktop CachePoint に理想的です。Unidesk はすべてのパーソナライゼー

ション レイヤを自動的にバックアップし、ローカル ディスクに障害が発生した場合には、バックアッ

プされたパーソナライゼーション レイヤと Master CachePoint の OS およびアプリケーション レイヤ

を使用して別の CachePoint にすべてのデスクトップを回復できるので、高速 DAS も Desktop 
CachePoint の選択肢となります。

OS のパッチの適用を簡素化するためにすべてのデスクトップに単一のクリーンな OS レイヤを使用し

て、すべてのアプリケーションを別々にレイヤ化する Unidesk の機能を利用することが推奨されます。

デスクトップ管理者は、[Create Layer] を選択して、アプリケーション レイヤを作成できます。

Unidesk は、指定された OS レイヤと、前提条件のアプリケーション レイヤとともに、クリーンな仮想

デスクトップ「インストール マシン」を起動します。管理者は、[Setup] を実行し、アプリケーション

をインストールするために通常実行するその他の作業を行います。次に管理者は [Finalize] を選択しま

す。すると、アプリケーションがただちに 1 つまたは複数のデスクトップに割り当てられるようになり

ます。ロギングとモニタリングを向上させるため、vSphere で別個の Unidesk 管理者アカウントを設定

することが推奨されます。

View Manager サーバにインストールされた Unidesk Integration Agent for VMware View は、

PowerShell インターフェイスを使用してポート 390 で Unidesk と通信します。Unidesk は、デスク

トップ プールの設定と View Manager を同期化し、View プールを作成して、作成したデスクトップを 
View プールに追加します。テストを実施した Unidesk のバージョンでは、デスクトップを削除する

と、vCenter のデスクトップも削除されますが、View Manager では削除されないことがわかっていま

す。Unidesk は、 新のリリースではこの問題が解消されているとしていますが、View Manager のデ

スクトップを手動で削除することで簡単に対処できます。Unidesk は、その他のデスクトップ ブロー

カもサポートしていますが、View ほど密接には統合しません。

ThinApp を使用してこの環境で仮想化アプリケーションを配信できますが、それについては検証に含

まれていません。Unidesk は、ThinApp にパッケージ化された実行可能ファイルをレイヤに配置する

ことで、1 つまたは複数のデスクトップに ThinApp 仮想化アプリケーションを配布できます。これに

よって、Unidesk の Ad Hoc 割り当て、バージョン コントロール、ロールバック、および詳細なレポー

ト機能が ThinApp に追加されます。ThinApp 仮想化アプリケーションは、物理デスクトップのさまざ

まな Windows バージョンでも実行できます。ThinApp 実行可能ファイルは、従来のネットワーク ファ

イル サーバに配置して、エンドユーザのデスクトップに埋め込まれたリンクにより、またはユーザの

プロファイル設定の一部としてアクセスできます。Unidesk は物理デスクトップをサポートしないの

で、この場合には Unidesk を ThinApp の配信媒体とすることはできません。

Unidesk でアプリケーション レイヤとしてパッケージ化されたアプリケーションをデスクトップに配

置する前に、それらのパフォーマンス（アプリケーションの起動時間や応答時間など）を評価すること

が重要です。一部のインスタンスでは、アプリケーションは 適なパフォーマンスを実現できません。
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Unidesk は、物理デスクトップへの導入や、ある OS バージョン（Windows XP など）で作成された

「ユーザ パーソナライゼーション」レイヤを別の OS（Windows 7 など）にオーバーレイする動作をサ

ポートしていません。これらの使用例は通常、移行またはアップグレード シナリオで実施されます。

ユーザ インストールのアプリケーションやその他の詳細なユーザ カスタマイゼーションを維持するた

めに完全な持続性が必要である場合は、デスクトップ レイヤ化を使用できます。レイヤ化によって、

別個のパーソナライゼーション レイヤにすべてのユーザ カスタマイゼーションを維持しながら、単一

のゴールデン OS イメージをすべてのデスクトップに使用でき、さまざまなアプリケーション レイヤ

の組み合わせを必要に応じて異なるデスクトップに追加できます。これによって、プールされた非永続

的な VXI モデルの場合と同様に集中化されたパッチの適用やストレージ節約を実現しつつ、完全なペ

ルソナの持続性を保つことができます。Unidesk では、デスクトップ全体、すなわち、OS イメージ、

アプリケーション、およびペルソナ（プロファイル設定、アプリケーションと OS のセキュリティ /設
定、およびユーザ インストールのアプリケーション）を管理できます。

デスクトップのモニタリングおよびアセスメント

VXI の導入における主なモニタリングおよびレポーティング要件は、エンドツーエンドの VXI 導入を 
1 画面に見やすくまとめた概要表示です。VXI の導入にかかわる個々の IT 部門（デスクトップ サービ

ス、DC ストレージ、DC コンピューティング、ネットワーク）には、各部門に固有のドメインに適し

たツールがありますが、障害が発生した場合には、エンドユーザのデスクトップの問題をすばやく診断

し、原因を突き止め、トラブル チケットを適切な IT 部門に送るため、また問題を迅速に解決するため

に、IT ヘルプデスク担当者が使用できるツールが必要です。多くのエンドユーザは、HVD でのパ

フォーマンスの低下を報告するだけで、このサポート作業をさらに困難なものにします。システム パ
フォーマンスのモニタリングおよびレポーティング ツールは、アクティブなデスクトップ セッション

やセッション トラフィックのパフォーマンス問題のような重要なメトリックを監視し、報告します。

エンドユーザから報告された問題をトラブルシューティングする必要のあるサポート チームにとって

は、平均修復時間が短縮できるという利点もあります。管理者は、オペレーション サポート チーム用

のモニタリング ダッシュボードを使用して、エンドユーザから問題が報告される前にデスクトップに

関する問題を事前に検出できます。また、大規模なユーザ グループや企業にとっては、キャパシティ

およびライフサイクル管理を容易にするために、長期間にわたって HVD を監視し、レポートを作成で

きるという、もう 1 つの利点があります。

ハイパーバイザ管理インフラストラクチャ内には、デスクトップ モニタリングに使用できるツールが

あります。個々のデスクトップにおけるリソース（CPU、メモリ、ストレージ、およびネットワーク）

の使用をリアル タイムで測定し、監視するには、VMware 統計情報ロギング アプリケーションを使用

します。Intel IOMeter ツールと、リソース使用率およびパフォーマンス測定を表示する組み込みの 
Microsoft Windows Task Manager（図 70）の使用を検討してください。これらのツールは、トラブル

シューティングにも役立ちます。VMware vCenter を使用すると、これらの測定値を仮想マシンごとに

取得できます。
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図 70 Windows Task Manager パフォーマンス モニタ

物理デスクトップのリソース使用率を測定することにより、管理者は、仮想化環境に移行する前に物理

的なデスクトップ インフラストラクチャを評価できます。また、将来的なリソース増築（コンピュー

ティング、メモリ、ストレージ、およびネットワーク リソース）用のキャパシティ プランニングや、

仮想デスクトップでの展開後 QoS モニタリングが可能になります。アクセスされているファイルやデ

スクトップで呼び出されているアプリケーションの監査ログも、デスクトップの使用の監視やパフォー

マンス問題のトラブルシューティングに役立つ場合があります。デスクトップにインストールできるソ

フトウェアまたはアプリケーション プローブのほか、Microsoft Windows Performance Manager の使

用を検討してください。

Stratusphere UX

Cisco VXI の検証には、ユーザ エクスペリエンスのモニタリングおよび仮想デスクトップの診断支援

として使用するためのツールとして、Liquidware Lab の Stratusphere UX 製品が含まれます。これは、

エンドツーエンドの VXI システム表示を構築するうえで重要なコンポーネントとなります。このツー

ルを使用すると、すべてのパフォーマンス メトリックの相互関係を 1 画面に見やすくまとめることが

できるので、IT 管理者は豊富な診断およびモニタリング情報を得ることができます。このツールは、

既存の管理ソリューション、特にストレージ、ハイパーバイザ、およびネットワーク管理などの特定の 
VXI サブシステムに関連付けられたソリューションを補完します。管理者は、このツールを使用する

ことで、HVD モニタリングとユーザ エクスペリエンスに関する問題のトラブルシューティングを行う

ことができます。また、このツールを利用して、デスクトップからネットワーク、データセンターに至

るまで、リソースの使用状況に関してすべてのレベルのアプリケーションおよびユーザ インタラク

ションを洞察できます。

このツールは、次の作業に使用できます。

 • 仮想デスクトップ インフラストラクチャにおけるパフォーマンス ボトルネックを識別する。

 • I/O ストームを引き起こしている VM、ユーザ、およびアプリケーションを識別する。

 • 低速ネットワーク遅延、ネットワーク アプリケーション、およびプロトコルのパフォーマンスを

識別する。
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 • ログイン遅延、アプリケーション起動時間、非応答アプリケーション、ディスク、および CPU 
キューを識別する。

 • 指定ユーザとアプリケーションの相関関係が存在するマルチテナント環境でエンドポイント、デス

クトップ、およびサーバからのトラフィックを識別する。

 • VM、ユーザ、およびアプリケーションの作業負荷を識別する（CPU/メモリ /ディスク /グラ

フィック /ネットワーク /ディスク IOPS およびストレージ要件を含む）。

設計ガイドライン

次に、仮想デスクトップ モニタリング ツールの使用例を示します。

 • 仮想デスクトップを監視し、SLA に関するリソースの使用率とユーザ エクスペリエンスを確認す

る。

 • リソース使用率が高く、ユーザ エクスペリエンスが低いためにパフォーマンスが低下している仮

想デスクトップ セッションをトラブルシューティングする。

 • 大規模な Cisco VXI 導入を監視してキャパシティ プランニングを実行し、測定値の収集によって

リソースの使用を特徴づける。測定値には、仮想デスクトップでのピークおよび平均負荷、仮想デ

スクトップの上位リソース ユーザ、履歴およびリアルタイム レポートの生成、しきい値に達した

ときのアラートの生成が含まれます。

モニタリング ツールは、インタラクティブ ディスプレイ、レポート、および警告を介した仮想デスク

トップのリアルタイム モニタリングを実現します。モニタリング ツールでは、サービス レベルと VDI 
環境のセキュリティを検証できます。また、このツールを使用して、仮想デスクトップ環境の使用に対

するサービス料を割り当てることもできます。仮想化アプリケーションのモニタリングも可能です。

Stratusphere UX アーキテクチャには、HVD で動作するクライアント エージェントが含まれており、

デスクトップ パフォーマンス情報が定期的に収集されて、Stratusphere ハブに伝達されます。エージェ

ントのインストールによって、デスクトップで 3 つのサービスが実行可能になります。ハブは、DC に
存在する仮想アプライアンスであり、リモート アクセスおよび管理用に Web インターフェイスを提供

します。Stratusphere Network Station は、ネットワーク トラフィック モニタリングを実行し、デスク

トップ セッションのアクティビティを把握するために必要です。

ハブでは、内部データベースを使用してパフォーマンス データが格納されます。管理対象デスクトッ

プの数に関する拡張性をさらに高めるために、外部データベースを使用することもできます。パフォー

マンス データは、ODBC インターフェイス、SNMP、または RSS フィードを使用して、他の管理ツー

ルにエクスポートできます。定期的なパフォーマンス データのみが収集され、ハブに伝送されるため、

エージェントが HVD パフォーマンスに与える影響はわずかです。

新バージョンの Stratusphere ハブでは、デフォルトの設定を使用して、 大で約 1000 個のデスク

トップ（スタンドアロンのハブに推奨される上限）を管理し、拡張できます。1000 個のデスクトップ

に加え、収集された統計情報の格納に使用される外部データベース アプライアンスを追加することで、

ハブの拡張性は著しく向上します。このシナリオでは、単一のハブでデスクトップ 10,000 個まで拡張

できます。大規模な導入での拡張に関するベスト プラクティスについては、Stratusphere のマニュアル

を参照してください。Stratusphere ハブの拡張性は、統計情報収集のポーリング間隔や、ネットワーク 
ステーションがネットワーク統計情報の報告に使用されているかどうかなど、複数の要因に依存しま

す。

Stratusphere UX には、VMware View 環境との互換性があります。ネットワーク ステーションを配置

すると、デスクトップ セッションの統計情報（ICA/PCoIP/RDP）を収集できるようになります。

Stratusphere Network Station を使用して、デスクトップ セッションの状態を監視し、セッション トラ

フィックのパケット キャプチャを実行します。

Stratusphere UX 仮想アプライアンスには、vSphere との互換性があります。Stratusphere UX は、

vCenter からホストの使用の統計情報を収集できます。
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図 71 Stratusphere UX 管理コンソール

導入、設定、およびベスト プラクティス

次の作業には、Stratusphere UX を使用することが推奨されます。

 • ワンクリックのユーザの消費およびエクスペリエンス比較レポートを使用して、指定期間前後の環

境のヘルスチェックを行うことにより、パイロットを検証する。

 • プラットフォーム、プロトコル、エンドポイント、ストレージ、ネットワーク、およびリソース 
プールの予約をアプリケーション別、ユーザ別、グループ別、およびカスタム期間で比較します。

 • Stratusphere によって自動的に生成される詳細な比較レポートを利用して、デスクトップ、ネット

ワーク、サーバ、およびストレージ サブシステムで集約された消費および応答時間を即座に評価

する。

 • ハイパーバイザへのインターフェイスを使用して、ホスト、仮想デスクトップ、および SAN リ
ソースの使用メトリックを収集する。

データ収集時は、Statusphere エージェントが子プロセスを定期的かつ頻繁に呼び出す可能性があるこ

とに注意してください（特に、GDI/GPU メトリック データ収集の場合）。プロセスおよびアプリケー

ションのアクティビティを監視している可能性のある、HVD にインストールされたその他のソフト

ウェアとの互換性を確認してください。互換性に関する 新情報については、Stratusphere のマニュア

ルを参照してください。

パフォーマンス モニタリングのレポーティング間隔は、デフォルト設定の 15 分に設定されていまし

た。時間が短いほど、デスクトップでの CPU およびネットワークの使用率が高まり、ハブおよび関連

するデータベースの拡張性に影響することに注意してください。
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パフォーマンスとユーザ エクスペリエンスの低下を示すメトリックには、デスクトップ CPU キュー、

IOPS、IO 遅延、長いアプリケーション起動時間およびログイン時間などがあります。ユーザ作業負荷

プロファイル（タスク ワーカー、ナレッジ ワーカー、グラフィックス多用のアプリケーションを使用

し、GDI またはメモリの負荷が高いユーザ プロファイルを使用する可能性があるするパワー ユーザ）

に適したデスクトップ アセスメントしきい値（ユーザ デスクトップ パフォーマンスを高、中、低に分

類）を調整することが推奨されます。

ログイン遅延測定を解釈するときは、ユーザが HVD から切断した場合に、デスクトップ環境の設定に

よってはログインしたままになる可能性があり、その場合、デスクトップはまだ使用中と見なされるこ

とを理解しておくことが重要です。特定の HVD 使用の測定が必要である場合は、ICA/PCoIP/RDP に
使用可能なデスクトップ セッションの使用メトリックから抽出できます。これらの測定は、すべての 
HVD ネットワーク トラフィックを監視するネットワーク ステーションから取得できます。

アプリケーションの使用に関するレポートを実行するときは、システム アプリケーション（Altriris な
ど）を除外し、エンドユーザが起動するアプリケーションの使用（Microsoft Office および CUPC な
ど）だけを報告することが推奨されます。

Stratusphere エージェントを HVD に導入するには、次に示す複数の方法があります。

1. 永続的なインストールを必要としない方法としては、ログイン スクリプトを使用して、ネット

ワーク ファイル共有からエージェントを実行します。このログイン スクリプトは、ユーザがデス

クトップにログインするときに呼び出されます。

2. LDAP/GPO または SMS のような標準の Windows ソフトウェア管理ツールを使用して、エージェ

ントを多数のデスクトップに永続的に配置します。

3. プールされた非永続的デスクトップのゴールデン イメージにエージェントをインストールします。

4. Windows psexec ユーティリティを使用して、リモートの中央ロケーションからデスクトップに

エージェントをインストールします。このユーティリティを呼び出すユーザには、デスクトップに

対する管理権限が必要です。

5. デスクトップに手動でエージェントをインストールするには、ブラウザを使用して、Stratusphere 
管理ステーションからエージェントをダウンロードします。

デスクトップを管理ステーションに登録した後、管理者は、関連する統計情報を収集するために、デス

クトップに対する検査を有効にする必要があります。

デスクトップへのシャドウイングは常に許可されるわけではなく、ユーザは 初にデスクトップからロ

グアウトするように求められる場合があります。VNC サーバを実行しているクライアント デバイスへ

のシャドウイングは可能です。

仮想デスクトップ アセスメント

設計ガイドライン

既存のデスクトップ コンピューティング インフラストラクチャの展開前の総合的なアセスメント、仮

想デスクトップの実装の設計とキャパシティ プランニング、および仮想デスクトップの展開後の 適

化とモニタリングは、Cisco VXI システムの実装を成功させるための重要な側面です。デスクトップ仮

想化に対する組織の準備状況とその潜在的な利点を評価するには、詳細に定義された現実的なビジネス

の促進要因と、現在のインフラストラクチャの明確なスナップショットを開発するのが 善の方法で

す。仮想デスクトップの事前アセスメント、設計、実装、モニタリング、 適化、およびキャパシティ 
プランニングを行うツールは、この評価の実行に不可欠です。これらのツールは、既存のデスクトップ 
コンピューティング リソースの使用状況とユーザ エクスペリエンスを理解するための機能、デスク

トップ仮想化の展開に関するキャパシティ プランニングを実行するための機能、仮想化デスクトップ 
リソースの使用状況とユーザ エクスペリエンスを監視するための機能、およびデスクトップ仮想化の
159
VMware View 5 を実装した Cisco 仮想化エクスペリエンス インフラストラクチャ 2.5       



  管理と運用
利点を実証し、報告するための機能を提供します。アセスメントの目標は、デスクトップ仮想化に対す

る準備状況と要件を確認することです。デスクトップ仮想化に対するデスクトップやユーザの適合性を

確認する作業は、展開の設計および計画段階の一環として行います。

大規模なデスクトップ展開では、これらのツールを使用してデスクトップ コンピューティング リソー

スの使用状況、アプリケーションの作業負荷、ユーザの動作、およびユーザ エクスペリエンスを視覚

的に確認できます。これらのツールによる一般的な測定には、コンピューティング、メモリ、ストレー

ジ、およびネットワーク リソースに関する使用メトリックと、アプリケーションの応答時間、ログイ

ン時間、および遅延測定に関するデスクトップ ユーザのエクスペリエンス メトリックが含まれます。

オペレーティング システム、ハードウェア プロファイル、アプリケーション、ユーザ設定、周辺機器

（プリンタやスマート カード リーダーなど）、およびモニタの使用状況を含む、デスクトップの詳細な

ハードウェアおよびソフトウェア プロファイルも収集されます。仮想化よりも前にベースラインの

ユーザ エクスペリエンス アセスメントを行うことは、仮想デスクトップの展開におけるユーザ エクス

ペリエンスを評価するうえで重要です。

データの収集が終わると、アセスメント ツールによってレポートが生成されます。このレポートを使

用して、デスクトップ仮想化の候補となる 適および準 適なデスクトップを識別します。アセスメン

トの目標は 終的な設計ではなく、ネットワーク インフラストラクチャ、ユーザ アプリケーション、

およびデスクトップ環境を組み合わせたデスクトップ仮想化プロジェクトの実行可能性の分析にありま

す。仮想化の相対的な適合性を判断するには、確立前のしきい値を使用した複合メトリックに基づく客

観的な適合性評価を使用します。また、アセスメント ツールを使用することで、ログイン時間の削減

に基づく、またはデスクトップのハイ アベイラビリティや交換時間の削減、およびアプリケーション 
ロード時間の削減といった利点による生産性の向上を予測できます。

アセスメント ツールを使用するには通常、アグリゲーションおよび分析用の中央リポジトリにデータ

を収集し、通信するためのエージェント ソフトウェアがデスクトップにインストールされていること

が必要です。エージェント ソフトウェアの動作はエンドユーザに対して透過的であり、デスクトップ

のパフォーマンスに影響しません。この通信に使用されるポートが、すべての中間ネットワーク要素で

開かれていることが重要です。何千ものデスクトップを監視する場合があるので、中央リポジトリ上の

データベースに十分なストレージを割り当てることも重要です。エージェント ソフトウェアは、デス

クトップに手動でインストールすることも、LDAP/GPO や、デスクトップの更新に使用されるその他

の標準ツール（SMS など）を使用して自動的に配布することもできます。データ収集がいったん開始

されと、データは評価期間中（30 日間など）継続的に収集されます。収集されたデータを使用して、

監視対象のデスクトップのマシン、アプリケーション、およびユーザ インベントリの詳細な図を作成

できます。

デスクトップの低パフォーマンスを示す要素には、次のものがあります。

 • [Slow User Logins] は、指定されたしきい値よりも時間がかかっているログインを示します。

 • [Slow Application Load Times] は、指定されたロード時間（秒数）を超えたアプリケーションを示

します。

 • [Top CPU Consuming Applications] は、 も多くの CPU サイクルを使用するアプリケーションを

示します。

 • [Top Memory Consuming Applications] は、 も多くのメモリを使用するアプリケーションを示し

ます。

 • [Machines with High CPU Usage] は、指定されたしきい値よりも CPU 使用率の高いマシンを示し

ます。

 • [Machines with High Memory Usage] は、指定されたしきい値よりもメモリ使用率の高いマシンを

示します。

アセスメントおよびモニタリング ツールは、検査データ、診断レポート、およびアセスメント レポー

トのリアルタイム表示を提供します。これらのツールは、グラフやチャートを使用して検査データの概

要を表示し、傾向の分析や潜在的な問題の識別を支援します。これらの表示は、Cisco VXI 展開の状態

を検査するときに役立ちます。特定の測定しきい値を超えたときに、電子メールまたは RSS フィード
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を介してアラートを送信することができます。RSS フィードのポーリングを行ったり、他のシステム

にデータを渡したりするには、自動化プログラムを使用できます。データを報告しているマシンの数を

示すレポートが、電子メールを介して毎日送信されるようにスケジュールを組み、データ収集が問題な

く処理されていることを確認できるようにしてください。

導入、設定、およびベスト プラクティス

仮想スイッチに接続された専用のネットワーク モニタを使用して、仮想デスクトップ ネットワーク ト
ラフィックを監視し、アプリケーションの使用を報告することが推奨されます。適切な帯域幅を割り当

て、ユーザが WAN 上の仮想デスクトップにアクセスする際の遅延を小さくするには、適切なネット

ワーク計画とプロビジョニングが重要です。

移行する前に、ユーザ エクスペリエンスのベースラインを確立することが推奨されます。展開後の

ユーザ エクスペリエンスの測定では、展開またはパイロット時のエンドユーザに対する影響を数値化

します。アセスメントは、仮想デスクトップのプロビジョニング方法（リソース、イメージ、およびア

プリケーション）、使用するデスクトップ プロトコル、および有効にするデスクトップ プロトコル機能

（周辺機器など）を判断するのに役立ちます。

仮想化に適していないアプリケーションを識別することは、正常な Cisco VXI の展開に不可欠です。

現在使用されているアプリケーションが正常に動作し、特に 1 台のホスト マシンで数十台の仮想デス

クトップに拡張したときの仮想化環境のパフォーマンスに影響がないことを確認します。

Cisco Advance Service は、評価を行い、アセスメント レポートと仮想化設計計画を生成する Cisco 
VXI のプランニング、設計、およびモニタリング サービスを提供します。サービスの出力には、Cisco 
VXI 設計書、運用準備と実装の計画、セルフサービス ガイド、PoC レポート、テスト計画、および準

備状況レポートが含まれます。詳細については、Cisco AS の Web サイト

（http://www.cisco.com/en/US/products/ps10374/services_segment_service_home.html）を参照してく

ださい。

Cius 管理ツール

Cisco Unified Call Manager（CUCM）は、VXI システム内の UC および DV エンドポイントである 
Cius タブレット デバイスの管理に使用できます。CUCM を使用して、ファームウェアの更新とデバイ

ス設定の適用（ファイル暗号化や VPN 設定のようなセキュリティ ポリシーを含む）、アプリケーショ

ンの管理、および一括アップデートの更新を行います。Cisco Anyconnect クライアントは、Cius に統

合されており、VPN 機能を提供します。Cius の高度な管理機能をサポートするには、CUCM 8.5 が必

要であることに注意してください。エンドユーザは Cius にアプリケーションをダウンロードおよびイ

ンストールすることができ、管理者は CUCM を使用してすべてのデバイスにそれらのアプリケーショ

ンをプッシュ ダウンすることができます。アプリケーションは、CUCM アプリケーション リポジト

リ、デバイス SD カード、Android マーケット、Cisco Marketplace アプリケーション リポジトリ、ま

たは企業固有のリポジトリから Cius に展開されます。Android OS 上で動作する DV クライアント ア
プリケーション（Wyse PocketCloud や VMware View Client など）を Cius にダウンロードしてインス

トールする必要があります。管理者は、CUCM に登録するときに、企業アプリケーションを Cius に
プッシュするように指定できます。エンドユーザは、管理者承認のリストからアプリケーションを選択

することもできます。この場合、エンドユーザは、CUCM からアプリケーション リストを要求し、そ

こから特定のアプリケーションの申し込みまたは申し込みの解除を行うことができます。アプリケー

ションの設定には、管理者が事前に設定するものと、エンドユーザがカスタマイズするものがありま

す。リモート ワイプ、バックアップと復元、デバイス トラッキング、ポリシーの適用、およびウイル

ス保護などのより高度なモバイル デバイス管理機能は、サード パーティ ベンダーが提供するエンター

プライズ モバイル デバイス管理ツールで使用できます。
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関連情報

次に、この章で説明したハードウェアおよびソフトウェアを含む特定のベンダー情報の詳細へのリンク

を示します。

VMware View 4.0 用シスコ導入ガイド

http://www.cisco.com/en/US/docs/solutions/Enterprise/Data_Center/vmware/cisco_VMwareView.html

『Cisco UCS GUI Configuration Guide』

http://www.cisco.com/en/US/docs/unified_computing/ucs/sw/gui/config/guide/1.3.1/UCSM_GUI_Conf
iguration_Guide_1_3_1.pdf

『Cisco Unified Communications Manager Systems Guide』http://www.cisco.com/en/US/docs/voice_ip_comm/cucm/admin/8_0_2/ccmsys/accm.pdf
VMware vSphere 4.2 ドキュメント

http://www.vmware.com/support/pubs/vs_pages/vsp_pubs_esxi41_i_vc41.html

VMware vSphere コマンドライン インターフェイス ドキュメント

http://www.vmware.com/support/developer/vcli/

VMware API および SDK ドキュメント

http://www.vmware.com/support/pubs/sdk_pubs.html

VMware View 4.6 ドキュメント

http://www.vmware.com/support/pubs/view_pubs.html

『VMware View Installation Guide』（リリース 4.5）

http://www.vmware.com/support/pubs/view_pubs.html

『VMware View Administrators Guide』（リリース 4.5）

http://www.vmware.com/support/pubs/view_pubs.html

『VMware View Integration Guide』（リリース 4.5）

http://www.vmware.com/support/pubs/view_pubs.html

『VMware View Architecture Planning Guide』（リリース 4.5）

http://www.vmware.com/support/pubs/view_pubs.html

『VMware Configuration Maximums』

http://www.vmware.com/pdf/vsphere4/r40/vsp_40_config_max.pdf

EMC Unisphere 管理スイート

http://www.emc.com/products/detail/software/unisphere.htm?context=storage

NetApp Virtual Storage Console

http://www.netapp.com/us/products/management-software/vsc/virtual-storage-console.html

Altiris のリファレンス文書

http://www.symantec.com/business/theme.jsp?themeid=altiris

Microsoft Active Directory およびネットワーク サービス

http://www.microsfoft.com/

『Cisco Network Analysis Module Deployment Guide』

http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/modules/ps2706/white_paper_c07-505273.html#wp90002
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Cisco VXI セキュリティ

はじめに

ユーザ エンドポイントにローカル データは存在せず、データセンターからデータが持ち出されること

もないので、デスクトップ仮想化は本質的に従来のデスクトップ環境よりも安全です。ただし、デスク

トップ仮想化を使用すると、いつでもどこからでもデータセンターにアクセスできるので、新たなセ

キュリティ問題が生まれます。IT データセンターは従来、ほとんどのシナリオでエンドユーザがデー

タセンター コンポーネントに直接アクセスする必要はなく、制御されるアクセス メカニズムを介した

ユーザ アプリケーションだけがデータセンター内のサーバと相互作用するという考え方に基づいて構

築されていました。この考え方はもはや通用せず、ユーザ デスクトップ（信頼されないコンピュー

ティング環境）とデータセンター コンポーネントを確実に分離させることが必要です。また、現在は

すべてのユーザ デスクトップが一緒にクラスタ化されているため、セキュリティが侵害された場合の

影響度は従来のデスクトップ環境よりもはるかに大きくなります。Cisco VXI システムでは、一連の堅

牢なセキュリティ機能とガイドラインを導入することによって、動的な仮想環境におけるセキュリティ

問題に取り組んでいます。この章では、これらの機能の詳細を示し、Cisco VXI システムの保護におけ

るベスト プラクティスについて説明します。Cisco VXI に導入されたこれらのセキュリティ メカニズ

ムには、従来および既存の企業セキュリティ テクノロジーとの整合性があります。
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図 72 エンドツーエンドの Cisco VXI セキュリティ

上の図 72 に、保護する必要のある Cisco VXI システムの 3 つの論理区分を示します。これらの論理区

分は、データが発信される場所と、保護を必要とする対象に基づいて分割されます。3 つの区分を合わ

せた焦点は、VXI システムへのコントロール アクセス、ディスプレイ プロトコル トラフィック、UC 
トラフィック、周辺機器トラフィック、仮想デスクトップに存在するデータの保護と、侵害されたマシ

ンの分離です。

初の区分はアクセスです。アクセス セキュリティの目的は、エンドポイントから 初のホップ ネッ

トワーク要素に発信されるすべてのデータを保護することにあり、その範囲は固定 /モバイル テレワー

カー、ブランチ、およびキャンパス ユーザ環境に及びます。2 つ目の区分はネットワークです。ネット

ワーク セキュリティは、信頼されないネットワーク（インターネットなど）や信頼されるネットワー

ク（キャンパスなど）を移動するデータに対する Cisco VXI のセキュリティ面が対象となります。

ユーザ データがデータセンターに送信された後は、データセンターまたはキャンパス エッジでデータ

センター内のセキュリティ面を調べる必要があります。これらのセキュリティ面はデータセンターのセ

キュリティ下で扱われ、VM アクセスの保護、セグメンテーション /ゾーン分割、および仮想デスク

トップ OS の保護が対象となります。この章の残りの部分では、上記の内容に基づいた Cisco VXI 固有

のテクノロジーと設計戦略について説明します。
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設計上の考慮事項

アクセス セキュリティ

Cisco VXI を有効にしたネットワークの実装により、アプリケーション データのロケーションがユー

ザ制御のデスクトップから中央集中型のデータセンターに移されます。Cisco VXI におけるアクセス 
セキュリティでは、エンドポイントとデータセンター間を移動しているデータと識別情報の保護に焦点

を当てています。企業がサポートするアプリケーションと OS はローカルではなくデータセンターに存

在するので、エンドポイントのセキュリティ侵害による影響は、データセンターに至るまでのエンド

ツーエンド セキュリティがどのように実装されているかにかかっています。

キャンパス環境の Cisco VXI ユーザは、信頼できるネットワーク内にあり、アクセス スイッチから

データセンターへのトラフィックは管理対象のセキュアなネットワークを経由するものと見なされま

す。ただし、Ciso IP Phone などの信頼できる特定のデバイスが接続されていない限り、アクセス ス
イッチはホスト ポートを信頼できないものと見なします。キャンパス アクセス スイッチに接続してい

る Cisco VXI エンドポイントは、信頼できないものと見なされます。Cisco VXI システム内のエンドポ

イントは今後、特定のユーザに接続されることはなく、あらゆるユーザがどこからでも仮想デスクトッ

プにアクセスできるようになります。企業は、各エンドポイントとユーザを結びつけるか、Cisco VXI 
環境でエンドポイントとユーザを個別に認証することができます。いずれの場合も、エンドポイント認

証メカニズムの実装が強く推奨されます。Cisco VXI システムでは、クライアント認証に IEEE 802.1x 
を利用します。ネイティブの IEEE 802.1x サプリカントがエンドポイントで使用できない場合は、

Cisco AnyConnect 3.0 と Network Access Manager（NAM）を一緒に使用できます。Cisco VXI シス

テムに対して行われたテストには、Windows XP エンドポイント上の AnyConnect 3.0 と、Windows 7 
で動作する Microsoft のネイティブ サプリカントが使用されました。シン クライアントによっては、

IEEE 802.1x をサポートしていても、AnyConnect 3.0 のインストールはサポートしていない場合があ

ります。この場合、ネイティブの 802.1x 機能を使用する必要があります。展開されたエンドポイント

でいずれの IEEE 802.1x サプリカントもサポートしていない場合は、アクセス スイッチの 802.1x ベー

ス MAC Authentication By-pass（MAB; MAC 認証バイパス）機能を使用します。MAB では、ACS 
5.2 で動作する RADIUS サーバに保持されている、信頼できるエンドポイントの MAC アドレスのデー

タベースを使用して、エンドポイントの MAC アドレスを認証します。802.1x と MAB の設定と使用

の詳細については、
http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/lan/catalyst4500/12.2/31sg/configuration/guide/dot1x.html 
を参照してください。

ネットワーク エンティティとしてのデバイスの認証に限らず、継続的な信頼性を保つため、できるだ

けアクセス ポイントの近くでデバイスを監視してください。これには、この章で後述する DHCP ス
ヌーピング、ダイナミック ARP インスペクション、および IP ソース ガードなどのポート セキュリ

ティ対策の設定を利用します。

ブランチ アクセスは企業セキュリティの領域に属しますが、WAN リンクによって分離されます。ブラ

ンチは通常、Cisco Integrated Services Routers Generation 2（ISR G2; 第 2 世代サービス統合型ルータ）

と、キャンパス /データセンターへの暗号化トンネルを使用して展開されます。キャンパスに配置され

たアクセス スイッチと同様に、ブランチは一般に独自のローカル DHCP 要求に対してサービスを提供

するので、アクセス層スイッチではインスペクション設定として DHCP スヌーピング、ダイナミック 
ARP インスペクション、および IP ソース ガードを展開する必要があります。デバイス認証用の MAB 
および IEEE 802.1x も、Cisco ISR 内のブランチ スイッチまたはスイッチ モジュール経由でローカル

に展開する必要があります。

Identity Services Engine（ISE）を使用したポリシー ベースのネットワーク アクセス コントロール

VXI でポリシー ベースのネットワーク アクセス コントロールを使用すると、デバイス タイプやネット

ワーク接続ポイントのロケーションなどに基づいて、仮想デスクトップにアクセスするエンドポイント

を詳細に制御できます。これによって、特定のデバイスへのセキュアなデスクトップ仮想化アクセスが

可能になります。たとえば、所有するラップトップをネットワークに接続している請負業者は、VXI 
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リソースにアクセスできませんが、VXC エンドポイントを同じネットワーク ポートに接続している従

業員は、仮想デスクトップに自動的にアクセス可能になります。また、VXI は、企業における Bring 
Your Own Device（BYOD）モデルの導入を可能にします。このモデルでは、エンドユーザは、物理エ

ンドポイントとローカル データに対する責任を負い、企業は、そのユーザの作業環境がエンドポイン

トに必要に応じて安全に提供されることを保証します。VXI を使用した BYOD の導入により、企業は

エンドポイント ハードウェアおよびソフトウェアの管理コストを削減し、非常に堅牢なデータ セキュ

リティ オプションを提供することが可能になります。また、エンドユーザは、パーソナル リンクのデ

バイスを使用することもでき、個人用エンドポイントと作業用エンドポイントを 1 つのデバイスに統合

することも可能になります。

Cisco VXI のポリシー ベースのネットワーク アクセス ソリューションをデスクトップ仮想化の 上部

に適用すると、誰がネットワークのどの部分にアクセスできるかをより緊密に制御できるようになりま

す。たとえば、従業員は、各自の個人用エンドポイントを仕事に持ち込み、企業のネットワークに接続

し、ポリシーに基づいて仮想デスクトップやインターネットのみにアクセスすることが可能になりまし

た。同時に、IT で管理されたエンドポイントを使用する従業員は、仮想デスクトップとともにネット

ワークのその他の部分にアクセスできる場合があります。ユーザのネットワーク接続ポイントに基づい

て、さらに詳細なレベルのコントロールを適用することもできます。Cisco VXI におけるポリシー 
ベースのネットワーク アクセス コントロールは、キャンパス環境とブランチ環境の両方に適用できま

す。

ポリシー ベースのネットワーク アクセス ソリューションの作成にかかわる主要コンポーネントには、

Cisco Identity Services Engine（ISE）1.0、ISE との互換性があるシスコ アクセス デバイス（ほとんど

の Cisco Catalyst アクセス スイッチとワイヤレス アクセス ポイントが対応します）、およびトラフィッ

クを分離するように設計されたネットワークがあります。次の図に、ISE によって作成されたポリシー

の決定に基づいて、ネットワークの別々の部分にアクセスしているパーソナル デバイスと企業資産を

示します。 初のステップでは、デバイス プロファイリングを行い、ネットワーク接続デバイスを企

業デバイスまたは個人用デバイスとして識別します。これには、ISE デバイス プロファイリング機能

が使用されます。ネットワーク管理者は、この機能を利用して、ISE で事前に定義された 1 つまたは複

数の属性とデバイスを照合します。アクセス スイッチには、ネットワークへのアクセスを試みるエン

ドポイントを認証するため、802.1x または MAC Address Bypass（MAB）が設定されます。デバイス

が 初にアクセスを試みると、スイッチは MAC アドレスと、オプションで DHCP 要求などのその他

の属性を ISE に送信します。次に、ISE が、デバイス データ ベースを検索してデバイスのプロファイ

リングと識別を行い、設定されているポリシーに基づいて、事前に設定されたアクセス コントロール 
リスト（ACL）をスイッチに送信します。ACL は、特定の VLAN にデバイスを配置するように定義さ

れています。図では、個人用デバイスが VLAN 30 に配置され、VLAN 30 は、すべてのエンドポイン

ト トラフィックをデータセンター内の VXI ネットワークに送信する VXI VLAN として事前設定され

ています。データ セキュリティをさらに強化するため、VLAN 30 ベースのサブネットを管理する接続

ブローカが、USB 接続デバイスによる HVD からのデータ転送を拒否するように事前に設定できます。

デバイス プロファイリングとは別に、ISE ではポスチャリング、AAA、TrustSec、およびその他の

サービスも実行できます。また、多くのサード パーティのポリシー情報ポイントに非常に容易に拡張

できるほか、すべてのイベントの相互関係を示したログが保持されるので、ユーザの追跡や監査支援に

役立ちます。ISE の詳細については、http://www.cisco.com/en/US/products/ps11640/index.html を参

照してください。
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図 73

デバイス認証に 802.1x を使用すると、EAP/PEAP/WPA などの複数の認証テクニックがサポートされ

ます。VXC 2212 は証明書ベースの 802.1x サプリカントをサポートし、Cisco IP Phone に接続する 
VXC 2112 も証明書ベースの 802.1x をサポートします。802.1x サプリカントを持つか、または 
Anyconnect 3.0 を実行できる VXC 以外のエンドポイントもサポートされます。802.1x をサポートし

ないデバイスについては、MAB を認証に使用できますが、デバイスと MAC アドレスのマッピングと

いう管理上のオーバーヘッドが必要になることに留意してください。ISE 内では VXC エンドポイント

に事前に設定されたデバイス プロファイルを使用できますが、VXI の設定ガイドの情報を使用して簡

単に作成することもできます。詳細な導入ガイダンスとベスト プラクティスについては、関連する各

コンポーネントの項で後述します。

固定テレワーカーおよびホーム ユーザ環境のセキュアなアクセス 

Cisco VXI は、企業が展開する固定テレワーカー環境用に 2 つのソリューションを提供します。1 つ目

の Cisco Virtual Office（CVO）ソリューションは、自宅や小規模なブランチ環境での複数のエンドポ

イントおよび IP Phone の接続を可能にします。これらのエンドポイントは、有線または WiFi を使用し

て CVO ルータに接続し、Power over Ethernet も利用できます。2 つ目のソリューションは、シスコの 
9971、9951、および 8961 電話機の VXC VPN 機能を利用して、ルータや別個のデバイスを必要とし

ない、スモール フォーム ファクタでのコラボレーションおよびデスクトップ仮想化を可能にします。

Cisco 9971/9951/8961 VXC VPN ソリューションは、VXC 2111 エンドポイントに固有であり、その他

のエンドポイントまでは接続は拡張されません。固定テレワーカーまたはホーム ユーザ環境に導入さ

れるその他すべてのエンドポイントに、CVO ソリューションを使用することが推奨されます。

CVO ソリューションでは、アクセス ルータによるホーム オフィスからの VPN アクセスを可能にす

る、既存の『Cisco Virtual Office Deployment Guide』を利用します。この導入ガイドは、以下に示す 
CVO ソリューション ページで入手できます。下図に示すように、この展開では、エンドポイントから

データセンター内の仮想デスクトップへのアクセスを可能にする暗号化 VPN トンネルが構築されま

す。自宅用ルータの展開は、セキュアな企業ネットワークを従業員の自宅に拡張したものなので、アク

セス ルータの背後にあるローカル ネットワークは信頼できると見なすことができます。CVO の構成に

よっては、信頼できないエンドポイントが VPN トンネルの外側にある公共インターネットに直接アク

セスできる場合があることに注意してください。企業ネットワークへのアクセスを試みるすべてのデバ

イスに対して、802.1x または MAB を使用したデバイス認証が必要です。ローカル ブラウザをサポー

トしないため、Web ベースのプロキシを使用して認証できないシスコのゼロ クライアントについては、

MAB とともに開かれた特定のポートを CVO ルータに設定できます。VXI に特有の導入に関する考慮

事項については、この章で後ほど説明します。テレワーカーおよびブランチ環境では、CVO に対して 
C880、890、1900、2900、3900 を含む多数のルーティング プラットフォームがサポートされ、適切
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なプラットフォームが必要なスループットに基づいて選択されます。一般的なテレワーカー環境につい

ては、C881 プラットフォームが推奨されます。CVO ソリューションの詳細については、

http://www.cisco.com/go/cvo/ を参照してください。

図 74

VXC VPN

テレワーカーまたはホーム ユーザが音声 /ビデオ テレフォニー用の電話機と仮想デスクトップだけを

必要とする場合には、VXC VPN ソリューションが推奨されます。このソリューションを利用すること

で、Cisco IP Phone 8961、9951、または 9971 は、暗号化された別個のトンネルの音声 /ビデオ トラ

フィックとともに、電話機のコンピュータ ポートに入ってくる VXC 211X（電話機に接続）を暗号化

できます。これにより、インターネットや信頼できないネットワークを介して電話機および VXC のト

ラフィックを安全に伝送できます。上の図に示されているように、2 つの別個の SSL VPN トンネルが

作成されます。1 つ目の DTLS ベース トンネルは、電話機から発信された UDP 音声、ビデオ、および

コール シグナリング トラフィックを暗号化し、2 つ目の TCP ベース TLS トンネルはすべての VXI ト
ラフィックに対応します。ASA で SSL VPN トンネルが終了すると、すべてのトラフィックは企業

ネットワークおよびデータセンター ネットワーク内で設定されたとおりにルーティングされます。

このソリューションは、認証後の VXC 2111 を取り外し、企業のアセットではない（不明な）VXC 
211X を接続したり、非 VXI トラフィックをトンネルに送信したりすることで電話機のコンピュータ 
ポートに接続する不正デバイスなど、セキュリティ上のその他の多くの問題を軽減します。コンピュー

タ ポートのトラフィックは、電話機のコンピュータ ポートに設定されたアクセス リストを使用して、

ディスプレイ プロトコル トラフィックおよび一部の必要な管理トラフィック（DNS、NetBios、http、
および https）に制限されます。使用されるアクセス リストは、CVO ソリューションで使用されるも

のと同じであり、企業のセキュリティ部門によって承認されます。これにより、ユーザが非 VXC イー

サネット デバイスを電話機のコンピュータ ポートに接続することを防止できます。セキュリティを強

化するため、コンピュータ ポートでの MAC アドレス ベースの認証がサポートされています。信頼で

きないデバイスへのアクセスを拒否するには、この認証が強く推奨されます。このソリューションは、

IP Phone の背後で非信頼ネットワークを介して非信頼ロケーション（自宅）に企業ネットワークを拡

張するので、セキュリティに関する潜在的な問題が存在します。したがって、導入前に、リスクおよび

準拠ポリシーを綿密に評価することが推奨されます。
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推奨される VPN の設定を UCM および ASA に適用した後で、ユーザは、ホーム ネットワークに接続

された VXC エンドポイントに IP Phone を接続できます。電話機は、企業ネットワークでないことを

検出すると、自動的に ASA ヘッドエンドへの VPN 接続を開始します。ASA は、ユーザにユーザ名と

パスワードの入力を求めるか、証明書ベースの認証を行います。ユーザ名とパスワードの方法では、エ

ンドユーザは 初のログイン時に資格情報を 2 回入力する必要があり（永続的なユーザ名とパスワード

が設定されている場合）、共有環境でエンドポイントが使用される導入の場合には、ユーザ名とパス

ワードの方法が推奨されます。証明書ベースの認証は、エンドポイントが特定のユーザに割り当てられ

ているシナリオに適しています。エンドユーザがエンドポイントを解放した場合に、証明書を呼び出す

操作手順を設定しておくことが推奨されます。認証後に、IP Phone は同じ資格情報を使用して VXC 
VPN トンネルを確立し、ユーザはキャンパス内に存在しているかのように仮想デスクトップにログイ

ンできます。電話機のコンピュータ ポートのすべてのトラフィックが、VXC VPN トンネルを通過す

ることに注意してください。電話機は、品質を保つため、VXI トラフィックよりも音声およびビデオ 
トラフィックを優先させることができます。優れたユーザ エクスペリエンスを保つために推奨される

インターネットの合計帯域幅には、VXI トラフィック要件とともに音声 /ビデオの帯域幅を計算に入れ

る必要があります。

設定オプションおよび注意事項の詳細については、この章の導入およびベスト プラクティスに関する

項を参照してください。

モバイル環境のセキュアなリモート アクセス

モバイル テレワーカー環境では、通常、信頼できない公共ネットワーク経由で仮想デスクトップにア

クセスします。モバイル ワーカーは、VXC 4000 などのシック エンドポイント、ラップトップ、また

は CIUS などの Cisco VXI シン クライアント、あるいはサード パーティのタブレットを使用して、仮

想デバイスにアクセスすることが予想されます。ハードフォン制御用の Cisco Unified Personal 
Communicator は、モバイル テレワーカー プロファイルには含まれません。このシナリオでは、ディ

スプレイ トラフィックの保護がエンドポイントから開始される必要があります。Cisco VXI では、企

業ネットワークまで AnyConnect 3.0 経由の VPN トンネルを作成し、ディレクトリまたはネットワー

ク アクセス コントロール データベースで認証することを推奨しています。さらに、費用効果を高める

ために、企業ネットワークを通過する必要のないすべてのインターネット トラフィックは、VPN セッ

ションの外側でインターネットに直接ルーティングし、Cisco ScanSafe を使用して保護します。トン

ネルを確立した後は、デスクトップ クライアントを自動的に起動するように Cisco AnyConnect クライ

アントを設定する必要があります。設定例については、次のリンクを参照してください。
http://www.cisco.com/en/US/products/ps6120/products_configuration_example09186a00808efbd2.sht
ml

Cisco AnyConnect 接続は通常、データセンターのインターネット アクセス エッジにある Cisco ASA 
適応型セキュリティ アプライアンスで終了します。ユーザ チャレンジ（パスコード要求）が表示され、

認証が実行され、従業員のアクセスを許可する暗号化トンネルが構築されます。ディスプレイ トラ

フィックは遅延の影響を受けやすいので、Datagram Transport Layer Security（DTLS）を使用するこ

とが推奨されます。Cisco AnyConnect クライアントおよび ASA は、プライマリ接続オプションとし

て DTLS を使用するように設定できます。セキュアなスプリット トンネリングと ScanSafe 用の 
Anyconnect 3.0 Web セキュリティ モジュールを使用すると、非企業バインド型のすべてのインター

ネット トラフィック（ポート 80/443/8080）が ScanSafe クラウド経由で VPN トンネルの外側にルー

ティングされます。次の図に、この様子を示します。ScanSafe を使用することで、企業は、トラ

フィックを直接処理することなく、クラウドでインターネット バインド型トラフィック ポリシーを拡

張できます。このことは、企業の帯域幅のコストに直接影響し、制御機能も高めます。セキュアなスプ

リット トンネリングは、ローカルの VPN アダプタにルートをインストールし、ASA の「対象となる」

トラフィックだけを許可して、残りのトラフィックはローカルのままにします。
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図 75

ネットワーク セキュリティ

VXI ブランチにおけるデータ セキュリティ

ブランチ オフィスと本社を結ぶサイト間 VPN は、保護された IP Security（IPsec; IP セキュリティ）

暗号化トンネルです。これらのトンネルは、トンネル エンドポイントの認証に証明書または事前共有

パスワードを使用して導入できます。この展開モデルでは、ルート上でのデータの不用意なキャプチャ

を 小限に抑えるため、2 つのロケーション間の Cisco VXI データが暗号化されます。Cisco VXI で
は、Easy VPN と Dynamic Multipoint VPN（DMVPN; ダイナミック マルチポイント VPN）がサポー

トされます。デスクトップ仮想化により、時間や場所を選ばずに企業データセンターにアクセスできる

ことは非常に重要です。これを実現するための 1 つの方法として、多数の固定テレワーカーおよびブラ

ンチを WAN 経由で企業データセンターに安全に接続できるようにします。また、ネットワーク帯域幅

と管理オーバーヘッドを削減し、生産性を高めるには、なるべくデータの転送が必要なときにオンデマ

ンドでこれらの接続を作成し、使用していないときは切断されるようにします。一般的な企業の Cisco 
VXI システムでは、すべてのユーザからのすべてのディスプレイ トラフィックが も近いデータセン

ターに到達する必要があります。フォン トラフィックは、ユーザ間にローカルにルーティングされる

必要があり、ほとんどの場合はデータセンターを経由する必要はありません。ブランチおよびテレワー

カー環境には、ディスプレイ トラフィック用、および必要に応じてフォン トラフィック用に も近い

データセンターへのセキュアな VPN トンネルを作成する機能と、2 つのブランチ間の一時的なオンデ

マンド トンネリングの機能を備えることが求められます。これらの推奨事項に加え、QoS マーキング

と WAN 適化をソリューション内で統合し、ユーザ エクスペリエンスを維持する必要があります。

これらのニーズをすべて満たすため、Cisco VXI システムでは DMVPN テクノロジーを採用していま

す。このテクノロジーでは、Next Hop Resolution Protocol とマルチポイント GRE トンネルを使用し

て、ルーティング要件に基づいた IPSec 接続をオン デマンドで確立するとともに、WAAS によるこれ

らの接続の 適化を可能にします。DMVPN ソリューションでは、T1/T3、WWAN、xDSL などのさ

まざまな WAN リンクがサポートされています。Cisco VXI システムでこのソリューションを実装する

には、各ブランチまたは固定のテレワーカー ロケーションにある ISR G2 ルータを、データセンター 
エッジの ASR 1000 VPN ヘッドエンドに接続するように設定します。Cisco Security Manager（CSM）

を使用して、DMVPN を設定します。DMVPN の機能の詳細については、

http://www.cisco.com/en/US/products/ps6658/index.html を参照してください。
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キャンパスに関する Cisco VXI ネットワーク セキュリティ要件は、既存のキャンパス環境の場合と

まったく同じです。この展開の詳細については、

http://www.cisco.com/en/US/docs/solutions/Enterprise/Security/Safe-RG/SAFE_rg.pdf にある『Cisco 
SAFE Reference Guide』の第 8 章を参照してください。

データセンター セキュリティ

Cisco VXI ネットワークおよびアクセス セキュリティは、ユーザがデータセンター セキュリティ内の

仮想デスクトップに安全に「アクセス」できるようにします。ただし、Cisco VXI データセンターの保

護に関しては、設計上さらに考慮すべきことがあります。データセンターのセキュリティに関して考慮

すべき重要な事柄は、次のとおりです。

 • 仮想アクセス ネットワークへの仮想デスクトップ アクセスの保護 

 • 仮想デスクトップ間での不要なアクセスの制御 

 • 仮想デスクトップとアプリケーション サーバ間の不要なアクセスの制御 

 • 電子メールと Web セキュリティの実行 

 • 仮想デスクトップ密度に影響を与えないウイルス スキャン ソリューションの実装 

一般に、コンピューティング デバイス（デスクトップ PC など）の認証は、ネットワーク内のアクセス 
レベルで行われるものと考えらえます。Cisco VXI システムでは、データセンター内にもアクセス レ
ベルが存在します。大規模なサーバ ファームで仮想マシンを展開するということは、物理的な接続だ

けでなく、仮想的な接続の監視も重要であることを意味します。つまり、DV 環境に配置された仮想ス

イッチ内では、そのスイッチが別のネットワーク内の物理スイッチであるかのように、モニタリングを

開始する必要があります。仮想デスクトップ アドレスは動的である可能性があり、データセンターの

保護されたインフラストラクチャの外側にあるデスクトップ デバイスと同じレベルのサーベイランス

が必要です。このスプーフィングに対する脆弱性を考慮したうえで、仮想マシンの領域にインテリジェ

ントなレイヤ 2 仮想スイッチを実装することが推奨されます。ポート セキュリティ、DHCP スヌーピ

ング、ダイナミック ARP インスペクション、および IP ソース ガードの保障措置を使用する機能を搭

載した Cisco Nexus® 1000V シリーズ仮想スイッチを展開できます。前述したとおり、これは 初に

ポートに関連付けられたマシンが不正なマシンに置き換えられていないことを検証する方法として、

も効果的です。Cisco VXI システムにこれらの機能を導入する方法については、この章の後半で取り上

げます。一般的な設定および導入ガイドラインについては、 
http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/datacenter/nexus1000/sw/4_0_4_s_v_1_3/security/configur
ation/guide/n1000v_security.html を参照してください。

Cisco VXI 環境では、同じデータセンター内に多数の仮想デスクトップが存在しています。多くの場

合、これらの仮想デスクトップは、分散仮想スイッチを使用して複数のサーバを統合している同一の 
VLAN に接続します。このような環境では、仮想デスクトップとの間でやり取りされるトラフィック

を互いに、あるいは既存の重要なデータセンター リソースから分離して制御する必要があります。さ

らに、すべての分離とアクセス制御は、トラフィックのソースに近い場所、できれば vNIC レベルで行

う必要があります。これは、トラフィック制御機能を 大限に高めるため、さらには、トラフィックが

インスペクションのために物理ファイアウォールへ送信されて、ネットワーク帯域幅が非効率的に使用

されるのを防ぐためです。仮想デスクトップが格納された VM は、さまざまな理由でデータセンター

内を移動します。こうした VM の移動は、ユーザ エクスペリエンスの観点からシームレスでなければ

なりませんが、ネットワーク セキュリティの面から見ても同じく重要です。Cisco VXI 環境では、

vNIC レベルで適用されたセキュリティ ポリシーが VM とともに移動するよう、アトミックな移行が

求められます。これらの重要なセキュリティ要件をすべて満たすには、VM のアトミックな移動を自動

的に処理できる、仮想ゾーン ベースのファイアウォールが必要です。Cisco VXI では、Cisco Virtual 
Security Gateway を導入することで、 も効果的にファイアウォールを配置できます。この仮想ファ

イアウォールは、Nexus 1000v 分散仮想スイッチと緊密に統合され、あらゆる重要なセキュリティ機能

を提供します。さらに、このような多階層の仮想環境では、サーバ管理者、ネットワーク管理者、およ

びセキュリティ管理者の管理境界があいまいになりますが、VSG と Nexus 1000V を組み合わせること

で、これらの境界を明確にできます。VSG は、セキュリティ ポリシーを定義して、ネットワーク属
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性、VM 属性、またはカスタム属性に基づいたデスクトップ ゾーンとアクセス ルールを作成するため

に使用されます。その後、これらのセキュリティ ポリシーは、個々の Nexus 1000v ポート プロファイ

ルに適用されます。Nexus 1000v ポート プロファイルはハイパーバイザで公開され、仮想デスクトッ

プを格納した VM が接続されます。こうした階層化によって VM のアトミックな移動が可能になり、

明確な管理境界も維持できます。

図 76 Virtual Security Gateway（VSG）

上の図 76 に、医療関係の設定例における VSG ゾーン分割を示します。病院データセンターの仮想デ

スクトップは、共通属性（VMware または Network）を使用して、VSG によってさまざまなゾーンに

配置されます。論理ゾーンは「医師」、「アシスタント（看護師）」、「ゲスト（患者）」、および病院の

「IT 管理」です。この図で示すように、アプリケーション サーバも、機能とデータの重要度に基づき、

VSG を使用して同様にゾーン分割されます。ゾーンが定義されたら、これらの事前定義されたゾーン

を使用してセキュリティ ポリシーを定義できます。Nexus 1000v のセキュリティ プロファイルをポー

ト プロファイルにバインドすると、セキュリティ ポリシーが適用されます。HVD で発信または着信さ

れるすべてのトラフィックは、ポリシー評価の対象となります。

この例では、ゾーン分割ポリシーによって、ゾーン間およびゾーン内のすべてのトラフィックはブロッ

クされます。たとえば、図 64 の赤い矢印で示すように、「ゲスト」ゾーンの HVD は「医師」ゾーンの 
HVD にアクセスできません。さらに、「医師」ゾーンの 2 つの HVD は、明示的に許可されない限り、

デフォルトでは相互に通信できません。「医師」ゾーンの一部の仮想デスクトップは、患者記録にアク

セスする必要があります。図 64 の緑色の矢印で示すように、この場合は「医師」ゾーンから「レコー

ド」ゾーンへのアクセスのみが許可されます。「IT 管理」または「ゲスト」の HVD から患者記録への

アクセスはブロックされます。VSG は、Nexus 1000v の vPath を使用してポリシーを実装します。こ

れにより、仮想スイッチ上でポリシーの適用が可能になります。すべてのトラフィックを VSG に送信

する必要はないため、パフォーマンスも向上します。セキュリティ面で推奨されるベスト プラクティ

スは、アクセス ポリシーをソースに も近い場所、できればトラフィック フローのインラインで適用

することであり、VSG ではまさにこの方法が実施されています。上記の例では、Nexus 1000v を管理

しているネットワーク管理者は接続が正しく行われていることを確認し、サーバ管理者は VM が適切

な仮想ネットワークに割り当てられていることを確認するだけですみます。両管理者は、ゾーン分割と

ポリシーを意識する必要はありません。これらはセキュリティ管理者が単独で、VSG を使用して管理

します。
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Cisco VXI 固有のゾーン分割に関する推奨事項とベスト プラクティスについては、この章の後半で取

り上げます。VSG アーキテクチャと導入モデルの詳細については、 
https://www.myciscocommunity.com/servlet/JiveServlet/previewBody/20605-102-2-35558/Virtual_Sec
urity_Gateway_Deployment_Guide_-_v_2.9.pdf;jsessionid=05FA56FD50FAA7DB50BC995B1B397D
87.node0/ を参照してください。

デスクトップ仮想化用のアンチウイルス

ユーザは各自の仮想デスクトップを使用し、ネットワークまたはインターネット内のセキュアでない領

域にアクセスするので、アンチウイルス保護は引き続き必要です。従来のアンチウイルスまたはアンチ

マルウェア ソフトウェアは、高密度の仮想デスクトップ環境で使用するには拡張性に欠けます。アク

セス スキャン、スケジュールされたディスク スキャン、ブートアップ スキャンなどで行われるでウイ

ルス定義の更新は、メモリ、コンピューティング、および I/O リソースを大量に消費し、サポート可能

な VM の密度に大きく影響する場合があります。これは対処すべき非常に重要な問題です。なぜなら、

仮想デスクトップ環境全体の実現可能性は、高密度を実現しながらセキュアな仮想デスクトップ環境を

維持できるかどうかに左右されるからです。一般的な環境では、大半の仮想デスクトップが同じオペ

レーティング システムと同種のアプリケーション セットを実行しているため、保護が必要な基本ファ

イル システムは非常によく似ている可能性があります。この特性は、McAfee の Management 
Optimized for Virtualized Environments や Trend Micro の Deep Security Appliance などの集中化アン

チウイルス ソリューションで、スケーラブルなウイルス保護製品を提供するために活用されています。

高度に 適化された専用のウイルス スキャン サーバ クラスタが、リソースを大量に消費する仮想デス

クトップ ファイル スキャンを実行することで、実現可能な VM 密度は大幅に増加します。基本的な概

念は、スキャンする必要がある新規ファイルを中央のウイルス スキャン サーバへ送信し、サーバはそ

のファイルが他の仮想デスクトップの要求によって以前にスキャンされていない場合のみスキャンを実

行する、というものです。以前にファイル スキャンがすでに行われている場合、クライアントでは、

ファイルのフル スキャンを新たにトリガーするのではなく、キャッシュされたスキャン結果を使用し

ます。

McAfee MOVE Antivirus

McAfee MOVE Antivirus は、パフォーマンスを損なうことなく、仮想デスクトップ インフラストラク

チャ（VDI）のセキュリティを提供します。McAfee Virus Scan および McAfee の Global Threat 
Intelligence（現在、McAfee MOVE-AV によって 適化）を利用することにより、McAfee では、エ

ンドポイントがどのように提供されているか（仮想または物理）に関係なく、単一のコンソールからす

べてのエンドポイントのセキュリティを管理しつつ、アンチウイルスのオーバーヘッド全体を軽減しま

す。McAfee MOVE Antivirus では、次のコンポーネントがインストールされて、運用と管理が行われ

ている必要があります。

 • McAfee の ePolicy Orchestrator サーバおよびリポジトリ：クライアント ソフトウェアのインス

トール、ポリシーの配布、クライアント アクティビティの監視、レポートの作成、クライアント 
アップデートの保存および送信を行う管理ツール。このアプローチは、大規模な導入を可能にする

単独の管理ソリューションです。ePolicy Orchestrator は、ePolicy Orchestrator エージェントを介

して MOVE Antivirus クライアントと定期的にポリシー情報をやり取りします。

 • ePolicy Orchestrator エージェント（McAfee Agent）：クライアント コンピュータにインストール

され、MOVE Antivirus クライアントと ePolicy Orchestrator コンソールおよびデータベースとの

間を仲介する役割を果すサーバ エージェント。クライアントから ePolicy Orchestrator サーバ、お

よびその逆の通信を支援します。

 • McAfee の MOVE Antivirus Offload サーバ：このサーバは、Virus Scan Enterprise（VSE）をホス

トする専用 VM マシンです。エンドポイントの仮想マシンからのオンアクセス ウイルス スキャン

要求は、すべてこのコンポーネントで処理されます。
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 • McAfee の MOVE Antivirus for Windows：VSE オンアクセス ウイルス スキャンを MOVE 
Antivirus Server へオフロードするコンポーネント。このエージェントは、Windows ベースの 
HVD にインストールされ、ポリシーに従い、Move Antivirus Offload サーバと連携してアクセス

対象ファイルの安全性を確認し、VM でマルウェアが検出されたときに対処措置が取られるように

します。

次のリンクにある MOVE Antivirus 製品ガイドで各コンポーネントが詳細に説明されています。
https://kc.mcafee.com/resources/sites/MCAFEE/content/live/PRODUCT_DOCUMENTATION/23000/ 
PD23332/en_US/MOVE_AV_20_Product_Guide.pdf 

導入に関するいくつかの重要なベスト プラクティスについては、この章で後述します。Cisco VXI 用
アンチウイルス スキャン システムを設計する場合は、Offload サーバに専用のサーバ リソースを割り

当て、できればこれらのサーバを仮想デスクトップと同じクラスタ内に配置することを推奨します。こ

のモデルは、McAfee MOVE Antivirus の導入に必須ではありません。McAfee MOVE Antivirus は、

ハイパーバイザのない Offload サーバもサポートします。

Trend Micro Deep Security エージェントレス アンチウイルス 

Trend Micro は、Deep Security、OfficeScan、Core Protection for Virtual Machines、および Secure 
Cloud などの製品を経て、仮想化セキュリティの分野における専門知識を備えています。Cisco VXI 
は、デスクトップの仮想化用に 適化されたエコシステムで、アンチウイルス ソリューションの 1 つ
として Trend Micro Deep Security を統合します。

VMware vSphere 4.1 以上での vShield ハイパーバイザレベルの API との統合を通じて、すべての VM 
の個々のファイル I/O およびネットワーク I/O は、各 ESX ホストに設定された専用のセキュリティ仮

想アプライアンスによって解釈され、分析されます。Trend Micro Deep Security は、アンチウイルス 
エンジンをホストするセキュリティ仮想アプライアンスを提供し、スケジュールされた（およびオンア

クセス）ファイル スキャン、パターン ファイル アップデート、ファイル性質のチェック（既知のマル

ウェアかどうか）、および強制アクションでの命令（たとえば検疫、削除）などのよく知られたアク

ションを実行するセキュリティ仮想アプライアンスを提供します。修復が必要である場合、管理者は既

存のアンチウイルス マネージャを使用して対処措置を指定できますが、vShield エンドポイントは各仮

想マシン内で自動的に修復措置を実施します。

また、Trend Micro Deep Security は、VMware vCenter と統合し、vSphere 仮想マシンをただちに、透

過的に保護するための仮想アプライアンスとして、ESX サーバへの迅速な導入を可能にします。これ

により、管理作業が大幅に減少し、ステータスおよびセキュリティ情報が VMware vCenter と完全に統

合されて、セキュリティがデスクトップ仮想化導入に統合された部分となります。

Deep Security の製品ページは、

http://us.trendmicro.com/us/products/enterprise/datacenter-security/deep-security/index.html にありま

す。

各コンポーネントの詳細が説明されている Deep Security 製品ガイドは、
http://us.trendmicro.com/us/products/enterprise/datacenter-security/deep-security/architecture/index.ht
ml で確認できます。

VXI 環境に Trend Micro を導入する際の主要事項については、導入およびベスト プラクティスに関す

る項を参照してください。
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Cisco VXI セキュリティ コンポーネントの導入と設定のベスト プラク
ティス

ISE と連携した AnyConnect 3.0、802.1x、および MAB

SSL VPN トンネル モードの AnyConnect 3.0 サポートは、VPN に Cisco VXI エンドポイントを配置す

るのに利用されます。また、AnyConnect 3.0 では、Scan Safe 用の Web セキュリティ モジュールと、

802.1x を介した有線デバイス、無線デバイス、およびユーザの認証に使用される Network Access 
Manager（NAM）モジュールのインストールが可能です。Web セキュリティ モジュールは、インス

トールされた AC 3.0 クライアントでのみ、オプションとして使用できます。このモジュールを使用す

ると、VPN トンネルではなくパブリック クラウド内の Scan Safe サーバを経由する、インターネット

にバインドされたすべてのトラフィックをエンドポイントで代行受信できます。ScanSafe では、悪意

あるサイトの遮断、企業のインターネット アクセス ポリシーの適用、Google など人気のある検索エン

ジンでの Search Ahead の実行が可能です。AC 3.0 は Web インターフェイスを介して導入でき、これ

によってポリシーおよびソフトウェア配布を容易に管理できるようになります。AnyConnect の基本的

な導入には、ASA インフラストラクチャと、プロファイル マネージャを使用した AnyConnect 用 ASA 
でのアクセスおよびルーティング ポリシーの設定が必要です。Cisco VXI では、802.1x を使用してエ

ンドポイントを認証する AAA サーバとして ISE 1.0 または ACS 5.2 を使用し、802.1x サポートを有効

にした状態で 3000 または 4000 アクセス スイッチを使用する必要があります。上記のインフラストラ

クチャを作成する詳細な手順とスクリーンショットは、次のリンクにあります。
http://www.cisco.com/en/US/docs/security/vpn_client/anyconnect/anyconnect30/administration/guide/ 
anyconnectadmin30.html

http://www.cisco.com/en/US/docs/security/vpn_client/anyconnect/anyconnect30/feature/guide/anycon 
nect30features.html

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/12_4t/12_4t11/htwebvpn.html#wp1053858/

AnyConnect Client SSLVPN の設定は、DTLS に対応している必要があります。これは、遅延の影響を

受けやすいトラフィック（音声やビデオ）に 適な転送プロトコルです。AnyConnect Client は、トン

ネルが確立されると、必要に応じて仮想デスクトップ クライアントが自動的に起動されるように設定

する必要があります。

802.1x 認証サポートでは、エンドポイントにインストールされた 802.1x サプリカント、EAPOL メッ

セージを取り込んで処理できるアクセス スイッチ、および、ISE または ACS サーバへの認証要求をリ

レーする機能が必要です。クライアントが 802.1x サプリカントをサポートしていない場合、アクセス 
スイッチの 802.1x 設定のコンテキストで MAB を有効にする必要があります。Cisco VXI の検証では、

デバイスのポートの 802.1x timeout tx-period を調整すると、複数のシン クライアントで DHCP 情報の

取得に対する MAB 応答時間を改善できることが確認されました。

下記に示すガイドラインのほか、次のリンクでも詳細情報を入手できます。

http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/lan/trustsec/configuration/guide/trustsec.html 
http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/lan/catalyst3750x_3560x/software/release/12.2_53_se/conf
iguration/guide/sw8021x.html

次のリンクの『Cisco Virtualization Experience Infrastructure Configuration Guide』の手順説明を使用

して、AnyConnect、802.1x、ACS5.2 をセットアップする必要があります。ACS 5.2 は Cisco VXI で 
ISE に置き換えられましたが、概念上、ほとんどの ACS 5.2 の設定が ISE にも適用されることに注意

してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/solutions/Enterprise/Data_Center/VXI/configuration/VXI_Config_ 
Guide.pdf
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エンドポイントのサポート

次の表に、Cisco VXI システムでサポートされる各種エンドポイントと、対応する VPN およびデバイ

ス認証方式を示します。

表 25 Cisco VXI システムでサポートされるエンドポイント

（注） 管理者は、下記のリンクの CCO から AnyConnect 3.0 をダウンロードできます。AnyConnect 
3.0 を自身の ASA にアップロードしたら、それをエンドポイントにダウンロードできます。こ

れは推奨されるオプションです。あるいは、既存のソフトウェア配布メカニズムによって配布

される MSI パッケージを使用して、AC 3.0 をエンドポイントに配置することもできます。 
http://www.cisco.com/cisco/software/release.html?mdfid=283000185&flowid=17001&softwar
eid=282364313&release=3.0.0629&rellifecycle=&relind=AVAILABLE&reltype=latest/

ISE を使用したデバイス プロファイリング

ISE は、アイデンティティ ベースのネットワーク アクセス、デバイス プロファイリング、AAA、およ

びポスチャリングに対して推奨される中央ポリシー エンジンです。ISE 1.0 の導入および設定に関する

詳細なガイダンスについては、次のリンクを参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/security/ise/1.0/user_guide/ise10_dis_deploy.html#wpxref26216

エンドポイント VPN およびデバイス認証 特に考慮すべき事項

シック クライアント

（Win7 および XP）
SSL VPN（トンネル モード）

用 AC 3.0、認証用 802.1x
アクセス時の Catalyst 3000 または 4000 
スイッチ。

AC 3.0 のインストールに関する推奨事項

については、下記の「注」を参照。

Cisco VXC（2112、
2212）：

802.1x をネイティブでサポート アクセス時の Catalyst 3000 または 4000 
スイッチと ISR G2 スイッチポート。

Apple iPad AnyConnect 2.5 App Store から入手可能。

Linux および MacOS 
シック クライアント

AnyConnect 3.0、SSL VPN リ
モート アクセス専用

このモードをサポートする ASA プロ

ファイルが必要。

AC 3.0 のインストールに関する推奨事項

については、下記の「注」を参照。

Windows Mobile プラッ

トフォーム

AnyConnect 3.0、SSL VPN リ
モート アクセス専用

このモードをサポートする ASA プロ

ファイルが必要。

AC 3.0 のインストールに関する推奨事項

については、下記の「注」を参照。

AnyConnect 3.0 はロー

ドできないが、802.1x 
をネイティブ サポート

しているシン クライア

ント

ASA への SSL VPN クライアン

トレス リモート アクセス

このカテゴリのエンドポイント：Wyse 
ThinOS クライアント

Dot1x および 
AnyConnect を使用しな

いシン /ゼロ クライアン

ト

ポート認証用 MAC 
Authentication Bypass（MAB; 
MAC 認証バイパス）

アクセス時の Catalyst 3000 または 4000 
スイッチと ISR G2 スイッチポート。
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http://www.cisco.com/en/US/docs/security/ise/1.0.4/user_guide/ise104_user_guide.html

VXI の場合、デバイス プロファイリングは、ファースト ホップ スイッチで 802.1x または MAC アド

レス バイパスを使用して VXI エンドポイントを認証してから、スイッチ インターフェイスにおいてポ

リシーの適用と実施を行う必要があります。Cat 3500 シリーズ、4500 シリーズ、6500 シリーズなどの 
Catalyst スイッチは、ISE 1.0 以降と統合できます。互換性のあるスイッチおよびワイヤレス アクセス 
ポイントの全リストについては、次の URL を参照してください。
http://www.cisco.com/en/US/docs/security/ise/1.0.4/compatibility/ise104_sdt.pdf

上の参照リンクと後述のプローブ用の推奨 VXI エンドポイント属性に関する情報を使用して ISE のプ

ロファイリング プローブのセットアップが完了したら、次のステップとして実際のポリシーを設定し

ます。これらのポリシーは、プロファイリング結果、ネットワーク接続ポイント（ワイヤレス /WiFi/
サブネットなど）、ユーザ名、ユーザ許可などを集めてきめ細かく定義できます。これらのポリシーの

アクションには、802.1x メッセージを使用してネットワーク アクセスをすべて拒否するといった単純

なものから、ACL を使用して特定の VLAN 上の特定のトラフィック タイプを許可するといったきめ

細かいものまで使用できます。これらのポリシーと実行アクションの複雑さは、ネットワーク設定とセ

キュリティ ポリシーの要件によって決まります。

VXI の検証時、下に一覧されているデバイスが正常にプロファイリングされました。その他のデバイ

スも 8021x をサポートしていれば統合できます。ただし、たとえば BYOD を導入する場合は、環境に

対してそれらのデバイスを検証することが推奨されます。エンドポイントの出所と真正性を綿密に特定

するために、4 つの属性の組み合わせが使用されます。これらの属性は、デバイス認証用に使用され、

ユーザ認証には使用されません。使用された属性は、MAC アドレス OUI、MAC アドレス、DHCP 
ユーザ Class-ID、および DHCP クラス識別子です。すべての属性情報は、ISE デバイス プロファイリ

ング サービスに送信されます。他の属性も使用する場合は、前述の ISE 管理ガイドに記載されている

リストに従ってアクセス スイッチを適切に設定する必要があります。上の 4 つの属性を使用した VXI 
エンドポイントのデバイス プロファイルは、ISE プロファイル ストア内に作成できます。

表 26 VXI システムで ISE によってプロファイリングされる VXC エンドポイント

（注） IOS 15.1 が上のシナリオで適切に動作することが確認されています。それより前のイメージでは、マ

ルチ認証に関する問題が見つかっているものがあります。

（注） ISE は、デバイスが初めてネットワークに接続されたとき、そのデバイスを拒否します。ISE ポリシー 
サービスは認証要求が行われた後にプロファイリングを開始しますが、デフォルトの待機タイマーはプ

ロファイリングの処理時間よりも短くなる可能性があるので、これは予測される動作です。この動作

は、独自のデバイス プロファイルを持つ新しいデバイスごとに当てはまります。共通のデバイス プロ

ファイルが複数のデバイスに適用されるシナリオでは、ネットワーク上の 初のデバイスに対してのみ

この遅延が発生します。通常、これらのデバイスは再試行することで認証に成功します。この動作を許

容できない場合は、スイッチ上のデフォルトの待機タイマーを調整することを検討してください。

エンドポイント EAP 方法 DHCP クライアント ID DHCP ベンダー /クラス ID

VXC2112 EAP-TLS、
EAP-FAST

MAC アドレス 送信されない

VXC2212 EAP-TLS、
EAP-FAST

MAC アドレス 送信されない
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DMVPN

Cisco VXI は、複数のブランチ /キャンパス間 VPN オプションをサポートします。DMVPN は、QoS 
との統合を公式にサポートしている唯一の IPSec サイト間ソリューションです。すべてのブランチ 
ユーザの音声およびビデオ トラフィックを 適化するには、WAAS と QoS を各ブランチに設定する必

要があります。

Cisco VXI システムで DMVPN をセットアップするには、ヘッドエンドに ASR ルータ、ブランチに 
ISR G2 ルータのサポート対象バージョンが配置されている必要があります。

DMVPN 導入の詳細については、「ネットワーク」の項を参照してください。DMVPN の設定には、

Cisco Security Manager（CSM）を使用します。次のリンクにあるドキュメントも参照してください。
http://www.cisco.com/en/US/products/ps6658/index.html

http://www.cisco.com/application/pdf/en/us/guest/netsol/ns171/c649/ccmigration_09186a008075ea98.
pdf

CVO

CVO の内側で VXC エンドポイントを展開する場合、管理者は次の 3 つのオプションのいずれかを使

用して安全に展開できます。

 • すべてのポートを保護し、デバイスに基づいて VLAN を動的に割り当てる IEEE 802.1x（802.1x 
認証または MAC 認証バイパス）。これは、推奨される展開モードです。作業手順について以下に

説明します。

 – 初に、接続される VXC エンドポイントが 802.1x に対応しているかどうかをルータが判別し

ます。前に示した表「Cisco VXI システムでサポートされるエンドポイント」にサポート一覧

が示されています。

 – サプリカントを使用できない場合や、無効な資格情報が提供されると、デバイスの MAC アド

レスが ISE によって検証されます。

 – さらに、MAC 認証バイパスが失敗すると、ポートにゲスト アクセス権のみが与えられます。

あるいは無効化されるように設定することもできます。

 • エンドポイントが 802.1x をサポートせず、MAB が許可されない場合は、後述のポートを開くよ

うに認証プロキシ インバウンド アクセス リストを変更してから、認証プロキシを使用できます。

この方法では、ユーザ認証用にエンドポイント上のローカル ブラウザが必要になります。

 • 初の 2 つのオプションを使用できない状況では、特定のポートのトラフィックを許可するように

特定の VLAN 内に配置された専用のスイッチポートを使用できます。このオプションは、ネット

ワークに対してユーザを認証しませんが、許容可能な場合には特定の状況で導入できます。

次の表に、認証プロキシまたは専用スイッチポートの場合に開く必要のあるポートを示します。

表 27 認証プロキシ

トラフィックの説明 ポート番号

VMware View Web 80

VMware View https 443

PCoIP USB トラフィック 32111

PCoIP の旧ポート（段階的に廃止） 50002

PCoIP TCP トラフィック 4172

PCoIP UDP トラフィック 4172
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VXC VPN

必要なコンポーネントは Cisco Unified Communications Manager 8.5 以降、「AnyConnect Cisco VPN 
Phone」ライセンス付きの Cisco ASA 8.0.4（またはそれ以降）、ASA 上のマルチセッション サポート、

および 9.2.3 電話機リリース（SIP プロトコル ファームウェア ロードのみ）にアップグレードされた IP 
フォン（8961、9951、または 9971）。このソリューションでは、電話機のアップグレードのみが必要

であり、VXC エンドポイントに対して必要な変更はありません。

VXC VPN を導入した場合、すべてのトラフィックはソフトウェアでスイッチングされます。ソフト

ウェアは、電話 VPN 上の音声 /ビデオ トラフィックを優先することで品質を確保するように調整され

ます。さらに、VXC VPN が有効にされてからは、コンピュータ ポートからのレイヤ 2 トラフィック

はスイッチングできなくなり、IP トラフィックのみが VPN トンネルで送信されます。

VXC VPN の導入は、複数のステップからなるプロセスであり、すべてのステップの詳細については、

http://www.cisco.com/en/US/docs/voice_ip_comm/cucm/security/8_0_2/secugd/secuvpn.html を参照し

てください。VXC VPN の導入には、既存の IP フォン VPN の導入と比べて 2 つの決定的な違いがあり

ます。1 つは、IP フォン上のファームウェアのアップグレードが必要なこと、もう 1 つは、消費される 
ASA AnyConnect Cisco Phone VPN ライセンスの数です。一般に、前述のマニュアルに記載されてい

るすべてのベスト プラクティスに従う必要があります。ここでは、関係する重要なステップを、VXI 
固有の変更事項、ベスト プラクティス、推奨事項とともに以下に示します。

 • VPN コンセントレータ（ASA）のセットアップ：電話ロードのある TFTP サーバが VPN コンセ

ントレータの近くに存在するようにします。2 本の独立したトンネルが ASA 上で終端するので、

ライセンスが 2 つ必要です。またこれにより、ASA あたりの接続数が半分に減少します。ASA 
は、単一のソース（IP フォン）から複数のトンネルを利用できるように、マルチセッション機能

をオンにして設定される必要があります。

 • 正しい VPN コンセントレータ証明書がロードされている UCM 上での VPN の設定および VPN 用
の共通電話プロファイルのセットアップ：電話および VXC VPN の設定は、UCM によって一元的

に処理されます。VPN 機能の無効化はエンドユーザが電話機上でローカルに行うこともできます

が、有効時に使用される VPN プロファイルは UCM 上で設定されます。ユーザの入力量を 小限

に抑えるために、証明書ベースの認証を使用することが推奨されます。

 • エンド デバイスへのプロファイルの割り当ておよび電話機のアップグレード用にサポートされる

電話ロードの UCM 上への配置：IP フォンと VXC クライアントを緊密なペアにするために、

VXC VPN の MAC アドレスを UCM で設定できます。その MAC アドレスをブロードキャスト ア
ドレスとして設定すると、ペアリングがないことが指定されますが、そのような設定は推奨されま

せん。VPN 設定パラメータ（VPN コンセントレータ URL、証明書、電話 VPN で使用されるその

他の制御パラメータなど）は、2 つ目の VXC VPN とも共有されます。

 • 電話機インターフェイスを使用した VXC VPN の認証およびログイン：Cisco 9971、9951、およ

び 8961 電話機の UI オプションについては、
http://www.cisco.com/en/US/docs/voice_ip_comm/cuipph/9971_9951_8961/8_5/english/admin_gu
ide/9971net.html#wp1097164 を参照してください。新しい IP フォン ロードには、必要 低限の

機能を装備した DHCP サーバが含まれています。このサーバは、接続された VXC エンドポイント

に、DNS サーバ リスト、ドメイン名とその IP アドレス、およびデフォルト ゲートウェイを提供

できます。VXC VPN トンネルの確立後に ASA によって受信された IP アドレスは、VXC クライ

アントに無期限のリースで渡されます。VXC VPN 機能が有効にされると、設定不可能なアクセス 
リストが IP フォンのコンピュータ ポートにインストールされます。

（注） VXC VPN は、電話機の WiFi インターフェイスと IPv6 をサポートしません。電話 VPN の既存のすべ

ての制約事項が VXC VPN に適用されます。この環境内での VLAN の使用は想定されていません。ま

た、データ VLAN は必要ありません。コンピュータ ポートからのすべてのトラフィックにはタグがあ

りません。
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表 28 に、固定 ACL を使用して電話機のコンピュータ ポート上で許可されるトラフィック タイプと

ポートを示します。その他のトラフィックはすべてドロップされます。

表 28 トラフィック タイプとポート

詳細については、
http://www.cisco.com/en/US/docs/voice_ip_comm/cuipph/9971_9951_8961/firmware/9_2_3/release_n
otes/9900_8900_923.html#wp74488 にある VXC VPN のリリース ノートを参照してください。

N1K

N1K は、高度なセキュリティ機能の中枢であり、Cisco Virtual Security Gateway を導入するための必

須コンポーネントです。Cisco VXI 環境で N1K を設計および設定するためのガイドラインについては、

この設計ガイドの「データセンター」の章で説明しています。VM からのトラフィックが仮想環境で正

常に切り替わったら、N1K セキュリティ機能をオンにします。Cisco VXI 環境をセキュリティで保護

するために、ポート セキュリティ、DHCP スヌーピング、ダイナミック ARP インスペクション、およ

び IP ソース ガード機能を有効にしておく必要があります。これらの各機能の設定については、 
http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/datacenter/nexus1000/sw/4_0_4_s_v_1_3/security/configur
ation/guide/n1000v_security.html の『N1K Security configuration guide』を参照してください。一般

的な N1K 導入ガイドは、 
http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/switches/ps9441/ps9902/guide_c07-556626.html にありま

す。

ベスト プラクティス 

 • ポート セキュリティ：この機能は、制限された一連の MAC アドレスからのインバウンド レイヤ 2 
アクセスを制限するために使用されます。この機能により、同じ VLAN 内で 1 つのポートから 1 
つの MAC アドレスのみが許可されます。Cisco VXI システムでは、ポートのセキュリティを確保

するために、スティッキ MAC アドレス ラーニング方式を有効にしておくことを推奨します。これ

により、仮想デスクトップが新規作成された場合、VM のライフサイクル中にその MAC アドレス

が学習されます。さらに、可能な場合は、すべての同種の VM を同じ VLAN の 1 つのクラスタ内

に配置することを推奨します。N1K のすべての VEth ポートでは、ポート セキュリティがデフォ

ルトで有効になっています。

 • DHCP スヌーピング：このセキュリティ機能は、DHCP サーバと IP リソースが侵害されないよ

う、各ポートで DHCP メッセージを学習およびフィルタリングします。デフォルトでは、すべて

の VEth ポートは信頼されていない状態です。Cisco VXI 環境では、このデフォルト設定を変更し

プロトコル ポート番号 説明 プロトコル ポート番号 説明

UDP/TCP 4172 PCoIP UDP および TCP 54321 ディスプレイ トラ

フィック 

UDP/TCP 50002 PCoIP 旧ポート UDP および TCP 54322 ディスプレイ トラ

フィック 

TCP 32111 USB デバイスと VM 上
の View Agent との間の

通信に使用されます。

UDP 6910 ～ 6960 View サービス

TCP 3389 RDP TCP 80 HTTP

TCP 9427 RDP：マルチメディア 
リダイレクト（MMR）

TCP 443 HTTPS
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ないでください。VEM と同じハイパーバイザに N1K 用の VSM がインストールされている場合

は、その VSM ポートを信頼できるポートとして設定する必要があります。これは、前述の推奨事

項における唯一の例外です。

 • ダイナミック ARP インスペクション：これは、Cisco VXI 環境で強く推奨されるセキュリティ機

能です。特に、侵害された仮想マシンからの 1 度の ARP スプーフィング攻撃によって、どれだけ

の数の仮想デスクトップが影響を受けるかを考えると、この機能が大いに推奨されます。この 
ARP インスペクションが機能するには、DHCP スヌーピングが必要です。ARP インスペクション

を有効にする前に、信頼できるアップリンク ポートとポートチャネルを慎重に特定しなければな

りません。ARP インスペクションを有効にしたら、すべてのアップリンク ポートを信頼できる

モードにする必要があります。DHCP スヌーピングの場合と同様に、すべてのホスト VEth ポート

は必ず信頼されていない状態にしておく必要があります。N1K に Virtual Service Domain（VSD; 
仮想サービス ドメイン）を作成し、すべてのアップリンクおよびポートチャネルをその VSD 内に

配置して、ポートの状態（信頼できる）が Cisco VXI の導入全体で一貫して適用されるようにして

おくことを推奨します。

 • IP ソース ガード：この機能を使用すると、IP アドレスおよび MAC が DHCP スヌーピングのバイ

ンディングと一致しない IP トラフィックをすべてフィルタリングできます。この機能を有効にす

ると、N1K のすべての信頼できるポートで IP トラフィックのフィルタリングを開始できます。こ

の機能を実行するには、DHCP スヌーピングが必要です。ポートを初めて起動するとき、IP トラ

フィックが許可されるまでに数秒かかる場合があります。これは、 初の手順で DHCP バイン

ディングを作成するために必要な時間です。

VSG

Cisco VXI システムで VSG を正常にセットアップするために必要なコンポーネントは、二重化冗長 
VSG VM、管理用 VNMC、および N1K です。設定に関する詳細なドキュメントと、 新バージョン

の互換性など導入の注意点については、次のリンクを参照してください。 
http://savbu.cisco.com/index.php/nexus-1000v-homepage/n1kv-sales/n1kv-sales-files/1001-nexus-100
0v-virtual-security-gateway/

新リリースの VSG では、Nexus 1000V 分散仮想スイッチのバージョン 1.4 が必要です。Nexus 
1000V と VSG は、XenServer または Hyper-V 環境ではサポートされません。VSG は、Nexus OS CLI 
経由ではなく Virtual Network Management Center（VNMC）によってのみ管理されます。

Nexus 1000V Virtual Supervisor Module（VSM）には、VM に導入する形式と Nexus 1010 に導入する

形式の 2 種類の導入方法があります。現在 Cisco VXI システムでは、VM 上の VSM を使用する VSG 
のみがサポートされています。VSG VM は、今回の Cisco VXI リリースでは vMotion で移動すること

ができず、サポートされません。VSG は、大規模なクラウドの導入向けに設計されており、マルチテ

ナントをサポートしています。マルチテナント機能は製品でサポートされていますが、今回の Cisco 
VXI リリースではこの機能のテストは行われていません。さらに、今回のリリースでのみ、VSG HA 
のアクティブ /スタンバイ モードがサポートされます。外部からゾーン、ゾーンから外部、およびソー

ン内でのアクセスは、デフォルトによりすべてブロックされます。

ベスト プラクティス

ゾーンはネットワークまたは VM 属性を使用して作成されます。推奨される名前は 
vm.portprofile-name です。これにより、N1K ポート プロファイルとの同期において、ロックダウンの

効果を 大限に高めることができます。信頼できるゾーンは他の属性を使用して作成することもでき、

Cisco VXI で検証済みです。ただし、VM の命名規則には十分注意し、命名規則の不整合によって意図

しない VM のアクセスが許可されないようにしてください。さらに VM の命名規則は、通常はセキュ

リティ管理者の管轄外であるため、VM 名ベースの属性は Cisco VXI 環境での制御機能を低下させま

す。
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Cisco VXI 固有のポリシーに関する推奨事項：仮想デスクトップ ゾーンのポリシーを作成する場合、

次の 小限の通信を VSG ファイアウォールで許可する必要があります。

 • 特定のディスプレイ プロトコルを介したエンドポイントから VM への接続

 • VM から AD、vCenter、DNS、NetBios、および DHCP サーバへの通信（これらすべてのインフ

ラストラクチャ サービスに対応するオブジェクト グループを作成することが推奨される）

 • VM から仮想デスクトップ ブローカへの通信

 • VM からインターネットへの通信（エンタープライズ インターネット ポリシーに合わせて対応）

 • VM からアプリケーション サーバへの通信（Cisco VXI システム外部のアプリケーション サーバ

に対応するオブジェクト グループを作成することが推奨される）

 • VM から UC コンポーネントへの通信（音声の場合は VM から VM、プレゼンスおよび UC 制御ト

ラフィックの場合は VM から Unified CM および Cisco Unified Presence）

ゾーン内または異なるゾーンで HVD が他の HDV と直接通信しようとすると、デフォルトによりブ

ロックされますが、ログも作成しておく必要があります。それには、記録可能で明示的な any-any 拒否

ポリシーを作成します。VSG では、暗黙的ポリシーに関するログの作成はできません。制御機能を高

め、変更も容易にできるようにするには、vCenter と仮想デスクトップ ブローカを別々のゾーンに配置

することを推奨します。

Cisco VXI HVD および Cisco VXI 固有のアプリケーション（Cisco Unified Personal Communicator な
ど）からの基本的な通信を許可するために、VSG ファイアウォールで開いておく必要があるポートを

次のリストに示します。

表 29 ポートのリスト

ポート 用途 適用される VSG ゾーン

67 BootP：UDP HVD ゾーン：Windows ベースの VM のブートアップ時に

必要

137 NetBios Name Service HVD ゾーン：Windows ベースの VM のブートアップ時に

必要

4172 PCoIP HVD から外部、HVD からブローカ ゾーン

80 インターネット HVD ゾーン：エンタープライズ ポリシーにより異なる

5222、5269 Cisco Unified Presence 
および IM：XMPP

HVD および UC ゾーン

5060、5061 Cisco Unified Personal 
Communicator 音声 /
ビデオ：SIP

HVD および UC ゾーン

143 IMAP：Cisco Unified 
Personal Communicator 用 

HVD および UC ゾーン

389、636 Cisco Unified Personal 
Communicator 

HVD および UC ゾーン

69 Cisco Unified Personal 
Communicator：Tftp

HVD および UC ゾーン

カスタム MOVE-AV McAfee MOVE-AV を導入する場合は、HVD ゾーンから 
VSE および ePO へのカスタム ポートを開きます。
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（注） Cisco VSG と Cisco vWAAS は、いずれも仮想アプライアンスであり、動作するには N1K 
DVS を必要とします。これらの仮想アプライアンスは、N1K でトラフィックを代行受信する

必要があります。今回の CVD では、同時に両方のアプライアンスはサポートされませんが、

今後サポートされる予定です。データセンターに VSG がインストールされている場合、対応

策として WAAS アプライアンスを使用できます。データセンターの WAAS アプライアンス

は、通常はデータセンターのエッジでトラフィックを代行受信します。データセンターに 
vWAAS がインストールされている場合は、Cisco ASA を使用して HVD トラフィックをセグ

メント化し、ファイアウォールを適用することを強く推奨します。

Cisco VXI のアンチウイルス ソリューション

McAfee Optimized Virtual Environments Anti-Virus（MOVE-AV）

Cisco VXI 用アンチウイルス スキャン システムを設計する場合は、MOVE Antivirus Offload サーバ専

用のサーバ リソースを割り当て、できればこれらのサーバを仮想デスクトップと同じクラスタ内に配

置することを推奨します。McAfee 製品で 大限のパフォーマンスを実現するには、ハイパーバイザご

とに 1 つの MOVE Antivirus Offload サーバを配置することを推奨します。

数百台のサーバが仮想デスクトップをホストするような大規模な展開では、ホスト ハイパーバイザご

とに 1 つの MOVE Antivirus Offload サーバを設置しない方がよい場合もあります。なぜなら、それぞ

れの MOVE Antivirus Offload サーバ インスタンスによって、サーバのコンピューティング リソース

の 大 10 % が消費される可能性があるからです。このような場合は、専用ホストにこの Offload サー

バをセットアップすることができます。専用ホストに導入する場合は、MOVE Antivirus Offload サー

バと HVD 間で使用可能なネットワーク帯域幅が十分であることと、ネットワーク遅延がごくわずかで

あることを確認する必要があります。HVD と MOVE Antivirus Offload サーバの間に Cisco ASA など

の物理ファイアウォールまたは Cisco VSG などの仮想ファイアウォールがある場合、そのファイア

ウォールで適切なポートが開いている必要があります。MOVE Antivirus Offload サーバのデフォルト

の TCP ポートは 9053 であり、インストール時にカスタマイズできます。

企業の仮想デスクトップ導入戦略に応じて、異なった 2 つの導入シナリオが考えられます。これらのシ

ナリオは、主として HVD のゴールデン イメージと MOVE Antivirus が仮想デスクトップのクラスタ間

でどのように共有されているかによって区別されます。2 つの導入シナリオの共通の基本的な目標は次

のようになります。

個々の HVD がどのマスター イメージを使用して作成されたかにかかわらず、クラスタ内のすべての 
HVD が正しい MOVE Antivirus Offload サーバの IP アドレスに到達可能であること。および、ゴール

デン イメージがクラスタ間で共有されている場合でも、ePO に正しいポリシーが設定されていること。

2 つのシナリオについては、次の参照リンクで詳細に説明されています。各自の仮想デスクトップ導入

戦略に も適したシナリオを選択できます。

https://kc.mcafee.com/resources/sites/MCAFEE/content/live/PRODUCT_DOCUMENTATION/23000/ 
PD23333/en_US/MOVE_Antivirus_2_0_Deployment_Guide.pdf 

上記の導入ガイドラインの範囲外では、MOVE Antivirus コンポーネントのインストールと、基盤とな

る仮想インフラストラクチャとは無関係です。インストールの詳細な説明は、次の参照リンクで確認で

きます。

https://kc.mcafee.com/resources/sites/MCAFEE/content/live/PRODUCT_DOCUMENTATION/23000/
PD23332/en_US/MOVE_AV_20_Product_Guide.pdf 

VXI 固有の MOVE-AV の拡張ガイドラインについては、「パフォーマンスとキャパシティ」の章で説

明されています。
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Trend Micro Deep Security エージェントレス アンチウイルス 

Trend Micro Deep Security アプライアンスは、エージェントレス システムであり、VMware vShield 
Endpoint API を利用するために VMware vSphere 4.1 以降を必要とします。Deep Security は、

VMware vSphere インフラストラクチャ上で動作している VMware View と連携します。Cisco VXI で
は、主要ソフトウェア コンポーネントについて次のバージョンが検証済みです。以下のバージョン以

降も互換性があると考えられますが、検証はされていません。

 • Trend Micro Deep Security バージョン 7.5

 • VMware vShield Manager バージョン 4.1.0

 • VMware vShield Endpoint 3.0.8 - 308978

Cisco VXI は UCS ブレードあたり 100 を超える仮想デスクトップに対応できます。このレベルの密度

では、Deep Security Virtual Appliance に十分なメモリを割り当てるために、適切なサイジング ガイド

ラインに従うことが必要です。サイジング ガイドラインについては、インストール ガイド内の

「Appendix C: Deep Security Virtual Appliance Memory Usage」を参照してください。インストール ガ
イドには、
http://www.trendmicro.com/ftp/documentation/guides/Deep%20Security%207.5%20SP3%20Installatio
n%20Guide.pdf でアクセスできます。

Cisco VXI 内では、各 Deep Security Virtual Appliance を VMware vSphere クラスタ内の保護対象とな

る物理ホストまたはコンピューティング ブレードに関連付けることが強く推奨されます。クラスタ内

でホストに障害が発生した場合、VMware vSphere は、障害の発生したホスト上にあるすべての仮想マ

シンをアプライアンスと一緒に健全なホストへ自動的に vMotion します。しかし、その結果として 1 
つのホストにアクティブな Deep Security 仮想マシンが 2 つ存在することになると、アンチウイルス動

作に関する問題の発生につながり、意図しないセキュリティ ホールをもたらすことになります。

（注） 現行バージョンの Deep Security 7.5 では、マルウェアやウイルスが代行受信された場合、エンドユー

ザに警告する手段がありません。これは、エージェントレス システムがエンドポイント上にフットプ

リントを持たないためです。

Trend Micro のエージェントレス Deep Security アプライアンスの導入および設定の詳細については、

次のリンクを参照してください。

Deep Security インストール ガイド：
http://www.trendmicro.com/ftp/documentation/guides/Deep%20Security%207.5%20SP3%20Installatio
n%20Guide.pdf

Deep Security ユーザ ガイド： 

http://www.trendmicro.com/ftp/documentation/guides/Deep%20Security%207.5%20SP3%20Users%20
Guide.pdf

関連情報

表 30 に、この章で説明したハードウェアおよびソフトウェアを含む特定のベンダー情報の詳細を示し

ます。
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表 30 セキュリティ関連のリンク

Quality of Service
Cisco® Virtual Experience Infrastructure（Cisco VXI; シスコ仮想化エクスペリエンス インフラストラ

クチャ）システムの Quality of Service（QoS）は、配信ネットワーク内だけでなく、データセンター

でも同様に必要とされます。キャンパス ネットワークと WAN ネットワークでは、データおよびデス

クトップ アプリケーションへのアクセス速度を、ユーザがラップトップおよびデスクトップ システム

に対して期待している値で維持するために、QoS が使用されます。Cisco VXI データセンターには 
QoS が必要です。デスクトップ アプリケーションをデータセンター内に移動すると、それらのアプリ

ケーションは多数のアプリケーション サーバがアクセスしているのと同じ LAN に配置されます。それ

以降、デスクトップからアプリケーション サーバへのトラフィックは、WAN を経由しなくなります。

ただし、サービス ポリシーと優先順序付けは、大規模ネットワークを経由するときに適用されるもの

と同じにする必要があります。

Cisco VXI システムの QoS には特有の課題があります。特に、関連するプロトコルはシステム独自の

もので、場合によっては暗号化されています。多くの場合、デスクトップに表示されているアプリケー

ションを区別することはできません。これは、それらすべてのアプリケーションがデスクトップ仮想化

ディスプレイ プロトコルにカプセル化されているためです。トラフィック（ビデオなど）は別のチャ

ネルに送られますが、それでもこれはシスコ独自の実装であり、通常の QoS では処理できません。し

たがって、以前はアプリケーション固有のマーキング、トラフィックのタイプ、またはプロトコルその

ものに基づいてデータを 適化できたネットワーク デバイスが、今後はそれと同等レベルの粒度を使

用できなくなります。ここに記載されている情報を利用して、表示可能なトラフィックを改善できま

す。

Cisco SAFE アーキテクチャ ガイド

http://www.cisco.com/en/US/docs/solutions/Enterprise/Security/SAFE_RG/SAFE_rg.pdf

Cisco Data Center 3.0 セキュリティ ガイド

http://www.cisco.com/en/US/docs/solutions/Enterprise/Data_Center/DC_3_0/dc_sec_design.pdf

Cisco Identity-Based Network セキュリティ ガイド

http://www.cisco.com/en/US/solutions/collateral/ns340/ns394/ns171/CiscoIBNS-Technical-Review.p
df

Cisco 3650 コマンド リファレンス ガイド

http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/lan/catalyst3560/software/release/12.2_35_se/command/r
eference/cli1.html#wp2757193

『Cisco Business Ready Teleworker Design Guide』

http://www.cisco.com/application/pdf/en/us/guest/netsol/ns171/c649/ccmigration_09186a008074f24a
.pdf

『Cisco ASA 8.x : VPN Access with the AnyConnect VPN Client Configuration Example』

http://www.cisco.com/en/US/products/ps6120/products_configuration_example09186a00808efbd2.sh
tml

Microsoft：「Disabling Remote Desktop Services Features」

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa380804%28VS.85%29.aspx
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QoS マーキングの表

この項では、さまざまなプロトコルについて、識別方法、Differentiated Services Code Point（DSCP; 
差別化サービス コード ポイント）値の設定、およびネットワークにおけるデータ処理の 適な設定も

含めて説明します。表 31 に一般的な Cisco VXI システムのプロトコルを示します。

表 31 Cisco VXI 関連プロトコルの QoS マーキング

プロトコル TCP/UDP ポート DSC/CoS 値

デスクトップ仮想化プロトコル

Remote Desktop Protocol Version 7 TCP 3389 DSCP af21 および CoS2

PC over IP（PCoIP*） TCP & UDP 50002

TCP 4172

DSCP af21 および CoS2

USB リダイレクト（PCoIP*） TCP 32111 DSCP af11 および CoS 1

マルチメディア リダイレクト

（MMR）

TCP 9427 DSCP af31 および CoS 4

Cisco VXI で使用されるその他のプロトコル 

ネットワークベースの印刷（CIFS） TCP 445 DSCP af11 および CoS 1

ユニファイド コミュニケーション 
シグナリング（Skinny Client 
Control Protocol）

ユニファイド コミュニケーション 
シグナリング信号（Session 
Initiation Protocol）

ユニファイド コミュニケーション 
シグナリング信号（CTI）

TCP 2000

TCP 5060

TCP 2748

DSCP cs3 および CoS 3

DSCP cs3 および CoS 3

DSCP cs3 および CoS 3

ユニファイド コミュニケーション 
シグナリング メディア（RTP、
sRTP）

UDP 16384 ～ 32767 DSCP ef および CoS 5

*PCoIP に使用するポートは、将来的には 50002 から 4172 へ移行されます。
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図 77 Cisco VXI ネットワークのプロトコル概要

データセンター

データセンターでの分類とマーキングは、できる限りアプリケーション サーバと仮想デスクトップに

近い場所で行う必要があります。その後、適切な QoS ポリシーとキューイング優先順位が設定されて

いることを前提に、これらのマーキングは維持され、トラフィックがネットワークで正しく処理されま

す。

マーキング

多くのアプリケーションでは、トラフィックが DSCP 値でマークされません。たとえマークされたと

しても、そのマーキングは各企業の優先順位付けに適していない場合があります。このため、分類はソ

フトウェアベースではなく、（Cisco Catalyst® または Cisco Nexus® ファミリ スイッチを使用して）

ハードウェアベースで行う必要があります。テストでは、可能な場合は必ず Cisco Nexus 1000V ス
イッチでマーキングを実装しました。入力した DSCP 値と対応するポートは、表 31 に基づいていま

す。詳細と例については、次のリンクの『Cisco Virtualization Experience Infrastructure Configuration 
Guide』を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/solutions/Enterprise/Data_Center/VXI/configuration/VXI_Config_G
uide.pdf
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Cisco Unified Computing System のパフォーマンスを最適化するためのキューイング

データセンター外部のネットワークを通過するトラフィックのマーキングに加えて、データセンター内

部のデバイスを通過する別のトラフィックをマークする必要が生じる場合があります。たとえば、デス

クトップでサービスを提供するデスクトップ仮想化トラフィックによって、Cisco Unified Computing 
System™ のストレージ リソースが枯渇することがないようにしなければなりません。Cisco Unified 
Computing System には、他のデータセンター エンティティ（ストレージなど）のパフォーマンスを高

めるために、アウトバウンド パケットをマーキングおよびキューイングする独自の機能が搭載されて

います。Cisco Unified Computing System 固有のアクティビティに対応したキューイング戦略の詳細と

推奨事項については、次のリンクの『Cisco Unified Computing System GUI Configuration Guide』を

参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/unified_computing/ucs/sw/gui/config/guide/1.3.1/UCSM_GUI_Conf
iguration_Guide_1_3_1.pdf

ネットワーク

QoS に関するネットワーク デバイスの主な責務は、トラフィックを正しいキューにルーティングする

ことです。このとき、（ブランチ オフィスまたはデータセンターの）ローカル スイッチによって、デー

タがトラフィックのタイプに基づいて適切にマークされていることが前提となります。正しい優先順位

が付けられ、DSCP マーキングに基づいてトラフィックが転送されます。ネットワーク内ではリマーキ

ングが実行されますが、エンドポイントの場所とデータセンターで推奨されるリマーキングの設定を適

用する場合は、ネットワーク内でさらにリマーキングを行う必要はありません。

キャンパス ネットワークでは、十分な帯域幅があるため、リソースの競合は 小限ですみます。ただ

し、ブランチ WAN ルータ ネットワークの低速な接続を確認しておく必要があります。たとえば、ブ

ランチ オフィス LAN の高速接続から WAN の低速リンクへの出力ポイントでは、帯域幅の競合が発生

する可能性があります。特定のプロトコル専用の帯域幅を制限するサービス ポリシーを定義し、この

ポイントに適用します。Cisco VXI エンドポイントが集中する場所では、上記と同様のキューイングと

帯域幅の設定を適用し、トラフィックの輻輳が発生した場合に適切に対応できるようにしておきます

（図 78）。
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図 78 QoS のサービス ポリシーの場所

帯域幅サービス ポリシーの例については、次の URL にある『Cisco Virtualization Experience 
Infrastructure Configuration Guide』を参照してください。

http://www.cisco.com/en/US/docs/solutions/Enterprise/Data_Center/VXI/configuration/VXI_Config_G
uide.pdf

エンドポイント

Cisco VXI シン クライアント エンドポイントには、通常、デスクトップ セッション トラフィックを

マークする機能はありません。したがって、エンドポイントに代わってブランチ オフィスが、データ

センター仮想マシンに戻るトラフィックに対し、アウトバウンドのデスクトップ仮想化トラフィックに

対してデータセンターの Cisco Nexus1000V で実行されたのと同じマーキングを実行する必要がありま

す。ブランチ スイッチの設定は、次の URL にある『Cisco Virtualization Experience Infrastructure 
Configuration Guide』に記載されている設定と似ています。

http://www.cisco.com/en/US/docs/solutions/Enterprise/Data_Center/VXI/configuration/VXI_Config_ 
Guide.pdf.

アドミッション制御は、コンテンションを低減するもう一つの方法であり、QoS を適用するために一

部のアプリケーションで必要とされます。Voice-over-IP（VoIP）トラフィックは、IP フォンのハード 
フォン制御に Cisco Unified Personal Communicator を使用することで、ディスプレイ プロトコルの外

部でサポートされます。このトラフィックが受け付けられると、プライオリティ キューに入力されま

す。このプライオリティ キューのフラッディングを回避するために、アドミッション制御が必要にな

ります。Cisco Unified Communications Manager は、ロケーションベースと Resource-Reservation 
Protocol（RSVP; リソース予約プロトコル）ベースの 2 種類のアドミッション制御をサポートします。
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ロケーションベースの通信アドミッション制御は、多くの Cisco Unified Communications Manager の
インストールで広く導入されていますが、冗長リンクやメッシュ トポロジは使用できません。RSVP 
ベースのアドミッション制御は、ネットワーク対応型のアドミッション制御システムです。Cisco 
2800、2900、3800、および 3900 シリーズ サービス統合型ルータで動作する、RSVP エージェントと

呼ばれるプロキシを使用すると、RSVP はさらに堅牢なソリューションとして、Cisco VXI の電話機を

制御できます。Cisco Unified Communications Manager での RSVP ベース アドミッション制御の実装

については、『Cisco Unified Communications Manager System Guide 8.0』の第 8 章、第 2 部を参照し

てください。

VXC クライアントの QOS に関する考慮事項

Cisco VXI の検証には、単一の IP アドレスと VLAN を使用して UC（音声およびビデオ メディア ス
トリーム）と DV の両方のトラフィックを伝送する UC ソフトウェア アプライアンス VXC4000 が含

まれています。このエンドポイントでこれらのトラフィック タイプが別々のストリームに分離される

ので、QOS マーキングはアクセス スイッチ上で実行することが推奨されます。Cisco VXI 導入へのこ

れらのエンドポイントの統合に関する詳細な QOS ガイダンスについては、エンドポイントの章を参照

してください。

音声トラフィックとデータ トラフィックに対して独立した VLAN または VRF が存在し、それらが保

護されている（つまり、2 つのネットワークの間にトラフィック フローを制限するファイアウォールが

存在する）ネットワーク内に VXC 4000 を導入する場合は、ネットワーク ベースのメカニズムを採用

して VLAN 間または VRF 間の接続を許可する必要があります。IP フォンが音声 VLAN 内に設置さ

れ、VXC クライアントがデータ VLAN に接続されている場合は、ネットワーク ベースのメカニズム

を使用して、IP フォンと VXC クライアントの間をメディア トラフィックが通過できるようにする必

要があります。IP フォンと VXC クライアントの両方が音声 VLAN 内に設置されている場合は、ネッ

トワーク ベースのメカニズムを使用して、VXC クライアントがデータ VLAN にアクセスできるよう

にする必要があります。

これらのネットワーク ベースのアプローチには、エンドポイント IP アドレスと使用中のアプリケー

ション ポート番号に基づいてファイアウォールを開くために、静的な ACL を使用するものがありま

す。たとえば、これにより、音声ストリームとビデオ ストリームを伝送するためにエンドポイントで

使用される UDP ポート範囲が特定されます。この場合、VXC エンドポイントで利用される UDP ポー

ト範囲を制限しておくことが推奨されます。別のアプローチでは、エンドポイントと CUCM の間を通

過するシグナリング トラフィックをアプリケーション レイヤ ゲートウェイを使用してモニタリングす

ることにより、メディア ストリームに対してファイアウォールを動的に開きます。この場合、シグナ

リングとメディアがネットワーク内で同じルートをたどることが前提になっています。さらに別のアプ

ローチでは、TRP（トラスト リレー ポイント）から発信されたすべてのメディア トラフィックがファ

イアウォールを通過できるように、エンドポイントを TRP に割り当てます。これらのソリューション

の実装に関する詳細なガイダンスについては、UC SRND『Network security and virtualization』を参

照してください。

関連情報

次のリンクに、この章で説明したハードウェアおよびソフトウェアを含む特定のベンダー情報の詳細を

示します。

『Cisco UCS GUI Configuration Guide』

http://www.cisco.com/en/US/docs/unified_computing/ucs/sw/gui/config/guide/1.3.1/UCSM_GUI_Conf
iguration_Guide_1_3_1.pdf

『Cisco Unified Communications Manager Systems Guide』

http://www.cisco.com/en/US/docs/voice_ip_comm/cucm/admin/8_0_2/ccmsys/accm.pdf
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『Cisco Virtualization Experience Infrastructure Configuration Guide』

http://www.cisco.com/en/US/docs/solutions/Enterprise/Data_Center/VXI/configuration/VXI_Config_G
uide.pdf

パフォーマンスとキャパシティ
この章では、キャパシティ プランニングおよびエンドツーエンドの Cisco® Virtual Experience 
Infrastructure（Cisco VXI; シスコ仮想化エクスペリエンス インフラストラクチャ）導入に使用する

ツールと手法について説明します。

エンタープライズ ネットワークにおけるデスクトップ仮想化サービスのパフォーマンスおよびキャパ

シティ プランニングには、次に示す 3 つの基本的な手順があります。

 • 必要なコンピューティングおよびストレージのキャパシティ プランニング 

 • サービスのサポートに必要なインフラストラクチャ コンポーネントのキャパシティ プランニング 

 • リモート サイトにサービスを配信するための WAN キャパシティ プランニング 

この章に記載されている推奨事項とガイダンスは、リッチ メディアとアンチウイルスを含めた Cisco 
VXI 作業負荷に関して、エンドツーエンドの Cisco VXI システムで実施されたテストに基づいている

ことに注意してください。テスト結果の詳細については、この CVD と同時に公開されたパフォーマン

ス ガイドを参照してください。キャパシティ プランニングの際にこの章の情報を参考にすることはで

きますが、各自の作業負荷と環境を慎重に検討し、自身の導入における必要性に応じて調整する必要が

あります。さらに、この章は Cisco VXI システムで使用されるすべてのシスコおよびサードパーティ 
コンポーネントに対応する包括的な指針ではありません。それらのコンポーネントについては、製品マ

ニュアルを直接確認することが も有効です。

コンピューティングとストレージのキャパシティ プランニング

ユーザを物理デスクトップから仮想デスクトップへ移行する場合、ユーザ ベースとそのリソース要件

を CPU、メモリ、およびディスク スペースの観点から十分に把握しておくことが重要です。デスク

トップ仮想化に移行する多くの企業は、それを Windows 7 へ移行する機会でもあると考えているため、

そうした移行の意味合いを理解することも重要です。

このプロセスにおける重要な手順は、移行するユーザを共通アプリケーション、作業負荷、デスクトッ

プ（専用、個人用）の必要性に基づいてグループ分けし、コンピューティングおよびストレージの必要

性に応じてキャパシティ プランニングをグループ レベルで実施できるようにすることです。グループ

分けにより、管理者は同じオペレーティング システム、アプリケーション、使用パターンといった共

通要因に基づいて、各ユーザ グループの基本プロファイルを作成できます。基本プロファイルには、

CPU、メモリ、ネットワーク帯域幅、ディスク I/O 使用率など、グループの特徴を示すリソースのメト

リックも含める必要があります。それには、グループ内の統計的に有意な数のユーザから一定期間デー

タを収集します。その後、基本プロファイルを使用して、仮想化環境のユーザ グループに必要なコン

ピューティングおよびストレージを概算できます。性質の異なるユーザ グループが別々に評価されて

いない場合、キャパシティが無駄に消費される可能性があります。反対に、キャパシティが過小評価さ

れると、リソースの制約により、ユーザ エクスペリエンスが低下する可能性があります。したがって、

リソースの概算とキャパシティ プランニングを全体的に捉えた場合、管理者は移行するユーザ ベース

全体ではなく、作業負荷と環境が同じユーザを 1 つのグループにまとめる必要があります。特に、大規

模なデスクトップ仮想化の導入では、この点が重要です。

以下の項では、エンドツーエンドの Cisco VXI 導入に必要なコンピューティングおよびストレージの

キャパシティ プランニングの手順を詳しく説明します。キャパシティ プランニングの方法の概要は、

次のとおりです。
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 • 物理デスクトップ環境内のユーザのプロファイルを作成します。これには、作業負荷プロファイル

と、CPU、メモリ、ストレージ、および帯域幅の使用率に応じたリソース ニーズが含まれます。

 • 仮想化とともに出てくるデスクトップ要因（プール化と専用、永続的と非永続的など）を含め、コ

ンピューティングおよびストレージのニーズに影響する共通要因（作業負荷プロファイル、OS タ
イプなど）に基づいてユーザをグループ分けします。グループを定義する共通要因は、そのグルー

プの基本プロファイルになります。

 • 基本プロファイルを使用して、仮想化環境内の各ユーザ グループのリソース要件を概算します。

これには、仮想デスクトップのリソース使用率とパフォーマンスを改善できる 適化およびその他

のベスト プラクティスを考慮に入れる必要があります。

 • リソースの概算に基づいて、仮想デスクトップ数の観点からサーバごとのキャパシティを概算しま

す。これは、サーバおよびその機能に依存します。これらのユーザをサポートするのに必要なスト

レージ キャパシティと IO パフォーマンスを特定します。これは、VXI 導入の全体的なストレージ 
ニーズをサイジングする際に使用されます。この概算では、ピーク時使用率、ログイン ストーム、

および停止の影響やサーバのダウンタイムといった要因を考慮する必要があります。

 • 対象のユーザ グループの特徴を示す作業負荷プロファイルを使用して、単一サーバの概算を検証

します。

 • 単一サーバのデータを基に、ユーザ グループの全体的なコンピューティングおよびストレージの

ハードウェア ニーズを推定します。

 • 導入全体の他のグループについて、この手順を繰り返します。

ユーザ作業負荷プロファイル

キャパシティ プランニングで使用される基本プロファイルには、アプリケーション、そのアプリケー

ションでのアクティビティ、およびユーザ グループの特徴を示す使用パターンに関する作業負荷プロ

ファイルが含まれている必要があります。グループの作業負荷プロファイルを使用して、ユーザ グ
ループを一般的な作業負荷プロファイルのうちのいずれかに分類できます。ベンダーは通常、これらの

一般的な作業負荷プロファイルを使用して、コンピューティング、ストレージ、およびネットワーキン

グのニーズが同じユーザを特定します。一般プロファイルは、キャパシティ プランニングで使用され

るパフォーマンスとスケーラビリティの結果の基礎となります。これは、サーバとストレージのパ

フォーマンス テストで使用されるベンチマーキング ツールが、これらのプロファイルを使用してそれ

に対応する作業負荷を生成しているためです。作業負荷の強度は、規模とキャパシティの結果を大幅に

変化させる可能性があるので、必要なコンピューティング リソースとストレージ リソースを概算する

ために使用されるデータにとって非常に重要です。お客様の環境でリソース概算値の評価テストを実施

する場合にも、作業負荷プロファイルは不可欠です。なぜなら、環境の規模を正確に判断するには、負

荷生成ツールで使用される作業負荷プロファイルが、ユーザ グループの作業負荷プロファイルと厳密

に一致する必要があるからです。つまり、作業負荷プロファイルは、キャパシティ プランニングに使

用されるデータにおいて非常に重要な役割を果たします。したがって、導入されるデスクトップ仮想化

システムのサーバおよびストレージのニーズを推定するために使用されるサイジングの概算値の精度に

も大きく影響します。さまざまなエンタープライズ環境のユーザによって生成される作業負荷を一般作

業負荷プロファイルを使用して正確に反映することは困難なので、一般作業負荷プロファイルを使用し

たデータに基づいて概算されたキャパシティは、差異を考慮して調整する必要があります。控え目な概

算を行ってから、リソース使用率を一定期間にわたって詳細にモニタリングし、必要に応じてサーバと

ストレージのニーズの概算値に対して調整を行います。

シスコの VXI システム内で規模とパフォーマンスのベンチマーク テストに使用される作業負荷には、

他のベンダーによる同様のベンチマーク テストでは一般に見られない次のアプリケーションが含まれ

ることにも注意が必要です。
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 • リッチ メディア：デスク フォン制御モードの Cisco Unified Personal Communicator がデフォルト

で使用されますが、同様の機能を持つシスコの他のアプリケーションにすることもできます。使用

されたアプリケーションは、結果とともに Cisco VXI のパフォーマンスとキャパシティの検証結果

に記載されます。

 • アンチウイルス：アンチウイルス（AV）ソフトウェアは、すべてのデスクトップに含まれ、ユー

ザ作業負荷の実行中にスキャンが実施されるので作業負荷が増えます。AV は、サーバとストレー

ジの両方のパフォーマンスに無視できない影響を与えます。仮想化環境向けの AV ソリューション

である McAfee および Trend Micro は VXI システムに含まれており、使用された特定の AV ソ
リューションが、結果とともに Cisco VXI のパフォーマンスとキャパシティの検証結果に記載され

ます。

規模とパフォーマンスのキャパシティ テストのために VXI システム内で使用される作業負荷の詳細に

ついては、この章の「作業負荷の考慮事項」の項を参照してください。

現在の環境でのリソース使用率

仮想化環境のリソース要件を概算するうえで重要な要因は、現在の物理デスクトップ環境におけるリ

ソースの使用率です。したがって、仮想デスクトップへの移行対象となるユーザ グループについて、

現在の環境を十分に理解し、次のメトリックに基づいてリソース使用率を明確にすることが重要です。

 • 平均およびピーク時の CPU 使用率

 • 平均およびピーク時のメモリ使用率

 • ストレージ

 – 1 ユーザあたりのストレージ キャパシティ

 – I/O Operations Per Second（IOPS; 1 秒あたりの I/O 処理数）

 – スループット（毎秒のバイト数）

 • LAN での帯域幅使用率

管理者は、対象となるユーザ グループの使用パターンを監視し、環境内での各グループの平均および

ピーク時の使用率を把握する必要があります。監視業務では、シフト制の作業環境でのシフト交代、

バックアップのタイミング、ウイルス スキャン、その他の同種のアクティビティなど、1 日の中でユー

ザがログオンする際に、地理的な位置によって使用パターンが変化する可能性を考慮する必要がありま

す。

平均的な物理デスクトップ ユーザのリソース使用率は、次の方法で求めることができます。

 • CPU 使用率：Microsoft Windows Perfmon や Liquidware Labs の Stratusphere などのツールを使

用して、移行対象のユーザ グループの物理デスクトップから平均およびピーク時の CPU 使用率

データを収集します。このデータは、統計的に有意な数のデスクトップから、作業負荷が大きい間

に一定期間収集してください。収集したデータの統計的平均値を使用すると、そのグループのピー

ク時および平均の CPU 使用率を判断できます。

 • メモリ使用率：CPU 使用率の場合と同じまたは同種のツールを使用して、物理デスクトップでの

メモリ使用率に関するデータを収集します。CPU の場合と同様、有意な数のデスクトップから一

定の期間に収集されたデータを分析し、そのグループの統計的平均値から、ピーク時および平均の

メモリ使用率を割り出します。このデータを使用して、仮想化デスクトップを使用する際にグルー

プが必要とするメモリを特定します。

 • 物理デスクトップのストレージ キャパシティおよびパフォーマンス（IOPS とスループット）：

CPU およびメモリ使用率データの収集に使用したものと同じツールを使用して、物理デスクトッ

プの IOPS とスループットを判断できます。CPU およびメモリ使用率と同じ方法で、グループの

ピーク時および平均データを割り出します。このデータを使用して、そのグループの仮想化デスク

トップに必要なストレージを特定します。
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管理者が物理デスクトップを使用して、グループの平均およびピーク時使用率を特定したら、Cisco 
VXI システムへの移行に必要なコンピューティング、ストレージ、およびネットワーキングを概算す

るプロセスを開始できます。

仮想化環境でのリソース要件の概算

仮想化環境でのリソース要件を正確に概算するには、いくつかの要因を考慮する必要があります。この

項では、これらの要因のうち CPU、メモリ、ストレージの 3 点について詳しく説明します。CPU、メ

モリ、およびストレージについて前の項で収集したデータを使用して、データセンターの特定のサーバ

がサポートできる仮想デスクトップの数を概算できます。仮想化では別の要因も追加されるので、サー

バのキャパシティを概算する前に、上記のリソース要件を調整する必要があります。その後、単一の

サーバ キャパシティを使用して、大規模な導入に必要なハードウェア リソースまたはサーバを概算で

きます。

CPU の概算 

仮想化環境で必要な CPU リソースを概算するために、以下の例で示されているように、物理デスク

トップのデータを利用できます。次のシナリオについて考えてみます。

 • 対象となるユーザ グループ内の物理デスクトップの CPU 平均使用率 = 8 %

 • 物理デスクトップではデュアルコア 2GHz プロセッサを使用

 • VMware は、10 ～ 25 % の保護帯域幅を使用して以下の項目に対処することを推奨しています。

 – 仮想化のオーバーヘッド

 – ピーク時の CPU 使用

 – ディスプレイ プロトコルの処理に関連したオーバーヘッド

 – CPU 使用率の急増

上の条件から、各デスクトップの平均 CPU 要件は 2x2 GHz の 8 % = 320 MHz になります。保守的な

保護帯域幅である 25 % を使用した場合、各デスクトップの平均 CPU 要件 = 400 MHz になります。

これで、デスクトップあたりの平均 CPU と導入用に選択したサーバの処理能力を使用してサーバ要件

のサイジングを開始できます。仮想デスクトップのホスティングに使用可能なさまざまな Cisco UCS 
サーバのプロセッサ情報を以下の表に示します。

（注） 各サーバ モデルはさまざまなプロセッサ タイプをサポートしていますが、表 32 にはサーバごとに 1 タ
イプのみが記載されています。

表 32 UCS B シリーズ ブレード サーバ：モデルとプロセッサ情報

サーバ モデル プロセッサ

Cisco UCS B200 M2 
ブレード サーバ

6 コア Intel® Xeon® 5680 シリーズ 3.33 GHz プロセッサ x 2

Cisco UCS B250 M2 
拡張メモリ ブレード 
サーバ

6 コア Intel® Xeon® 5680 シリーズ 3.33 GHz プロセッサ x 2
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表 33 UCS C シリーズ ラック マウント サーバ：モデルとプロセッサ情報

Cisco UCS サーバ シャーシおよびブレード サーバの詳細については、「データセンター」の章を参照し

てください。

以下に示すように、処理能力を唯一の判断基準として使用し、所定のブレード サーバのデスクトップ

仮想マシン数を計算できます。たとえば、Cisco UCS B250 M2 サーバでサポート可能な仮想デスク

トップ数は、次のようになります。

全体的な処理能力 = 2 ソケット x 6 コア 3.33GHz = 39.96 GHz
デスクトップの CPU 平均使用率 = 大 400 MHz
1 サーバあたりの仮想デスクトップ数 = 39.96 GHz/400 MHz = 大 100 デスクトップ

（注） この概算は、単一の要因（CPU）に基づく理論上の計算です。所定のサーバ ブレードでサポート可能

な実際の仮想デスクトップ数を特定するには、他にもいくつかの要因を考慮する必要があります。個別

のお客様の導入でキャパシティ プランニングを実施する際は、テストによって得られた実際のデータ

を使用してください。

前述の単一サーバの概算値は、実際の導入において、使用される物理デスクトップの平均使用率に応じ

て増減する可能性があります。同様に、デスクトップ仮想化の導入用に選択された Cisco UCS サーバ 
モデルも、Cisco Unified Computing System™ で使用可能なさまざまなサーバの処理能力の違いによっ

て、数値に影響を与える場合があります。各サーバ モデルに新しいプロセッサがリリースされると、

プロセッサ設計の改善点により、サポートされるデスクトップの数がさらに増加する可能性がありま

す。この場合、より高い密度がサポートされる可能性があるので、処理能力に基づいた概算は単に出発

点となります。

処理能力を唯一の判断基準として使用する場合は、単一の UCS ブレード サーバについての前述の概算

値を推定して、Cisco VXI 導入の全体的な UCS サーバのニーズを推定できます。ただし、この概算値

を導入全体に使用するには、導入環境の制限要因を推定するために、メモリとストレージを使用した同

様の計算が必要になります。所定のサーバ ブレードに関する概算値を確定する前に、いくつかの他の

要因も考慮する必要があります。

Cisco UCS B230 M1 
拡張メモリ ブレード 
サーバ

8 コア Intel® Xeon® 7560 シリーズ 2.26 GHz プロセッサ x 2

Cisco UCS B230 M2 10 コア Intel® Xeon® プロセッサ E7-2800 シリーズ プロセッサ x 2

サーバ モデル プロセッサ

サーバ モデル プロセッサ

Cisco UCS C200 M2 6 コア Intel® Xeon® 5680 シリーズ 3.33 GHz プロセッサ x 2

Cisco UCS C210 M1 クアッド コア Intel® Xeon® 5570 シリーズ 2.93GHz プロセッサ x 2

Cisco UCS C210 M2 6 コア Intel® Xeon® 5680 シリーズ 3.33 GHz プロセッサ x 2

Cisco UCS C250 M1 
拡張メモリ サーバ

クアッド コア Intel® Xeon® 5570 シリーズ 2.93GHz プロセッサ x 2

Cisco UCS C250 M2 
拡張メモリ サーバ

6 コア Intel® Xeon® 5680 シリーズ 3.33 GHz プロセッサ x 2

Cisco UCS C260 M2 10 コア Intel® Xeon® プロセッサ E7-2800 シリーズ プロセッサ x 2
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メモリの概算

仮想化環境での全体的なメモリ要件を概算するには、CPU の概算と同じ方法を使用します。単一の仮

想デスクトップに関するメモリの概算値は、以下の例で示すように、物理デスクトップから得られた統

計的平均値を使用して計算できます。

 • 対象となるユーザ グループの物理デスクトップでのメモリ平均使用率は、約 1 GB です。

 • VMware ハイパーバイザの Transparent Page Sharing（TPS; 透過的ページ共有）機能を使用する

と、メモリ フットプリントを大幅に削減できます。特に、デスクトップ仮想化の導入では、同一

ホスト上の異なるデスクトップ仮想マシンからメモリにロードされる OS およびアプリケーション 
データに共通点が多いため、大きな効果が得られます。この機能の詳細については、この章の「メ

モリの考慮事項」の項を参照してください。ただし、TPS はメモリの制約を回避するためのメカニ

ズムであるため、ここでの計算では考慮されません。TPS については、デスクトップ仮想化の全体

的な展開の一部として、管理者が導入時に検討し、決定します。

 • メモリ使用率の急増やアプリケーションの追加によって増加するメモリ需要に対応するために、概

算では 25 % の増加率を使用します。したがって、全体的なメモリ要件は、約 1.25 GB = 大 1.3 
GB になります。

 • 仮想化デスクトップのメモリ要件と、導入用に選択されたブレード サーバで使用可能な物理メモ

リ リソースを使用して、所定のブレードでサポート可能な仮想化デスクトップ数を概算できます。

各種 Cisco UCS サーバ モデルのメモリ キャパシティを表 34 に示します。

表 34 Cisco UCS のメモリ キャパシティ

Cisco UCS サーバ シャーシおよびブレード サーバの詳細については、この設計ガイドの「データセン

ター」の章を参照してください。

次に示すように、メモリを Cisco VXI 導入におけるハードウェア サイズ要件の唯一の判断基準として

使用し、ブレード サーバがサポートできるデスクトップ仮想マシン数を計算できます。たとえば、

Cisco UCS B250 M2 サーバでサポート可能な仮想デスクトップ数は、次のようになります。

メモリ キャパシティ = 192 GB
仮想化デスクトップの平均メモリ キャパシティ = 大 1.3 GB
1 サーバあたりの仮想デスクトップ数 = 192 G/1.3 G = 147 デスクトップ

CPU の概算と同様、概算された単一サーバの仮想デスクトップ数は、物理デスクトップから収集され

たデータや導入用に選択された Cisco UCS サーバのモデルによって値が増減する可能性があります。

メモリが制限要因であることが確認された場合は、このデータを使用して Cisco VXI の導入に必要な

サーバの総数も推定できます。

サーバ モデル メモリ キャパシティ

Cisco UCS B200 M2 96 GB

Cisco UCS B250 M2 384 GB

Cisco UCS B230 M1 256 GB

Cisco UCS B230 M2 512 GB

Cisco UCS C200 M2 96 GB

Cisco UCS C210 M1 96 GB

Cisco UCS C210 M2 96 GB

Cisco UCS C250 M1 384 GB

Cisco UCS C250 M2 384 GB

Cisco UCS C260 M2 512 GB
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前述の計算で使用された物理デスクトップのメモリ使用率は、所定の環境に導入されるゲスト OS およ

びアプリケーションによって変動することに注意してください。正確さは劣りますが、Microsoft が推

奨する仮想マシンあたりの 小メモリ使用率（表 35 を参照）を使用して仮想デスクトップ数を概算す

る方法もあります。ただし Microsoft Windows XP の場合は、デスクトップ上で動作する Microsoft 
Office およびその他のアプリケーションを収容するために、ここで示す推奨 小値を 512 MB に増やす

必要があります。エンドツーエンドの Cisco VXI システムの仮想デスクトップに使用されるメモリ構

成も例として示します。エンドツーエンド システムで検証した作業負荷プロファイルに対し、このメ

モリ構成で十分良好なユーザ エクスペリエンスが得られました。

表 35 メモリ構成

ストレージの概算

ストレージの場合は、物理デスクトップを監視して収集された平均 IOPS およびスループット データ

を、仮想化デスクトップのストレージ要件として使用できます。たとえば、平均 IOPS が 5、平均ス

ループットが 115 kbps の場合、仮想デスクトップにもこれと同じ IOPS とスループット値が期待され

ます。デスクトップ仮想化の導入では、ここで説明する要因も大きく影響するため、ストレージに必要

なサイズを決定する際にこれらの要因を考慮する必要があります。たとえば、IOPS は以下の場合に

大になる可能性があります。

 • ユーザによる起動時：ユーザが出勤して各自の仮想デスクトップをオンにすると、IOPS とスルー

プットの値は 大になります。この状態をブート ストームと呼びます。

 • ユーザのログオン時：仮想デスクトップの電源をオンにする必要がなくても、ユーザが朝に作業を

開始するためログオンすると、ストレージ I/O の値が 大になります。この状態をログイン ストー

ムと呼びます。

 • その他のアクティビティ実行時：アンチウイルス スキャンやバックアップなどのアクティビティ

によって、必要なストレージ パフォーマンスが急増します。

顧客環境に固有のアプリケーションが、同様のストレージ I/O 急増の原因となることもあります。

Cisco VXI 導入におけるストレージ環境を設計する際には、これらすべての要因を考慮する必要があり

ます。

必要なストレージのサイズを決定する際、もう 1 つ考慮すべき点は、仮想デスクトップに割り当てる

ディスク スペースです。以下のアイテムに必要なストレージを合計すると、ディスク スペースを計算

できます。

 • オペレーティング システム、アプリケーションの基本セット

 • OS およびアプリケーションによって作成されるページ ファイル、スワップ ファイル、一時ファイ

ル

 • ホストに導入された各仮想マシン用に VMware ESX および ESXi ホストで作成されるページとス

ワップ ファイル（仮想マシンに割り当てられるメモリに相当）

 • Microsoft Windows プロファイル（デスクトップの壁紙などのユーザ設定）

Microsoft Windows OS
（Microsoft の）最小メモリ

要件

Knowledge Worker+ プロファイルを使用

した Cisco VXI システムのメモリ構成

Microsoft Windows XP 
Service Pack 3

256 MB 1 GB

Microsoft Windows 7
（32 ビット）

1 GB 1.5 GB

Microsoft Windows 7
（64 ビット）

2 GB 2 GB
198
VMware View 5 を実装した Cisco 仮想化エクスペリエンス インフラストラクチャ 2.5



  パフォーマンスとキャパシティ  
 • ユーザ データ（Microsoft Windows の [マイ ドキュメント ] フォルダに相当）

仮想デスクトップ マシンに使用するストレージの割り当て例を表 36 に示します。View リンクド ク
ローン デスクトップとプロビジョニング サーバを使用してデスクトップ仮想化を導入すると、大規模

なデスクトップ プールのグループが同じマスター仮想マシン イメージを共有できるので、Windows お
よびアプリケーションに必要なデスクトップあたりのディスク スペースが 小限に抑えられます。し

たがって、マスター仮想マシン イメージと、マスター VM で使用可能なディスク スペースとの差分の

みを、前述の導入モデルを使用して各デスクトップに割り当てればよいことになります。ただしこの差

分ディスク サイズも、OS ディスクを定期的に更新したり、非永続的デスクトップを使用したりするこ

とで、 小限に抑えることができます。この点についても、複数のオプションがあります。

表 36 デスクトップ VM のストレージ割り当て

サーバ キャパシティの概算

前述のとおり、サーバのパフォーマンスとスケーラビリティには複数の要因が影響します。各要因を

別々に考慮すると、所定のサーバの仮想デスクトップ数の概算で異なる数値が算出される可能性があり

ます。そのため、この章の前半の「CPU の概算」と「メモリの概算」の項では、Cisco UCS B250 M2 
サーバについて理論上の概算を行っています。ただし、それらのデータ（表 37 に概要を示します）は

サーバの制限要因の特定に役立つとともに、その環境の具体的な作業負荷を使用して概算値を検証する

ためのテストを実施すれば、対象とする初期の仮想マシン密度もわかります。

表 37 キャパシティの概算値

（注） 表 37 の概算値は、サーバの実際のキャパシティではありません。これらは、所定の環境内のユーザ グ
ループに対する CPU およびメモリ使用率の仮定に基づいた、理論上の概算値です。

理論上の概算値からは、この導入の制限要因がコンピューティング キャパシティであることがわかり

ます。ただし、VXI 作業負荷を使用した XVI システム内の B250 M2 の実際の規模とパフォーマンス

の結果は、上の表とは異なる結果を示します。テストにより得られた実際のデータについては、この章

の後半にある結果の要約の項を参照してください。

仮想デスクトップの

ゲスト OS

Windows および

アプリケーション

の最小ディスク 
スペース

Windows ページ 
ファイルおよび一

時ファイル

ハイパー

バイザ 
スワップ 
ファイル

Windows 
ユーザ プロ

ファイル

ユーザ 
データ

Windows XP 10 GB 3 GB 1 GB 2 GB 5 GB

Windows 7（32 ビット） 16 GB 4 GB 1.5 GB 2 GB 5 GB

Windows 7（64 ビット） 20 GB 4 GB 2 GB 2 GB 5 GB

キャパシティの決定

要因

仮想化デスクトップの

平均値

サーバ キャパシティ 

（Cisco UCS B250 M2 の理論値）

CPU 400 MHz 100

メモリ 1.3 GB 147
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理論上のデータと概算データの間に差異が生じるのは、理論上の概算値で使用される作業負荷とテスト

で使用される作業負荷に原因がある可能性があります。デスクトップ仮想化の導入では、作業負荷は

サーバの仮想デスクトップ キャパシティを正確に推定するために も重要な要因の 1 つです。した

がって、理論上のサーバ サイジングの概算値を検証する際は、ユーザ グループの作業負荷と厳密に一

致する作業負荷を使用することが重要になります。

この設計ガイドで説明されているエンドツーエンドの Cisco VXI システムに対して実施されるスケー

ラビリティ調査テスト以外にも、シスコは VMware、EMC、および NetApp とのパートナーシップに

より、以下のような複数の設計ガイドを発行しています。

 • NetApp ストレージを使用したデスクトップ仮想化 

http://www.cisco.com/en/US/solutions/ns340/ns414/ns742/ns743/ns993/landing_dcVirt-vdi.html

 • 『Desktop Virtualization with View 4.6 and EMC Storage』

http://www.cisco.com/en/US/solutions/ns340/ns414/ns742/ns743/ns993/landing_dcVirt-VM_EMC
.html

 • 『Desktop Virtualization with View 4.6 and NetApp Storage』

http://www.cisco.com/en/US/solutions/ns340/ns414/ns742/ns743/ns993/landing_dcVirt-VM_netap
p.html

この設計ガイドで説明されている Cisco VXI システムでは、エンドツーエンド Cisco VXI システムの

複数の導入プロファイル（顧客によるシステムの導入方法や使用方法など）に対し、単一サーバ ス
ケーラビリティ テストが実施されました。テストはキャンパス ネットワーク内に配置されたテスト 
ツールを使用して行われました。これらのツールによって、データセンターでホストされている仮想デ

スクトップの VDI セッションが起動され、セッションは以下を経由します。

 • キャンパス ネットワーク：アクセス レイヤ、ディストリビューション レイヤ、コア ネットワーク 
レイヤで構成され、Catalyst 3500、4500、および 6500 シリーズ レイヤ 2 およびレイヤ 3 スイッ

チを使用して構築されます。

 • データセンター ネットワーク：同じくコア レイヤ、アグリゲーション レイヤ、アクセス レイヤで

構成され、シスコが検証したデータセンター インフラストラクチャ設計に基づいて Nexus 5000 お
よび Nexus 7000 シリーズを使用して構築されます。

 • データセンター サービス アグリゲーション レイヤ：ファイアウォールを使用して、データセン

ターに出入りするすべてのトラフィックを制御します。ファイアウォールはデータセンター内部の

アクセス レイヤでも使用され、データセンターで使用するその他すべてのサービスおよびアプリ

ケーション インフラストラクチャから、仮想デスクトップ間のトラフィックを制御します。冗長 
ACE は、View 接続サーバのようにデスクトップ仮想化サービスを提供するアプリケーション 
サーバへのすべての接続をロード バランシングするために使用されます。

 • データセンター：Nexus 1000 シリーズ アクセス スイッチに接続された B250 M2 および B200 M2 
ブレード サーバ搭載の UCS 5108 B シリーズ シャーシを収容します。テストする導入プロファイ

ルの必要性に応じて、NAS ベースと SAN ベースの両方のストレージが使用されました。

Cisco VXI 作業負荷を使用して Cisco VXI システムで実施された単一サーバ テストの結果とデータの

詳細については、この章の「単一サーバの規模とパフォーマンスのテスト」の項を参照してください。

CPU、メモリ、およびストレージの使用率以外に、Cisco VXI 導入においてサーバの規模やキャパシ

ティに影響を与える要因は、作業負荷のほかにもいくつかあります。これらの要因については以下の項

で説明します。
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ハイパーバイザの考慮事項：VMware ESXi

CPU、メモリ、ストレージのパフォーマンスを確保するために、ハイパーバイザのリソース消費を厳

重に監視する必要があります。ハイパーバイザのメモリ消費を監視し、メモリ バルーニングがホスト

の追加メモリの必要性を示しているかどうかを確認する必要があります。必要なときにリソースを追加

できるよう、クラスタ レベルでもリソースを監視する必要があります。

透過的ページ共有

ESXi ハイパーバイザで使用可能な Transparent Page Sharing（TPS; 透過的ページ共有）機能によって、

メモリ フットプリントを大幅に削減できます。特にデスクトップ仮想化の導入では、異なるデスク

トップ仮想マシン間で OS およびアプリケーション データの共通点が多いため、大きな効果が得られ

ます。TPS は、バックグラウンド プロセスを使用してメモリの内容を監視し、ロードされるデータを

調べて、すでにメモリ内にあるデータと同じであるかどうかを判断します。データが同じであれば、重

複しているデータをロードしようとしている仮想マシンはメモリ内の既存の内容にリダイレクトされ、

これによってメモリの共有が可能になります。TPS はメモリの重複排除機能と考えることができ、デ

フォルトで有効になっています。この機能の詳細については、VMware ESX Server のマニュアルの

「Memory Resource Management」を参照してください。

Cisco VXI 環境では、透過的メモリ共有を利用することで、サーバは 1 つのブレード上により多くの仮

想デスクトップを収容できるようになります。少なくとも、メモリという観点で捉えた場合、これは制

限要因にはなりません。

TPS は冗長性を利用して、ホスト上で動作する仮想マシン間でメモリを共有し、その制限を回避して

いるので、それらの仮想マシンの作業負荷はできる限り同じでなければなりません。Cisco VXI 環境で 
TPS の効果を 大限利用するには、作業負荷が同程度のユーザ、たとえば同じゲスト OS（Microsoft 
Windows 7 および Windows XP）とアプリケーションを使用するユーザの仮想化デスクトップを 1 つ
のグループにまとめ、同じホストに配置します。

Cisco UCS サーバで使用される Intel Nehalem や Westmere プロセッサのように新型のハードウェア仮

想化支援プロセッサ上では、TPS の動作が異なります。この新型プロセッサは、9 KB のメモリ ページ

を使用し、パフォーマンスを 10 ～ 20 % 改善します。TPS はデータの重複をなくすために、4 KB の
ページ上で動作します。これらの新型プロセッサが搭載されている場合、使用可能なメモリが 小値に

達してメモリの制約を回避する必要が生じない限り、TPS の効果は発揮されません。ただし、TPS の
効果が現れたことを確認するために、バックグラウンド プロセスでは引き続きメモリ ページの監視と

スキャンが実行されます。新型のハードウェア仮想化支援プロセッサを使用した TPC の詳細について

は、次の VMware Knowledge Base の記事を参照してください。

 • 「TPS in Hardware Memory Management Unit (MMU) Systems」

 • 「TPS Is Not Utilized Under Normal Workloads on Intel Xeon 5500 Series CPUs」

VMware の調査では、TPS がホストのパフォーマンスには影響しないことから推奨される機能である

ことも示されています。TPS の詳細については、VMware にお問い合わせください。

ハイ アベイラビリティ（HA）の考慮事項

大規模なデスクトップ仮想化を導入する場合、仮想デスクトップのハイ アベイラビリティは大半の管

理者にとって重要な関心事です。ベスト プラクティスとして、仮想デスクトップ マシンは通常はクラ

スタ構造で配置され、ホストのプールはクラスタに対して使用可能になります。クラスタ化により、

VMware は VMware DRS を使用してリソースのプール全域に仮想デスクトップを配布でき、仮想マシ

ンで使用できるリソースが増加します。クラスタは、VMware High Availability（HA）、DRS、Fault 
Tolerance、vMotion など特定のハイ アベイラビリティ機能の実装にも使用されます。ただし、サーバ

をクラスタ内に配置すると、VMware がサポートする 大数が変更され、制限される可能性がありま

す。サポートされる制限は、VMware の 大構成で使用でき、新規リリースによってサポートされる
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制限が変更された場合に公開されます。デスクトップ仮想化導入の規模の決定に関連するデータを  
表 38 に示します。大規模な Cisco VXI の導入を計画する場合は、この表を参照してください。 大構

成の詳細については、VMware のドキュメントを参照してください。

表 38 最大構成

電源管理ポリシー

デスクトップ仮想化環境における仮想デスクトップ向けの電源管理ポリシーは、ホストのリソースに影

響を与える可能性があります。VMware View では、使用されていない仮想デスクトップを一時停止状

態にしておくことが推奨されます。リソース（CPU とメモリ）の使用を低減しつつ、ユーザ エクスペ

リエンスを強化するには、一時停止状態が 適な設定です。すべての仮想マシンの電源をオンにしてお

くと、同じサーバ上にある他の仮想マシンがホスト リソースを使用できません。永続的デスクトップ

を使用すると、ユーザがログオフするとただちに仮想マシンを一時停止できます。

ストレージの考慮事項

Cisco VXI システムで使用される VMware のデスクトップ仮想化アーキテクチャ ソリューションでは、

必要なストレージ全体を次のように削減します。

VMware View では Linked Clone テクノロジーを使用することで、親仮想マシンの仮想ディスクを、リ

ンクド クローン プロセスで作成されたすべてのクローンのメイン OS ディスクとして使用できます。

この機能によって、各クローン デスクトップ専用の OS ディスクは必要でなくなり、結果として Cisco 
VXI 導入に必要なストレージ キャパシティ全体が低減されます。VMware View を使用した仮想デスク

トップ導入の詳細については、「データセンター」の章を参照してください。

プールされたデスクトップのリンクド クローンと VMware View を使用すると、仮想化環境への移行

に必要なストレージ キャパシティ全体が大幅に低減されます。共有ストレージのコストは、ラップ

トップおよびデスクトップで個別のディスクを使用するよりもかなり高くなりますが、VMware View 
では多数のデスクトップ仮想マシンで同じ OS ディスクを共有する機能を備えているので、全体的なス

トレージ コストを削減できます。

オペレーティング システム ディスク 

View の導入では、OS ディスクはゲスト OS（Microsoft Windows XP または Windows 7）とアプリ

ケーション（Microsoft Office）がインストールされている親仮想マシンの仮想ディスクを参照します。

VMware View の導入により、この OS ディスクはプール内のすべてのデスクトップで読み取られます。

その結果、1 つの OS ディスクを多数のデスクトップで使用でき、各デスクトップがそれぞれ専用の 

制限

VMware vSphere 4.0 
Update 2 VMware vSphere 4.1

ホストあたりの仮想マシン数 320 320

ホストあたりの vCPU 数 25 25

ハイ アベイラビリティ クラスタあたりのホスト数 32 32

クラスタあたりの仮想マシン数 - 3000

ホスト数 8 以下のハイ アベイラビリティ クラスタ

内のホストあたりの仮想マシン数

160 -

ホスト数 9 以上のハイ アベイラビリティ クラスタ

内のホストあたりの仮想マシン数

40

VMware vCenter サーバあたりのホスト数 1000 1000

データセンターあたりのホスト数 100 400
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OS ディスクを保持する必要がないので、ストレージを大量に節約できます。ストレージと操作の両面

での効率性を考えた場合、このディスクは読み取り専用にするのが理想的ですが、このディスクを読み

取りおよび書き込みディスクとして使用すると、次に示す一般的なタイプの Microsoft Windows デス

クトップ データを保存できます。

 • Microsoft Windows プロファイル データ

 • 一時ファイル（ページ ファイルを含む）

 • ユーザ データ

ストレージと操作の効率性を高めるには、OS ディスクを読み取り専用ディスクにし、ここに示した

データを次のように他の場所へリダイレクトします。

 • Microsoft Windows プロファイル データは、Microsoft Windows 共有またはこの目的専用の別の

仮想ディスクへリダイレクトできます。これにより、OS ディスクが更新された場合にそのデータ

を保存できます。

 • 一時ファイルは、非永続的ディスクへリダイレクトできます。これにより、データを更新してスト

レージの使用を低減できます。SAN 上または Network-Attached Storage（NAS; ネットワーク ア
タッチド ストレージ）の一時的なボリュームの独立した場所を使用できます。

 • 通常は My Documents フォルダに保存されるユーザ データは、Microsoft Windows 共有または別

個のディスクへリダイレクトします。

シン プロビジョニングとシック プロビジョニングの比較

シン プロビジョニングは、ストレージ リソースを節約し、仮想化環境でのストレージ使用率を増大さ

せる一つの方法です。シック プロビジョニングでは、仮想マシンが導入されると、その仮想マシンに

関連付けられた仮想ディスクに対し、使用の有無に関係なくすべてのストレージが割り当てられ、ス

ペースが無駄に消費されます。シン プロビジョニングでは、仮想マシンに必要な場合のみストレージ 
リソースを割り当てることで、このような非効率性は軽減されます。したがって、20 GB ディスクを

備えた Microsoft Windows 7 が動作する仮想デスクトップは、ストレージ システム（SAN または 
NAS）で 20 GB のディスク スペースを予約していませんが、この仮想デスクトップ上の Microsoft 
Windows およびアプリケーションは、20 GB のスペースすべてが割り当てられているかのように動作

します。バック エンドでは、VMware ESX および ESXi が実際のストレージ割り当て状態を隠蔽し、

必要なときにだけスペースをデスクトップに割り当てます。ストレージの動的割り当てはチャンク内で

実行されます。チャンクのユニット サイズは、データ ストアが作成されるときに定義されます。この

ように特殊なタイプのシン プロビジョニングは VMware 仮想ディスクと呼ばれ、ファイルベース

（NFS）とブロックベース（SAN）の両方のデータ ストアでサポートされます。VMware シン プロビ

ジョニングの詳細については、次の VMware Knowledge Base の記事を参照してください。

 • 「VMware KB: Using Thin Provisioned Disks with Virtual Machines」 
http://kb.vmware.com/kb/1005418/

このように、シン プロビジョニングではストレージの制約を回避することで、基盤となるストレージ 
リソースを効率的に使用し、ストレージ キャパシティ全体のスケーラビリティを強化することができ

ます。Cisco VXI 環境では、このアプローチによって、所定のストレージでサポート可能な仮想デスク

トップ数が増加します。こうした理由から、エンドツーエンドの Cisco VXI システムには、VMware 
仮想ディスクのシン プロビジョニングが推奨されます。ただし、シン プロビジョニングはホストの 
CPU パフォーマンスに一定の影響を与えることに注意してください。

Cisco VXI システムでは、すべての VMware View プールはシン プロビジョニングを使用して検証済み

です。シン プロビジョニングは、VMware View デスクトップ プールの作成に使用される親仮想マシ

ンで有効化されます。親仮想マシンの仮想ディスクは、EMC のファイバ チャネル SAN ストレージま

たは NetApp の NAS（Network File System（NFS; ネットワーク ファイル システム））ストレージの

いずれかにその都度配置されました。
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NetApp や EMC などのストレージ ベンダーは、VMware の仮想ディスク シン プロビジョニングのほ

か、ストレージ レベルのシン プロビジョニングも提供しています。このシン プロビジョニングでは、

VMware シン プロビジョニングの場合よりもさらにストレージの効率性が向上します。ストレージ シ
ン プロビジョニングでは、実際のストレージ割り当て状態は、ストレージ システムによって VMware 
ESX および ESXi から隠されています。

Cisco VXI 導入では、仮想ディスクとストレージ シン プロビジョニングの両方を補完的に導入して、

ストレージ使用率を 適化することができます。NetApp を使用した Cisco VXI システムでのすべての

検証は、仮想ディスクとストレージ シン プロビジョニングの両方を適用して実施されました。

（注） シン プロビジョニングはストレージ リソースの超過割り当てであるため、スペース不足による問題が

発生する前にストレージをデータ ストアに追加できるよう、シン プロビジョニングが行われるディス

クの状態を注意深く監視する必要があります。

詳細については、この章の「関連情報」の項を参照してください。

ストレージ最適化テクノロジー

一般に、VDI 導入に伴う CAPEX コストの中でストレージ コストが も高くなるので、これらのコス

トの削減が VDI 採用の決定要因になります。Atlantis Computing などのベンダーが提供しているスト

レージ 適化またはキャッシング テクノロジーは、バックエンド ストレージ アレイでサポートしなけ

ればならない IOPS を大幅に削減できます。この削減は、デスクトップ近くに導入されたキャッシング 
テクノロジーを使用して、これらの IOPS をオフロードすることにより実現されます。大規模な SAN 
または NAS ベースのストレージ アレイは、ストレージ ドライブの数を増やすことにより、VDI 導入

に必要な IOPS を実現します。多くの場合、この実現に必要なストレージ ドライブの数は、VDI ユー

ザのユーザ ベースのサポートに必要なキャパシティに対するものよりも大きくなります。したがって、

良好な VDI ユーザ エクスペリエンスの実現に必要な IOPS パフォーマンスを満たすよう、ドライブを

ストレージ アレイに追加することになります。ストレージ 適化テクノロジーは、ストレージ アレイ

で実現しなければならない IOPS パフォーマンスを、同じサーバ上に存在するか、サーバとバックエン

ド ストレージ システムの間に集中配置されているローカルの DRAM または SSD キャッシュにオフ

ロードすることで、削減することを目指しています。Atlantis の場合、ストレージ 適化は、読み取り

と書き込みの両方のキャッシングが対象になっています。Atlantis では、たとえば、仮想デスクトップ

からの情報を保管するために必要な物理ストレージ キャパシティを削減するために、重複排除テクノ

ロジーが採用されています。ドライブの数は本来は IOPS 負荷を満たすように増やす必要があるのです

が、読み取りキャッシング機能を使用することにより、所定の数の物理ドライブに対し、サポートされ

る仮想デスクトップの数を大幅に増やすことができます。IOPS 負荷が大きい環境では、サーバ密度が 
IOPS によって制限される可能性がありますが、そのような場合、これらのテクノロジーでこのボトル

ネックを解消してサーバ上の VM 密度を改善することもできます。

ストレージ フットプリントの削減

ストレージ ベンダーは、デスクトップ仮想化導入に必要なストレージ サイズの決定に利用できる、規

模の経済性を提供するテクノロジーをサポートします。このテクノロジーには、保存するデータ内の重

複している情報を除去してストレージの効率性を高める、データの重複排除が含まれます。この機能

は、VMware の主要ファイル システムおよびエンドユーザ ファイル データ、およびその他の仮想化環

境で使用できます。重複しているデータが他の仮想化デスクトップ仮想マシンのデータである場合、そ

のデータは 1 度だけ保存され、それに関連付けられたメタデータが変更されます。これにより、両方の

仮想マシンがデータにアクセスできます。シン プロビジョニングの場合と同様、重複排除を使用する

と、既存のストレージが多数の仮想デスクトップをサポートできるようになるため、ストレージをきわ

めて効率的に使用でき、デスクトップ仮想化のスケーラビリティが向上します。したがって、特に大規

模なデスクトップ仮想化の導入では、重複排除機能を有効にすることを強く推奨します。
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デスクトップ仮想化環境での重複排除機能の使用方法については、EMC と NetApp のドキュメントを

参照してください。

パーティションの調整

仮想化デスクトップ上で動作する Microsoft Windows ファイル システム パーティションは、基盤とな

るストレージ パーティションに合わせて調整する必要があります。この調整によって全体的な I/O 遅
延が減少する一方、ストレージのスループットは増大するため、ストレージ パフォーマンスを強化す

ることができます。Microsoft Windows 7（32 ビットおよび 64 ビット）ではパーティションが自動的

に調整されるので、現在は Microsoft Windows XP でのみパーティションの調整が必要です。

Microsoft Windows では、ドライブの先頭に 63 ブロックのメタデータが直接書き込まれるため、ディ

スク上に作成された 初のパーティションが正しく調整されず、問題が発生します。その結果、ドライ

ブでは不要なデータ ブロックを余分に読み込む必要が生じ、ドライブの IOPS が増加する原因となりま

す。このような調整の不備に対処するために、使用されるストレージ システムと連携するドライブに、

調整済みパーティションが作成されます。この調整は、ブロックベースとファイルベースの両方のスト

レージ システムに有益です。Cisco VXI システムでは、EMC の SAN および NetApp の NAS ストレー

ジと連携するために、デスクトップ プールの親仮想マシン上で 64 KB の調整済みパーティションが作

成されました。実装の詳細については、Microsoft と VMware のドキュメントを参照してください。

ストレージ ネットワークの考慮事項

 • ジャンボ フレーム：IP ベースのストレージを使用する Cisco VXI 導入では、ジャンボ フレームを

有効にして、ストレージ帯域幅の使用率を増やし、I/O 応答時間を改善する必要があります。ジャ

ンボ フレームによって、データセンターの LAN ネットワークで IP トラフィックの転送に使用さ

れるイーサネット フレームの Maximum Transmission Unit（MTU; 大伝送単位）が増大します。

ジャンボ フレームを有効にすると、通常はイーサネットの MTU がデフォルト値の 1,518 バイトか

ら 9,000 バイトに増加します。ジャンボ フレームは、仮想デスクトップをホストしているサーバ

と、そのサーバが使用する IP ストレージとの間の各リンクで有効にする必要があります。ジャン

ボ フレームは全体的なスループットを改善するだけでなく、大容量のファイルを転送するホスト

の CPU の負担も軽減します。

 • ストレージ ネットワークの分離：ストレージ トラフィックは、LAN を使用する他のネットワーク 
トラフィックから物理的（推奨）または論理的に分離する必要があります。ファイバ チャネル 
SAN ストレージが使用される場合、Cisco Unified Computing System アーキテクチャではスト

レージ専用に 2 つの Host Bus Adapter（HBA; ホスト バス アダプタ）がサポートされます。

NFS および Small Computer System over IP（iSCSI）トラフィックのストレージなど IP ベースの

ストレージでも、同様の物理的な分離が推奨されます。IP ストレージ トラフィックには、ホスト

の専用アップリンク ポートを使用して、別個の VMkernel ポートと VLAN を使用する必要があり

ます。このように IP ストレージ トラフィックを他の IP から物理的に分離するために、Cisco 
Unified Computing System では 128 個の仮想アップリンク ポートをサポートする 新の 
Converged Network Adapters（CNA; 統合ネットワーク アダプタ）を使用します。アップリンク

を専用にできない場合は、ストレージに使用される個々の VLAN によって論理的な分離が行われ

ます。物理的分離は、アクセス レイヤで専用ポートまたはスイッチを使用してデータセンター 
ネットワークに拡張する必要があります。アクセス レイヤには、通常は Cisco Nexus 5000 シリー

ズ スイッチが配置されています。ストレージ トラフィックがデータセンター ネットワークのアグ

リゲーション レイヤに拡張されると、通常はこのレイヤに配置される Cisco Nexus 7000 シリーズ 
スイッチによって、仮想データセンター（VDC）を介した物理的分離がサポートされます。

 • ポートチャネル：可用性を損なうことなく全体的なアップリンク帯域幅を増強するには、ホストの 
LAN アップリンク ポートとアクセス レイヤ スイッチ（Cisco Nexus 5000 シリーズ）間でポート

チャネルを使用します。Cisco VXI 導入で IP ベースのストレージを使用する場合は、必要な LAN 
帯域幅が大幅に増加するため、このアプローチが重要になります。
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 • マルチパス化：ブロックベースの SAN ストレージと IP ベースの NAS ストレージのいずれの場合

でも、マルチパス化を使用して、ホストとそのストレージ間にロード バランシングされた冗長パ

スを作成できます。VMware は、ストレージ デバイスに関連付けられたさまざまな物理パスを学

習し、パス選択スキームを使用して所定の I/O 要求のパスを判断します。VMware でストレージ 
デバイスへのパスを選択するには、固定パス、直前に使用されたパス、ラウンドロビンの 3 つのオ

プションがあります。複数の物理パスで I/O トラフィックをロード バランシングする場合は、ラウ

ンドロビンを使用します。マルチパス化では、ストレージの復元力が強化されることによってパ

フォーマンスが向上するので、ストレージ ベンダーがマルチパス化をサポートしている場合は、

この機能を Cisco VXI 導入で有効にしておきます。エンドツーエンド Cisco VXI システムの EMC
（ファイバ チャネル SAN）と NetApp（NFS）では、この機能がサポートされます。

ゲスト OS の最適化

Microsoft Windows を以下のように 適化し、仮想化デスクトップのパフォーマンスとスケーラビリ

ティを強化できます。

 • Microsoft Windows 仮想マシンのファイル システムを 適化し、 良の I/O パフォーマンスを実現

するには、NTFS で 終アクセス日時の更新プロセスを無効にします。アプリケーションによって

ファイルが開かれると、Microsoft Windows は 終アクセス日時を使用してそのファイルを更新し

ます。このオプションを無効にすると、ファイル システム内部での IOPS が減少します。

 • 特に Windows 7 の導入では、Windows Best Performance を有効にすると、コンピューティングと 
WAN BW 使用率の両面において重要なパフォーマンスが向上します。

 • OS ディスクを定期的に更新します。VMware View の導入では、親仮想マシンの一時ファイル、

または元の OS ディスクで行う必要があるその他の変更を保存するために、リンクド クローンで読

み取りおよび書き込みファイルが保持されます。このファイルは diff ファイルで、時間の経過とと

もに拡大し、メイン OS ディスクと同じくらいのサイズになります。各リンクド クローンにあるこ

の読み取りおよび書き込みファイルが大量のストレージを消費しないようにするには、OS ディス

クを定期的に更新して、差分ファイルをクリーン アップし、クローン デスクトップが 初に作成

されたときの状態に戻します。

 • 各仮想マシンが使用するメイン OS ディスクが、アンチウイルス ソフトウェアによってスキャンさ

れないようにします。OS ディスクは読み取り専用ディスクとして配置されており、仮想デスク

トップの VMware View プールで使用されるゴールデン マスターとして認識される前に、アンチウ

イルス チェックが実行されています。この手順は、特に大規模な Cisco VXI 導入でのストレージ 
パフォーマンスの増強に効果的です。

仮想化デスクトップでは、複数の Windows 適化を有効にしてパフォーマンスを強化できます。

Cisco VXI システムに実装されている、Microsoft Windows XP および Windows 7 向けの主な 適化を  
表 39 に示します。

表 39 Microsoft Windows ゲスト OS の最適化

Microsoft Windows Hibernation の無効化

Microsoft Windows Defender の無効化（XP は適用外）

Microsoft Feeds Synchronization の無効化

Microsoft Windows Scheduled Disk Fragmentation の無効化（XP は適用外）

Microsoft Windows Registry Backup の無効化（XP は適用外）

ディスプレイの電源オプションをオフにする（PCoIP の場合）

マウス ポインタの影の無効化

書き込み専用時の McAfee アンチウイルス スキャン

Pre-fetch/Superfetch Service の無効化（XP は適用外）
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キャパシティの概算値の検証

全体的なリソース プランニング プロセスの次の手順では、前の項で説明した要因のほか、CPU、メモ

リ、ストレージなどの要因に基づいたキャパシティの概算を検証します。物理デスクトップのベースラ

イン パフォーマンス データと、導入用に選択された Cisco UCS ブレード サーバ上に展開できる仮想デ

スクトップ数の理論上の概算値に基づき、仮想化環境でのパフォーマンスの特定と検証を行い、以下の

項目を判断します。

 • サーバの CPU 平均使用率 

 • サーバのメモリ使用率 

 • サーバによって生成されるストレージ IOPS 

 • サーバのネットワーク帯域幅使用率 

 • アプリケーション応答時間

作業負荷の考慮事項

Cisco VXI 導入のためのキャパシティの概算を検証するには、1 つのオプションを使用してパイロット 
グループにサービスを提供し、実際のユーザのリソース概算値を検証されます。あるいは、ユーザ ア
クティビティ、使用されたアプリケーション、および使用パターンについて物理デスクトップから収集

されたデータを使用して、環境固有の作業負荷を定義することもできます。ユーザの作業負荷がシミュ

レーションされるよう、カスタムの作業負荷をテスト用に自動化することができます。あるいは、ス

ケールおよびパフォーマンス テスト用の作業負荷生成ツールで一般に使用される一般プロファイルの

いずれかに、カスタムの作業負荷をマッピングすることも可能です。

作業負荷によって、ワープロ処理、プレゼンテーション、その他のオフィス用アプリケーションなど、

ユーザが実際に使用するアプリケーションが明確になりますが、作業負荷にはバックアップやアンチウ

イルス スキャンなど、バックグラウンドのアクティビティも含まれています。社内ユーザの作業負荷

は、各自の業務や職務によって異なり、組織構造（販売、マーケティング、製造など）によって違う場

合もあります。作業負荷は、デスクトップ仮想化ユーザが地理的に分散している場合は特に、日時に

よって異なることもあります。バックアップやアンチウイルス スキャンなど、特定の時刻に開始され

るバックグラウンド アクティビティも、作業負荷が増大する原因となります。

表 40 に、ユーザのプロファイルをデスクトップの使用パターンに基づいておおまかに分類したものを

示します。ほとんどの作業負荷生成ツールでは、これらのプロファイルを反映する作業負荷が用意され

ています。ただし、使用されているプロファイル名（および場合によってはアプリケーション）が同じ

でも、各プロファイルに対して生成される実際の負荷はツールごとに大きく異なっており、パフォーマ

ンスの結果が同じにならない可能性があります。キャパシティ プランニングの観点からすると、作業

負荷の詳細を理解して、それが実際の環境とどのくらい一致しているかを評価することが重要です。通

常は、パフォーマンス データを実際の環境に対して使用するとき、違いがあることを前提として、X 

Microsoft Windows Diagnostic Policy Service の無効化（XP は適用外）

「No automatic updates」の有効化 

System Restore の無効化（コンポーザによって更新が実行される可能性があるため）

Microsoft Windows OS 自体のページングの無効化

不要なサービスの無効化

起動およびシャットダウン時の不要なサウンドの無効化

インデックス サービスの無効化 

すべての壁紙の削除

スクリーン セーバーの無効化 
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% のパフォーマンス的中率を加味することが推奨されます。X の選択は、与えられたツールの作業負

荷と試験に使用されたデスクトップ環境が実際のものとどれだけ一致しているかによって決まります。

また、作業負荷生成ツールの使用により得られたパフォーマンス データを使用するとき、実稼働環境

からのフィードバックを使用して、実施されたコンピューティングとストレージの概算を検証すること

も推奨されるオプションです。

表 40 ユーザ作業負荷プロファイル

Cisco VXI Knowledge Worker+ プロファイル

このドキュメントで説明されているエンドツーエンドの Cisco VXI システムでは、初めの 2 つのユー

ザ プロファイルの変動値を使用してテストを実施しました。このプロファイルを、Cisco VXI 
Knowledge Worker+（KW+）プロファイルと呼びます。このプロファイルの詳細を次の表に示しま

す。

ユーザ プロファイル 説明

タスク ワーカー  • 一度に 1 つのアプリケーションを開く

 • 印刷機能が制限される

 • マウスの使用が制限される

 • 主な作業はテキスト編集

ナレッジ ワーカー  • 一度に複数のアプリケーションを開く

 • 多様なアプリケーション

 • マルチメディア搭載のグラフィック アプリケーション、USB 周辺機器の

使用

パワー ユーザ  • 一度に複数のアプリケーションを開く

 • グラフィックや計算の負荷が高いアプリケーション

 • 場合によってはユーザに管理者権限が必要
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表 41 Cisco VXI Knowledge Worker+ プロファイル

スクリプト 
シーケンス

作業負荷プロファイル内の

アプリケーション アプリケーションでのアクティビティ

ステップ 1 Cisco Unified Personal 
Communicator をデスク

フォン モードで起動する

1. Cisco Unified Personal Communicator のデスクフォン 
モード アプリケーションがインストールされているか

どうかを確認する

2. インストールされていない場合は次のアプリケーショ

ンへ移動する

3. インストールされている場合は Cisco Unified Personal 
Communicator をデスクフォン モードで起動する

4. デスクフォン モードの Cisco Unified Personal 
Communicator にログインする

ステップ 2 Internet Explorer 8 を起動

し、動作を維持する

1. アプリケーションを起動する

2. キャッシュを消去する

3. 初の Web ページ 

http://10.0.128.150/VXI/index.html を開く

4. 次の Web ページ 

http://10.0.128.150/VXI/Recipes/index.html を開く

ステップ 3 Microsoft Word を起動し

て閉じる

1. アプリケーションを起動する

2. 既存のファイルを開く

3. 後のページへ移動する

4. ページを挿入する

5. 文章を書き込む

6. Word 文書を保存する

7. アプリケーションを閉じる

ステップ 4 Microsoft Outlook を起動

して閉じる

1. アプリケーションを起動する

2. すべてのフォルダが 新の状態になるまで待機する

3. 送受信を実行する

4. 既存の電子メールを削除して受信箱を空にする

5. 電子メールを送信する

6. 電子メールの返信を待機する

7. 電子メールを削除する

ステップ 5 Microsoft Excel を起動し

て閉じる

1. アプリケーションを起動する

2. 既存のファイルを開く

3. ズームの倍率を 100 % に設定する

4. ページを上に移動する

5. ページを下に移動する

6. 文書を保存する

7. アプリケーションを閉じる
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アンチウイルスの考慮事項

アンチウイルス スキャン ポリシー

以下の表には、テスト用に導入されたアンチウイルス ソリューションで使用されるスキャン ポリシー

が含まれています。テストに使用される AV ソリューションの詳細については、『Cisco VXI 
Performance and Capacity Validation Results Guide』を参照してください。AV エージェントがゴール

デンにインストールされていること、および作業負荷がシミュレーション ツールによって実行される

ので、それにより、AV がアクティビティに伴う読み取りと書き込みに対してスキャンを実行し、結果

としてコンピューティングとストレージのリソースに追加の負荷がかかることに注意してください。そ

のため、使用されるスキャン ポリシーによって、サーバとストレージのリソースにかかる負荷が変化

し、キャパシティ プランニングに使用されるパフォーマンス結果に影響を与える可能性があります。

ステップ 6 Microsoft PowerPoint を
起動して閉じる

1. アプリケーションを起動する

2. 既存のファイルを開く

3. スライドショーを再生する

4. アプリケーションを閉じる

ステップ 7 Adobe Acrobat を起動して

閉じる

1. アプリケーションを起動する

2. 既存のファイルを開く

3. ページ 50 へ移動する

4. ズームの倍率を 75 % に設定する

5. 表示を拡大（5 回）および縮小（5 回）する

6. アプリケーションを閉じる

 • アンチウイルス ソリューション（McAfee MoveAV または Trend Micro の Deep Security）は、

次の項で定義されるスキャン ポリシーを使用してデスクトップ上で常に有効化されます。

 • デスクフォン モードの Cisco Unified Personal Communicator と Outlook を除くすべてのアプリ

ケーションは、作業負荷ループを複数回繰り返す中で無作為に抽出されます。

 • デスクフォン モードの Cisco Unified Personal Communicator、Outlook、および Internet 
Explorer は、一度起動されると、作業負荷ループの所定の繰り返しの間は常に動作しています。

その間、作業負荷は他のアプリケーションを実行しています。

 • 無作為に抽出されたタイマーが上記の各ステップで使用され、7 ～ 11 秒間停止してユーザの「思

考」時間をシミュレーションします。

スクリプト 
シーケンス

作業負荷プロファイル内の

アプリケーション アプリケーションでのアクティビティ
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図 79 McAfee の MoveAV ソリューションのスキャン ポリシー

表 42 Trend Micro の Deep Security ソリューションのスキャン ポリシー

単一サーバの規模とパフォーマンスのテスト

この項では、検証方法、および Cisco VXI システム内で実施されるさまざまな規模とパフォーマンス

のテストの概要について説明します。このテストにより得られた実際の結果は、このマニュアルの追補

の役割を果たす『Cisco VXI Performance and Capacity Validation Results Guide』に記載されます。

次の項では、さまざまな導入プロファイルに対して実行された単一サーバ特性評価の結果を考察し、続

いて Cisco VXI 環境にあるシスコのコラボレーション アプリケーションに対して実行されたアプリ

ケーション特性評価について説明します。

スキャン ファイル： X：ディスクへの書き込み時

X：ディスクからの読み取り時

ネットワーク ドライブ上

X：バックアップ用に開く

スキャンするファイル タイプ X：全ファイル

除外するファイル C:¥WINDOWS¥System32¥Spool¥、[also exclude subfolders] をオン

にするかどうか

C:¥WINDOWS¥SoftwareDistribution¥Datastore¥、[also exclude 
subfolders] をオンにする

Win7 32 ビット：C:¥Program Files¥Scapa Platform¥、[Also exclude 
subfolders] をオンにする

C:¥pagefile.sys

C:¥ProgramData¥NTUser.pol

C:¥ProgramData¥NTUser.polC:¥WINDOWS¥system32¥GroupPolic
y¥registry.pol 
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検証方法

この項では、『Cisco VXI Performance and Capacity Validation Results Guide』に記載される規模とパ

フォーマンスのテストの結果に対して使用される検証方法について説明します。すべてのテストは、エ

ンドツーエンド VXI システム全体にわたって行われます。パフォーマンス テストでは、Scapa Test 
Technologies の作業負荷生成ツールを使用して、大量のユーザ セッションを開始します。このツール

は、すべての規模、パフォーマンス、およびその他の特徴タイプのテストに使用されます。

作業負荷プロファイル：Cisco VXI Knowledge Worker+

前述したとおり、使用した作業負荷は、デスクトップ仮想化環境で実施されるパフォーマンス関連の特

性評価にとって非常に重要な要因です。ここに示すすべてのテスト結果には、別途記載がない限り、

Cisco VXI Knowledge Worker+（KW+）の作業負荷が使用されています。このプロファイルの概要に

ついては、この章の「作業負荷の考慮事項」の項に記載されています。

合格基準

すべての単一サーバ テストの目的は、前述の Cisco VXI KW+ プロファイルに基づく特定の導入プロ

ファイルに対し、所定のサーバ モデルでサポート可能な仮想デスクトップ密度を特定することです。

各ケースで使用された合格基準は次のとおりです。

 • アプリケーションの応答時間に基づく良好なユーザ エクスペリエンス

 • 80 % または 90 % の CPU 使用率

 • バルーニング（ESXi）およびスワッピングによらない 90 % のメモリ使用率

アプリケーション応答時間

表 43 に、Cisco VXI システムで合格基準として使用された、アプリケーションの平均応答時間のまと

めを示します。すべてのテストは、Scapa Technologies の Test and Performance Platform（TPP）を使

用して実行されました。UCS サーバでホストされている各仮想デスクトップ上で、Scapa 負荷生成

ツールが VDI セッションを起動し、作業負荷プロファイルで定義されたアクティビティを開始して、

各デスクトップ上で作業負荷を生成します。作業負荷に含まれるアプリケーション（デスクフォン 
モードの Cisco Unified Personal Communicator を除く）は、作業負荷ループが繰り返されるたびに起

動され、閉じられます。したがって、所定のアプリケーションについて測定された平均応答時間（下記

を参照）は、サーバ上で動作しているすべての HVD で測定されたアプリケーション応答時間と、各 
HVD で作業負荷を繰り返し実行する間に測定された応答時間を結合したものです。下記の合格基準

は、これらのアプリケーションを使用して物理デスクトップと HVD で実施されたテストと、応答時間

の測定値を組み合わせて得られた数値です。各テストでは、測定された応答時間を、下記で定義されて

いるテストに合格するための合格基準と比較します。Scapa は、データセンターでホストされている仮

想デスクトップではなく、ユーザまたはエンドポイントの観点から応答時間を測定することにも注意が

必要です。

表 43 合格基準

アプリケーション 最大許容起動時間の合格基準

デスクフォン モードの Cisco Unified Personal Communicator 8.5 5 秒

Outlook 5 秒（** 注を参照）

Excel 5 秒

PowerPoint 5 秒

Acrobat 5 秒
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パフォーマンス メトリック 

テストを実施した各導入プロファイルについて、サーバ パフォーマンスの次の項目が測定されました。

ESXi では esxtop を使用して、5 秒のポーリング間隔でこれらのメトリックを測定しました。可能な場

合は、NetApp および EMC のストレージの統計も含まれています。

 • CPU 平均利用率

 • メモリ平均使用率

 • ストレージ 

 – IOPS

 – IO 帯域幅 

 – IO 遅延 

 • ネットワーク帯域幅使用率

結果の概要

VXI システム内で実施されたテストに基づいたキャパシティ プランニング用の規模とパフォーマンス

のデータは、『VXI Performance and Capacity Validation Results Guide』に記載されています。単一

サーバの観点から特徴付けられた導入プロファイルの概要を表 44 に示します。

表 44

Internet Explorer 5 秒

Word 10 秒

（注） ** 初期のテストでは、10 秒を合格基準として使用していたものもあります。

アプリケーション 最大許容起動時間の合格基準

目的 サーバ ストレージ DV プロファイル HVD プロファイル

単一サーバの規模

とパフォーマンス

UCS C-250 M2、
192 G のメモリを

搭載

直接接続ストレー

ジ：SAS ドライブ 
x 8（RAID10）

ESXi 4.1 上の 
View 4.5、PCoIP

Windows 7（32 
ビット）、1.5 G の
メモリと 20 G の
ディスクを搭載、

永続的

単一サーバの規模

とパフォーマンス

UCS C-250 M2、
192 G のメモリを

搭載

直接接続ストレー

ジ：SSD ドライブ 
x 2（RAID1）+ 
SAS ドライブ x 6

（RAID5）

ESXi 4.1 上の 
View 4.5、RDP

Windows 7（32 
ビット）、1.5 G の
メモリと 20 G の
ディスクを搭載、

永続的

Atlantis ILIO を使

用したストレージ

適化（IOPS オ
フロード）

UCS C-250 M2、
192 G のメモリを

搭載

直接接続ストレー

ジ：SAS ドライブ 
x 8（RAID10）

ESXi 4.1 上の 
View 4.5、PCoIP

Windows 7（32 
ビット）、1.5 G の
メモリと 20 G の
ディスクを搭載、

永続的
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Vblock：単一サー

バの規模とパ

フォーマンス

UCS B-250 M2、
192 G のメモリを

搭載

FC から EMC VNX 
シリーズ

ESXi 4.1 上の 
View 4.6

Windows 7（32 
ビット）、1.5 G の
メモリと 20 G の
ディスクを搭載、

永続的

CUPC のアプリ

ケーション特性評

価

UCS B-250 M2、
192 G のメモリを

搭載

ESXi 4.1 上の 
View 4.6、PCoIP 
と RDP

Windows 7（32 
ビット）、1.5 G の
メモリと 20 G の
ディスクを搭載、

永続的

CUCILYNC のア

プリケーション特

性評価

UCS B-250 M2、
192 G のメモリを

搭載

ESXi 4.1 上の 
View 4.5、PCoIP

Windows 7（32 
ビット）、1.5 G の
メモリと 20 G の
ディスクを搭載、

永続的

WebExConnect の
アプリケーション

特性評価 

UCS B-250 M2、
192 G のメモリを

搭載

ESXi 4.1 上の 
View 4.6

Windows 7（32 
ビット）、1.5 G の
メモリと 20 G の
ディスクを搭載、

永続的

AV（MoveAV）

の規模とパフォー

マンスの特性評

価、および UCS 
サーバ上の VM 密
度に与える影響

UCS B-250 M2、
192 G のメモリを

搭載

FC から EMC ESXi 4.1 上の 
View 4.6、RDP 
と PCoIP

Windows 7（32 
ビット）、1.5 G の
メモリと 20 G の
ディスクを搭載、

永続的

AV（TrendMicro）
の規模とパフォー

マンスの特性評

価、および UCS 
サーバ上の VM 密
度に与える影響

UCS B-250 M2、
192 G のメモリを

搭載

ESXi 5.0 上の 
View 5.0、RDP 
と PCoIP 

Windows 7（32 
ビット）、1.5 G の
メモリと 20 G の
ディスクを搭載、

永続的

動的に構築される

デスクトップの実

現によるパフォー

マンスの影響（ア

プリケーション レ
イヤ化と全体的な

デスクトップ管理

に Unidesk を使用

し、View がコネ

クション ブローカ

として機能）

UCS B-250 M2、
192 G のメモリを

搭載

NetApp FAS 3170 
上の NFS

ESXi 5.0 上の 
View 5.0、PCoIP

Windows 7（32 
ビット）、1.5 G の
メモリと 20 G の
ディスクを搭載、

永続的

目的 サーバ ストレージ DV プロファイル HVD プロファイル
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WAN のキャパシティ プランニング

この項では、エンタープライズ WAN と、帯域幅が制限されたブランチ サイトに配置できるデスク

トップ仮想化ユーザの数を決定する際に考慮すべき要因について説明します。所定の帯域幅の WAN リ
ンクがサポートできるデスクトップ仮想化ユーザ数は、次のように表すことができます。

WAN リンクの帯域幅 /単一のデスクトップ仮想化セッションの帯域幅

ただし、デスクトップ仮想化環境の場合、このようなサイズの決定方法には問題があります。なぜな

ら、単一のデスクトップ仮想化セッションの帯域幅のキャパシティは、いくつかの変動要因の影響を受

ける可能性があるからです。Voice over IP（VoIP）環境では、音声コールは音声コールです。つまり、

所定のコーデックに対し、トラフィックは予測可能かつ円滑であり、1 コールあたり 80 kbps で安定し

ています。デスクトップ仮想化セッションのトラフィックは、ユーザのネットワーク トラフィックが

現在そうであるように、完全な変動要因です。音声環境では、ブランチ ロケーションで 10 個のコール

を同時にサポートする必要がある場合、10 x 80 kbps = 800 kbps のトラフィックが必要です。

 デスクトップ仮想化では、デスクトップでの作業内容によって、2 人のユーザ間でセッションのトラ

フィック フローが大きく異なる場合があります。これは、セッションの帯域幅要件を変化させる変動

要因のうちの一つにすぎません。

デスクトップ仮想化では、ユーザが開始した各アクション（マウス クリック、キーボード アクション）

と、そのアクションに対する応答が、ネットワークを介して転送されます。これは、データセンター内

にホストされている仮想デスクトップとエンドユーザが使用しているクライアントの間のセッション 
トラフィックに含まれます。ネットワークにアクセスしなくても多数のアプリケーション（Microsoft 
Word 文書のローカル コピーの編集など）を起動および使用できる物理デスクトップとは異なり、仮想

デスクトップの使用には、デスクトップ上のすべてのアクティビティにネットワーク アクセスが必要

であり、したがって、ネットワーク帯域幅も必要になります。各仮想デスクトップ セッションには、

デスクトップ ディスプレイをエンドユーザに転送するために、TCP（RDP）または UDP（PCoIP）
ベースのメイン ディスプレイ セッションが存在します。さらに、物理デスクトップと同等の機能とエ

クスペリエンス（マルチメディア リダイレクト（MMR）や USB リダイレクト トラフィックなど）を

実現するために、メイン ディスプレイ セッションに関連した追加の TCP セッションが存在する場合も

あります。

 • 使用される転送プロトコル

 • 使用される暗号化タイプ 

 • 圧縮レベル

 • ディスプレイ レンダリング：ローカルまたはリモート

Vblock：単一サー

バの規模とパ

フォーマンス：

vSphere 5.0 の変

更に基づく

UCS B-250 M2、
192 G のメモリを

搭載

FC から EMC VNX 
シリーズ

ESXi 5.0 上の 
View 5.0、RDP 
と PCoIP 

Windows 7（32 
ビット）、1.5 G の
メモリと 20 G の
ディスクを搭載、

永続的

ユーザ ペルソナ仮

想化用の 
AppSense の規模

とパフォーマンス

の特性評価、およ

び UCS サーバ上

の VM 密度に与え

る影響

UCS B-250 M2、
192 G のメモリを

搭載

NetApp FAS 3170 
上の NFS

ESXi 4.1 上の 
View 4.6

Windows 7（32 
ビット）、1.5 G の
メモリと 20 G の
ディスクを搭載、

永続的

目的 サーバ ストレージ DV プロファイル HVD プロファイル
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 • プロトコルがネットワーク状態（使用可能な帯域幅、遅延、ジッター）の変化に適応する方法

プロトコル動作のこれらの特性は、WAN キャパシティ プランニングに対して多くの点で直接関係する

可能性があります。

ディスプレイ プロトコルそのものに加え、ネットワーク帯域幅（およびその結果として WAN サイジ

ング）に影響を与える可能性のあるその他の要因がいくつか存在します。それらの概要について以下に

示します。

 • モニタ数、画面解像度、およびカラー深度はすべて帯域幅に影響を与える可能性があります。

 • デスクトップ上で提供されるアプリケーション（Microsoft Office、ソフトフォン、Web ブラウザ、

インスタント メッセージング）、これらのアプリケーションをユーザが使用する方法、およびデス

クトップ上のその他のアクティビティにより、ネットワーク上のデスクトップ単位またはユーザ単

位の負荷は大きく変化します。このような変動は、ネットワーク サイジングを少し困難なものに

する可能性があります。そのため、シスコまたは他のベンダーからのデータを使用して理論上の計

算を行った場合は、検証を行う必要があります。それには、実際の環境をモニタし、トラフィック 
パターン、使用例、および企業固有のその他のパラメータを考慮に入れたパイロットまたはその他

のテストによってサイジング データを調整します。

 • 仮想デスクトップ上で使用されるゲスト OS、つまり、Microsoft Windows XP や Windows 7（32 
ビットおよび 64 ビット）も、それらが提供するデスクトップ エクスペリエンスの違い、または

セッションの動作やエクスペリエンスに影響を与えるその他の OS 固有の変更により、ネットワー

ク帯域幅のニーズに影響を与える可能性があります。そのような例の 1 つに、Windows 7 デスク

トップのデザインとパフォーマンスの設定があります（図 80 を参照）。VXI システム内で実施さ

れるテストに基づいて、[Let Windows choose what's best for my computer]（デフォルト）のデ

フォルト オプションを 高のパフォーマンスに変更すると、 大 30 % の帯域幅の節約が可能で

す。この変更は、GUI と、あれば便利なその他のグラフィック機能（透過など）に影響しますが、

機能性にはまったく影響がないので、WAN 上に VDI を導入する際には検討する価値があります。

また、デスクトップの CPU 処理のニーズも削減されます。それにより、与えられた UCS サーバ上

にホスト可能なデスクトップの数が増える可能性があります。このため、VXI システム内のすべ

ての検証では、Windows のベスト パフォーマンスが有効にされています。つまり、ビデオ コンテ

ンツは帯域幅を大量に消費するうえ、損失、ジッター、および遅延の要件が厳しいので、QoS お
よびビデオの帯域割り当てには、使用例および関連するトラフィック パターンをよく理解して慎

重に検討およびプランニングを行う必要があります。
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図 80 Windows のデザインとパフォーマンスの設定

ビデオ

別の重要な考慮事項として、ストリーミング ビデオを仮想デスクトップでサポートする必要があるか

どうかという点があります。サポートする必要がある場合、全体的なユーザ エクスペリエンスはもと

より、キャパシティ プランニングにも影響する複数の考慮事項が存在します。一般にビデオは、帯域

幅を大量に消費するうえ、損失、ジッター、および遅延の要件が厳しいため、ブランチ環境内でのビデ

オ導入には慎重な検討が必要とされます。このような課題は、デスクトップ仮想化の有無に関係なく存

在します。VMware View の導入では、マルチメディア リダイレクト（MMR）を使用してビデオを転

送できます。これは、UDP ベース（PCoIP）または TCP ベース（RDP）となるメイン ディスプレイ 
セッションから独立した TCP セッションです。これにより、管理者は、ブランチでの全体的なユーザ 
エクスペリエンスに直接影響を与える QoS を提供するだけでなく、WAN 適化を使用して WAN 上の

帯域幅要件を削減することもできます。ただし、いくつかの注意すべき点があります。1 つは、フラッ

シュ ビデオの転送に MMR を使用できないことです。2 つ目は、Cisco WAAS が現時点ではフラッ

シュ ビデオを 適化しないことです。そして 後に、HVD 上で Microsoft Windows 7 がゲスト OS と
して動作している場合、VMware View で MMR がサポートされないことが挙げられます。

印刷

デスクトップ仮想化環境内での印刷も、セッションあたりのトラフィックに影響を与えることがありま

す。したがってそれをサポートするために必要な WAN キャパシティも、導入されている印刷ソリュー

ションのタイプに応じて影響を受ける可能性があります。企業は、プリント サーバを各自のデータセ
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ンター内に導入し、印刷トラフィックが WAN ネットワークからブランチ サイトのローカル プリンタ

（USB 接続など）へ移動するようにできます。USB 印刷トラフィックは、VMware 環境内のメイン 
ディスプレイ セッションから独立したチャネル上で転送されます。これは、ネットワーク レベルの 
QoS を実現するのに役立ち、全体的なユーザ エクスペリエンスにとって重要になる場合があります。

WAN キャパシティ プランニングの観点からは、WAN 適化により、印刷に関連した帯域幅ニーズを

大幅に削減できる可能性があります。デスクトップ仮想化環境内で WAAS と連携可能な導入オプショ

ンは 2 つあります。1 つは、Cisco WAAS プリント アプリケーション オプティマイザ（PAO）機能

（WAAS 4.1 以降で使用可能）を使用して Microsoft Windows の印刷を高速化することです。もう 1 つ
は、WAAS アプライアンス自体に搭載されたブランチ ルータ上にプリント サーバを導入することで

す。 初のオプションの場合、PAO は、メタデータ キャッシング、プリンタ ハンドルの遅延クローズ

処理、印刷データの非同期処理などによって WAN 上のプロトコルの頻繁なやり取りを減らすことによ

り、Windows 印刷プロトコル CIFS/MSRPC を 適化します。これは、TCP ベースのプロトコルで基

本的に提供されるトランスポート レベルの 適化に加えて行われます。2 つ目のオプションの場合、

WAAS をプリント サーバとして導入することにより、スプールされた印刷トラフィックが WAN ネッ

トワークを経由する必要がなくなります。デスクトップ仮想化環境の印刷に関する導入オプションの詳

細については、ネットワークの章を参照してください。この章では、導入の際に WAAS によって得ら

れる利点も説明されています。

WAN 最適化

WAN リンクのサイジング時のもう一つの重要な考慮事項として、WAN 適化を使用するかどうかの

決定があります。シスコの WAAS は、帯域幅要件を削減することを目的としたアプリケーション パ
フォーマンス 適化ソリューションであり、与えられた WAN リンク上で多数のユーザを展開すること

を可能にします。また、アプリケーション トラフィックをローカルにキャッシングすることにより、

遅延を短縮し、ユーザ エクスペリエンスの向上に貢献します。VXI 導入では、WAAS の導入において 
2 つの主要な利点があります。それらの概要について以下に示します。

 • デスクトップ イベントがネットワークを介してリモートで表示されるという、デスクトップ仮想

化が持つ固有の性質により、物理デスクトップでは存在することがない、ネットワーク負荷の大幅

な増加が起こります。ブランチ ユーザを物理デスクトップから仮想デスクトップに移行するため

に必要な WAN リンクのアップグレードに関連したコストは、WAN 適化を導入することで、大

幅に削減される可能性があります。したがって、キャパシティ プランニングと TCO の観点から、

この 適化を導入することが強く推奨されます。多様なモデルの WAAS が用意されているので、

実際の環境のニーズに合わせることは容易です。さらに、WAAS を使用して、デスクトップ仮想

化以外のトラフィックに対する帯域幅を 適化することもできます。これは、物理デスクトップ 
ユーザと仮想デスクトップ ユーザが共存するブランチにとって特に重要になる場合があります。

デスクトップ仮想化環境での Cisco WAAS の導入の詳細については、このマニュアルのネット

ワークの章を参照してください。

 • WAN サイジングにとってはそれほど重要ではないですが、WAAS には、一部のアプリケーション 
トラフィックをローカルにキャッシングすることにより、遅延を短縮するという利点もあります。

また、アプリケーション トラフィックを 適化し、帯域幅のニーズを削減することにより、ユー

ザ エクスペリエンスに影響することのある輻輳関連のパフォーマンスの問題が発生しにくくなり

ます。

WAAS を使用する場合、次の点に注意する必要があります。

 • WAAS は、環境によってはあまり効果がない場合があります。これは、現在の WAAS が UDP ト
ラフィックを 適化しないため、使用されるディスプレイ プロトコルが UDP ベースの場合に起こ

ります。ただし、この章の前半で説明したように、仮想デスクトップ セッションに関連した他の

トラフィックには 適化可能なものもあります。

 • WAAS は一般にアプリケーションやユーザが意識する必要のないものですが、一部のディスプレ

イ プロトコルでは、WAAS が機能するために、暗号化を無効にしなければならない場合がありま

す。
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ネットワーク帯域幅の概算 

これまでの説明から、デスクトップ仮想化を利用しているときに、複数の変動要因がセッションあたり

の帯域利用率に影響する可能性があることは明らかです。アプリケーション、作業負荷、および使用パ

ターンのすべてが帯域幅要件を変化させる可能性があるので、WAN リンクのサイジングは簡単にすま

すことはできません。サイジングの概算値をお客様の環境内ですべて検証する必要があります。

デスクトップ仮想化トラフィックは変動性が高いので、多くの要因がセッションあたりの帯域利用率に

影響する可能性があり、結果として、企業内の全体的なブランチ導入に対するネットワーク キャパシ

ティも影響を受けます。WAN リンクの帯域幅要件を決定する方法には、実際の環境に も合う一般作

業負荷プロファイル（タスク ワーカー、ナレッジ ワーカー）と負荷生成ツールを使用して、帯域幅

ニーズの特性を評価するアプローチがあります。VXI システム内のネットワーク特性評価に使用され

る一般プロファイルと作業負荷の詳細については、この章の前半にある「作業負荷の考慮事項」を参照

してください。なお、一般作業負荷に基づいた概算値は、実際の環境内での変動が考慮されるように調

整する必要があります。あるいは、実際の環境により近い作業負荷を使用して、概算に使用される作業

負荷を調整する必要があります。Cisco WAAS が WAN 適化に使用される場合、実際の環境ではトラ

フィックの使用パターンに変動があり、テスト ツールを使用してそれらを再現することは困難な場合

があるため、パイロット環境でのいくつかのテストの実施を検討する必要があります。

サイジング プロセスで役立つように、VXI システム内で検証を実施して、帯域幅サイジング データが

決定されました。このために、ナレッジ ワーカー作業負荷においてより一般的なアプリケーションに

よって使用される帯域幅使用率のピークおよび平均がアプリケーションごとに詳細に分析されました。

VXI システム内で実施されたこれらおよびその他のネットワーク特性評価テストの概要を下記の表に

示します。これらは、VXI を導入する際の WAN ネットワークのサイジングの出発点として利用でき

ます。

ネットワーク特性評価の結果

VXI システム内で実施されたテストに基づいた、WAN キャパシティ プランニングの指針となるデー

タは、『VXI Performance and Capacity Validation Results Guide』に記載されています。『Cisco VXI 
Performance and Capacity Validation Results Guide』に記載されている内容のおおまかな概要を下記の

表に示します。

すべてのテストは、エンドツーエンドの Cisco VXI ネットワークを介してブランチ サイトから実施さ

れました。このネットワークの構築には、このマニュアル内の前の章で概要が説明されている Cisco 
VXI システム アーキテクチャが使用されています。前述のように、ここに示すデータは Cisco VXI 
Knowledge Worker+ 作業負荷に基づいていますが、限られた帯域幅で WAN を導入する際に企業が考

慮すべき要因について、有益な見識をこのデータから得ることができます。Cisco VXI KW+ 作業負荷

の詳細については、この章で前述した「作業負荷の考慮事項」の項を参照してください。

表 45

目的 サーバ WAN リンク

DV プロ

ファイル HVD プロファイル

Cisco VXI KW+ 作業負荷の帯域

幅特性を理解する

UCS B200 
M2、96 G 
のメモリを

搭載

T1、80 ms 
の遅延

ESXi 4.1 上
の View 
4.5、PCoIP 
と RDP

Windows 7（32 ビッ

ト）、1.5 G のメモリと 
20 G のディスクを搭載、

永続的

ビデオ専用の帯域幅特性を理解

する

UCS B200 
M2、96 G 
のメモリを

搭載

T1、80 ms 
の遅延

ESXi 4.1 上
の View 
4.5、PCoIP 
と RDP

Windows 7（32 ビッ

ト）、1.5 G のメモリと 
20 G のディスクを搭載、

永続的
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重要事項のまとめ

要約すると、VXI システム内で実施されたネットワーク特性評価に基づいた重要事項は次のとおりで

す。

 • 特定の作業負荷を使用した PCoIP および RDP に必要な 小帯域幅は、それぞれ 320 kbps および 
1.28 Mbps です。同じ作業負荷で消費されるピーク帯域幅は、PCoIP の場合は 3.6 Mbps、RDP の
場合は 2 Mbps 超です。このデータを使用して、WAN リンクのサイズを決定し、それらのリンク

で QoS ポリシーを有効にすることができます。

 • アプリケーションの一部の機能または特性によってピーク帯域幅が消費されることがありますが、

アプリケーション全体としての消費量はそれほど多くありません。たとえば、PowerPoint のスラ

イド ショー モードによる BW への影響は、特定の作業負荷において も大きくなります。

 • VXI 作業負荷で使用されるリッチ メディア アプリケーション、つまり、デスクフォン モードの 
Cisco Unified Personal Communicator 8.5 が BW に与える影響は大きくありません。なお、指定さ

れた作業負荷において も帯域幅を消費するのは、PowerPoint と Outlook です。

 • RDP 向けの WAAS で 90 % の 適化を実行すると、良好なユーザ エクスペリエンスが得られる

ユーザ数は 1 から 15 に増加しました。顧客が WAAS を使用して達成できる 適化が 60 % であっ

たとしても、ユーザ数は WAAS を使用しない場合よりも大幅に増加します。

導入後のパフォーマンス モニタリング

デスクトップ仮想化セッションのアプリケーション パフォーマンスだけでなく、データセンター内の

全コンポーネントでキャパシティを監視する、キャパシティおよびパフォーマンス分析ツールが必要で

す。これにより、管理者は使用パターンとアクティビティ パターンに基づいて、必要に応じたキャパ

シティの増強や変更を行うことができます。キャパシティおよびパフォーマンスの監視専用に使用でき

るツールは次のとおりです。

 • VMware esxtop ツールでは、VMware ESX サーバのリアルタイム ビューを表示できます。具体的

には、以下のデータが表示されます。

 – 各仮想マシンの CPU 使用量

 – 各物理プロセッサの CPU 使用量

 – メモリ使用量

 – 仮想ディスク使用量

 – LAN およびストレージ アクセス用のネットワーク帯域幅

 • データセンターに配置されたネットワーク分析モジュールを使用すると、帯域幅使用率、ドロッ

プ、および遅延について、デスクトップ仮想化トラフィックのネットワーク パフォーマンス統計

データを収集できます。

ディスプレイ プロトコルの適応

性がサーバおよびコンピュー

ティング パフォーマンスに与え

る影響の度合い

UCS B200 
M2、96 G 
のメモリを

搭載

T1、80 ms 
の遅延

ESXi 4.1 上
の View 
4.5、PCoIP 
と RDP

Windows 7（32 ビッ

ト）、1.5 G のメモリと 
20 G のディスクを搭載、

永続的

WAAS 適化が View RDP を使

用した WAN 導入に与える影響

UCS B200 
M2、96 G 
のメモリを

搭載

T1、80 ms 
の遅延

ESXi 4.1 上
の View 
4.5、PCoIP 
と RDP

Windows 7（32 ビッ

ト）、1.5 G のメモリと 
20 G のディスクを搭載、

永続的

目的 サーバ WAN リンク

DV プロ

ファイル HVD プロファイル
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 • ストレージ ベンダーが提供するストレージ パフォーマンス ツールでは、ストレージ パフォーマン

スを正確に評価し、IOPS やスループットなどのメトリックを利用することができます。これらの

ツールは、パフォーマンスに影響する可能性がある問題の特定にも役立ちます。NetApp および 
EMC にはこのようなツールが用意されており、エンドツーエンド Cisco VXI システムの評価に使

用されました。

エンドツーエンド Cisco VXI システムの監視に使用できるネットワーク管理ツールの詳細については、

「管理と運用」の章を参照してください。

VXI の部品表（BOM）

エンドツーエンド VXI ソリューションの構築に利用可能な、事前に設定された VXI BOM パッケージ

が用意されています。1000、2000、5000、および 10,000 ユーザ規模の導入に利用できます。これら

の総合的な BOM パッケージの詳細については、営業担当者にお問い合わせください。

関連情報

次のリンクに、この章で説明したハードウェアおよびソフトウェアを含む特定のベンダー情報の詳細を

示します。

VMware View 5.0 ドキュメント 
http://www.vmware.com/support/pubs/view_pubs.html

『Performance Best Practices for VMware vSphere 5.0』 
http://www.vmware.com/pdf/Perf_Best_Practices_vSphere5.0.pdf

『VMware View 5 Performance and Best Practices – Technical White Paper』 
http://www.vmware.com/files/pdf/view/VMware-View-Performance-Study-Best-Practices-Technical-
White-Paper.pdf

vSphere 5.0 の 大構成 
http://www.vmware.com/pdf/vsphere5/r50/vsphere-50-configuration-maximums.pdfwkvQTra_K-HeiA
Kb8siKDA&usg=AFQjCNEB6XvonDGGm4HQ

HIMP（HaltingIdleMsecPenalty）パラメータに関する VMware KB 記事 
http://kb.vmware.com/selfservice/microsites/search.do?language=en_US&cmd=displayKC&externalId
=1020233

透過的ページ共有メモリの vSphere 5.0 のリソース管理に関する VMware KB 記事 
http://kb.vmware.com/kb/1021095

『Performance Study of VMware vStorage Thin Provisioning』VMware KB：「Using thin provisioned 
disks with virtual machines」 
http://www.vmware.com/pdf/vsp_4_thinprov_perf.pdf

『Workload Considerations for Virtual Desktop Reference Architectures』 
http://www.vmware.com/files/pdf/VMware-WP-WorkloadConsiderations-WP-EN.pdf?rct=j&q=worklo
ad%20considerations%20for%20virtual%20desktop%20reference&source=web&cd=1&ved=0CBwQF
jAA&url=http://www.vmware.com/go/view4rawc&ei=hFXQTr6QDKbjiAKk84ngCw&usg=AFQjCNE
IFL

『Virtual Reality Check - Phase III』と『Virtual Reality Check - Phase IV』 
http://www.projectvrc.com/white-papers.html

『Desktop Virtualization with View 4.5 and EMC Storage』 
http://www.cisco.com/en/US/solutions/ns340/ns414/ns742/ns743/ns993/landing_dcVirt-VM_EMC.htm
l
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『Desktop Virtualization with View 4.5 and NetApp Storage』 
http://www.cisco.com/en/US/solutions/ns340/ns414/ns742/ns743/ns993/landing_dcVirt-VM_netapp.ht
ml

『VMware View on NetApp Deployment Guide』 
http://media.netapp.com/documents/tr-3770.pdf

『Scalability Study for Deploying VMware View on Cisco UCS and EMC Symmetrix V-Max Systems』 
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=scalability%20study%20for%20deploying%20vmware%20
view%20on%20cisco%20ucs%20and%20emc%20symmetrix%20v-max%20systems&source=web&cd
=1&ved=0CCsQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.cisco.com%2Fen%2FUS%2Fdocs%2Fsolutions%2
FEnterprise

『VMware View 5 Network Optimization with PCoIP』 
http://www.vmware.com/files/pdf/view/VMware-View-5-PCoIP-Network-Optimization-Guide.pdf

『Network Design for View』 
http://www.cisco.com/en/US/solutions/ns340/ns414/ns742/ns743/ns993/landing_dcVirt-vm_view4.htm
l

リソース管理 
http://pubs.vmware.com/vsphere-50/topic/com.vmware.ICbase/PDF/vsphere-esxi-vcenter-server-50-res
ource-management-guide.pdf

VMware KB：「Using thin provisioned disks with virtual machines」 
http://kb.vmware.com/kb/1005418

略語
このドキュメントで使用されている略語および省略形を表 46 に示します。

表 46 略語一覧

略語 正式表記

CNA 統合型ネットワーク アダプタ（Converged Network Adapter）

FC ファイバ チャネル（Fibre Channel）

FCoE Fibre Channel over Ethernet

HBA ホスト バス アダプタ（Host Bus Adapter）

HVD ホステッド仮想デスクトップ（Hosted Virtual Desktop）

IOPS 1 秒あたりの I/O 処理数（I/O Per Second）

iSCSCI Small Computer System Interface over IP

LAN ローカル エリア ネットワーク（Local Area Network）

NFS ネットワーク ファイル共有（Network File Share）

PCoIP PC over IP

RDP Remote Desktop Protocol

TPS 透過的ページ共有（Transparent Page Sharing）

vDC 仮想データセンター（Virtual Data Center）

VEM 仮想イーサネット モジュール（Virtual Ethernet Module）

VM 仮想マシン（Virtual Machine）

vPC 仮想ポート チャネル（Virtual Port Channel）
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http://www.cisco.com/en/US/solutions/ns340/ns414/ns742/ns743/ns993/landing_dcVirt-VM_netapp.html
http://media.netapp.com/documents/tr-3770.pdf
http://www.vmware.com/files/pdf/view/VMware-View-5-PCoIP-Network-Optimization-Guide.pdf
http://www.cisco.com/en/US/solutions/ns340/ns414/ns742/ns743/ns993/landing_dcVirt-vm_view4.html
http://pubs.vmware.com/vsphere-50/topic/com.vmware.ICbase/PDF/vsphere-esxi-vcenter-server-50-resource-management-guide.pdf
http://kb.vmware.com/kb/1005418
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その他の資料
次のリンクに、このマニュアルで説明したハードウェアおよびソフトウェアを含む特定のベンダー情報

の詳細を示します。

デスクトップ仮想化関連のリンク

VMware

『VMware view 4.0 Architecture Planning Guide』 
http://www.vmware.com/pdf/view401_architecture_planning.pdf
VMware vSphere の概要（ESX 4.1、ESXi 4.1） 
http://www.vmware.com/support/pubs/vs_pages/vsp_pubs_esx41_vc41.html

『VMware VDI implementation best practices』 
http://www.vmware.com/files/pdf/vdi_implementation_best_practices.pdf

『Performance Best Practices for VMware vSphere® 4.0』（ESX 4.0 および ESXi 4.0） 
http://www.vmware.com/pdf/Perf_Best_Practices_vSphere4.0.pdf

データセンター関連のリンク

シスコのデータセンターのデザイン ゾーン

http://www.cisco.com/en/US/netsol/ns743/networking_solutions_program_home.html

『Best Practices in Deploying Cisco Nexus 1000V Series Switches on Cisco UCS B Series Blade Servers』

http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/switches/ps9441/ps9902/white_paper_c11-558242.html

『EMC Solutions for VMware View』

http://www.emc.com/solutions/application-environment/vmware/vmware-view-virtual-desktops.htm

『Top 5 Reasons Why Customers Deploy VMware View on EMC Unified Storage』

http://www.emc.com/collateral/software/15-min-guide/h8532-top5-deploy-vmware-view-uni-stor.pdf

『Deploying Microsoft Windows 7 Virtual Desktops with VMware View - Applied Best Practices』

http://www.emc.com/collateral/software/white-papers/h8043-windows-virtual-desktop-view-wp.pdf

『Deploying Microsoft Windows XP Virtual Desktops with VMware View - Applied Best Practices』

http://www.emc.com/collateral/software/white-papers/h7168-performance-optimization-windows-xp-v
di-wp.pdf

NetApp TR-3298：『RAID-DP: NetApp Implementation of RAID Double Parity for Data Protection』

http://media.netapp.com/documents/tr-3298.pdf

VSM 仮想スイッチ モジュール（Virtual Switch Module）

VoIP Voice over IP

WAN ワイド エリア ネットワーク（Wide Area Network）

略語 正式表記
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http://www.cisco.com/en/US/netsol/ns743/networking_solutions_program_home.html
http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/switches/ps9441/ps9902/white_paper_c11-558242.html
http://www.emc.com/solutions/application-environment/vmware/vmware-view-virtual-desktops.htm
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NetApp TR-3347：『FlexClone Volumes: A Thorough Introduction』

http://media.netapp.com/documents/tr-3347.pdf

NetApp TR-3437：『Storage Best Practices and Resiliency Guide』

http://media.netapp.com/documents/tr-3437.pdf

NetApp TR-3505：『NetApp Deduplication for FAS, Deployment and Implementation Guide』

http://media.netapp.com/documents/tr-3505.pdf

NetApp TR-3563：『NetApp Thin Provisioning』

http://media.netapp.com/documents/tr-3563.pdf

VMware VSphere ドキュメントのページ

http://www.vmware.com/support/pubs/vs_pages/vsp_pubs_esxi40_i_vc40.html

ネットワーク関連のリンク

VMware View 4.x の 初のリンク

http://kb.vmware.com/selfservice/microsites/search.do?language=en_US&cmd=displayKC&externalId
=1012382#View4.x

VMware View 4.x の 2 番目のリンク

http://kb.vmware.com/selfservice/microsites/search.do?language=en_US&cmd=displayKC&externalId
=1012382#View4x

Cisco WAAS Central Manager GUI の概要 

http://www.cisco.com/en/US/docs/app_ntwk_services/waas/waas/v421/configuration/guide/intro.html#
wp1122501

『Configuring Traffic Interception』

http://www.cisco.com/en/US/docs/app_ntwk_services/waas/waas/v4013/configuration/guide/traffic.ht
ml

『Configuring Application Acceleration』

http://www.cisco.com/en/US/docs/app_ntwk_services/waas/waas/v4013/configuration/guide/policy.ht
ml

『Configuring Application Acceleration』

http://www.cisco.com/en/US/docs/app_ntwk_services/waas/waas/v4013/configuration/guide/policy.ht
ml

『Configuring Network Settings』

http://www.cisco.com/en/US/docs/app_ntwk_services/waas/waas/v4013/configuration/guide/network.h
tml

『Configuring and Managing WAAS Print Services』

http://www.cisco.com/en/US/docs/app_ntwk_services/waas/waas/v4013/configuration/guide/printsvr.ht
ml

データセンター 

http://www.cisco.com/en/US/docs/solutions/Enterprise/Data_Center/DC_3_0/DC-3_0_IPInfra.html

キャンパス 

http://www.cisco.com/en/US/docs/solutions/Enterprise/Campus/HA_campus_DG/hacampusdg.html
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ブランチ /WAN

http://www.ciscosystems.com/en/US/docs/solutions/Enterprise/Branch/srlgbrnt.pdf

物理インターフェイス 

http://www.cisco.com/en/US/docs/app_ntwk_services/data_center_app_services/ace_appliances/vA1_7
_/configuration/device_manager/guide/UG_ntwk.html

管理アクセス 

http://www.cisco.com/en/US/docs/interfaces_modules/services_modules/ace/v3.00_A1/configuration/a
dministration/guide/access.html

リソース管理 

http://www.cisco.com/en/US/docs/app_ntwk_services/data_center_app_services/ace_appliances/vA1_7
_/configuration/device_manager/guide/UG_confg.html#wp2700097

ハイ アベイラビリティ 

http://www.cisco.com/en/US/docs/app_ntwk_services/data_center_app_services/ace_appliances/vA1_7
_/configuration/device_manager/guide/UG_ha.html

『Configuring Virtual Contexts』

http://www.cisco.com/en/US/docs/app_ntwk_services/data_center_app_services/ace_appliances/vA1_7
_/configuration/device_manager/guide/UG_confg.html

ワンアーム モードの設定 

http://www.cisco.com/en/US/docs/interfaces_modules/services_modules/ace/vA2_3_0/configuration/g
etting/started/guide/one_arm.pdf

セッションの持続性の設定 

http://www.cisco.com/en/US/docs/app_ntwk_services/data_center_app_services/ace_appliances/vA1_7
_/configuration/device_manager/guide/UG_lb.html#wp1062118

ヘルス モニタリングの設定 

http://www.cisco.com/en/US/docs/app_ntwk_services/data_center_app_services/ace_appliances/vA1_7
_/configuration/device_manager/guide/UG_lb.html#wp1045366

バランシング アルゴリズム 

http://www.cisco.com/en/US/docs/app_ntwk_services/data_center_app_services/ace_appliances/vA1_7
_/configuration/device_manager/guide/UG_lb.html#wp1045366

送信元 NAT の設定 

http://docwiki.cisco.com/wiki/Basic_Load_Balancing_Using_One_Arm_Mode_with_Source_NAT_on
_the_Cisco_Application_Control_Engine_Configuration_Example

『Cisco Enterprise Campus 3.0 Architecture』

http://www.cisco.com/en/US/docs/solutions/Enterprise/Campus/campover.html

エンドポイントとアプリケーション関連のリンク

『Cisco Wide Area Application Services (WAAS) Configuration Guide』

http://www.cisco.com/en/US/docs/app_ntwk_services/waas/waas/v421/configuration/guide/cnfgbook.p
df

『Cisco Unified SRST Configuration Guide』

http://www.cisco.com/en/US/docs/voice_ip_comm/cusrst/admin/srst/configuration/guide/SRST_SysAd
min.pdf
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http://www.cisco.com/en/US/docs/interfaces_modules/services_modules/ace/v3.00_A1/configuration/administration/guide/access.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/app_ntwk_services/data_center_app_services/ace_appliances/vA1_7_/configuration/device_manager/guide/UG_confg.html#wp2700097 
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http://www.cisco.com/en/US/docs/interfaces_modules/services_modules/ace/vA2_3_0/configuration/getting/started/guide/one_arm.pdf
http://www.cisco.com/en/US/docs/app_ntwk_services/data_center_app_services/ace_appliances/vA1_7_/configuration/device_manager/guide/UG_lb.html#wp1062118 
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http://docwiki.cisco.com/wiki/Basic_Load_Balancing_Using_One_Arm_Mode_with_Source_NAT_on_the_Cisco_Application_Control_Engine_Configuration_Example
http://www.cisco.com/en/US/docs/solutions/Enterprise/Campus/campover.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/app_ntwk_services/waas/waas/v421/configuration/guide/cnfgbook.pdf
http://www.cisco.com/en/US/docs/voice_ip_comm/cusrst/admin/srst/config
http://www.cisco.com/en/US/docs/voice_ip_comm/cusrst/admin/srst/config
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『Cisco Unified Communications 8.X SRND』

http://www.cisco.com/en/US/docs/voice_ip_comm/cucm/srnd/8x/uc8xsrnd.pdf

『Cisco Unified Personal Communicator User's Guide』

http://www.cisco.com/en/US/docs/voice_ip_comm/cupc/7_0/english/user/guide/windows/CUPC_7.0_
UG_win.pdf

管理と運用関連のリンク

VMware View 4.0 用シスコ導入ガイド

http://www.cisco.com/en/US/docs/solutions/Enterprise/Data_Center/vmware/cisco_VMwareView.html

『Cisco UCS GUI Configuration Guide』

http://www.cisco.com/en/US/docs/unified_computing/ucs/sw/gui/config/guide/1.3.1/UCSM_GUI_Conf
iguration_Guide_1_3_1.pdf

『Cisco Unified Communications Manager Systems Guide』http://www.cisco.com/en/US/docs/voice_ip_comm/cucm/admin/8_0_2/ccmsys/accm.pdf
VMware vSphere 4.2 ドキュメント

http://www.vmware.com/support/pubs/vs_pages/vsp_pubs_esxi41_i_vc41.html

VMware vSphere コマンドライン インターフェイス ドキュメント

http://www.vmware.com/support/developer/vcli/

VMware API および SDK ドキュメント

http://www.vmware.com/support/pubs/sdk_pubs.html

VMware View 4.0 ドキュメント

http://www.vmware.com/support/pubs/view_pubs.html

『VMware View Installation Guide』（リリース 4.5）

http://www.vmware.com/support/pubs/view_pubs.html

『VMware View Administrators Guide』（リリース 4.5）

http://www.vmware.com/support/pubs/view_pubs.html

『VMware View Integration Guide』（リリース 4.5）

http://www.vmware.com/support/pubs/view_pubs.html

『VMware View Architecture Planning Guide』（リリース 4.5）

http://www.vmware.com/support/pubs/view_pubs.html

『VMware Configuration Maximums』

http://www.vmware.com/pdf/vsphere4/r40/vsp_40_config_max.pdf

『EMC Navisphere/Unisphere Management Suite』

http://www.emc.com/products/detail/software/navisphere-management-suite.htm

NetApp Provisioning Manager

http://www.netapp.com/us/products/management-software/provisioning.html

Altiris のリファレンス文書

http://www.symantec.com/business/theme.jsp?themeid=altiris
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http://rtp-
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http://rtp-filer04b-web/projects/EAS-RTP/VXI-Common/Software/View4.5BETA/RC/view45_admin_guide.pdf
http://www.vmware.com/support/pubs/view_pubs.html
http://rtp-filer04b-web/projects/EAS-RTP/VXI-Common/Software/View4.5BETA/RC/view45_integration_guide.pdf
http://www.vmware.com/support/pubs/view_pubs.html
http://rtp-filer04b-web/projects/EAS-RTP/VXI-Common/Software/View4.5BETA/RC/view45_architecture_planning.pdf
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Microsoft Active Directory およびネットワーク サービス

http://www.microsfoft.com/

『Cisco Network Analysis Module Deployment Guide』

http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/modules/ps2706/white_paper_c07-505273.html#wp90002
47

Cisco NAM アプライアンス ドキュメント（コマンド リファレンスおよびユーザ ガイド）

http://www.cisco.com/en/US/partner/products/ps10113/tsd_products_support_series_home.html

『Cisco Wide Area Application Services Configuration Guide (Software Version 4.1.1)』

http://www.cisco.com/en/US/docs/app_ntwk_services/waas/waas/v411/configuration/guide/cnfg.html

『Cisco Adaptive Security Device Manager Configuration Guide』

http://www.cisco.com/en/US/products/ps6121/tsd_products_support_configure.html

Cisco ACE 4700 シリーズ アプリケーション コントロール エンジン アプライアンス ドキュメント

http://www.cisco.com/en/US/products/ps7027/tsd_products_support_series_home.html

『Cisco UCS Manager Configuration Guide』

http://www.cisco.com/en/US/products/ps10281/products_installation_and_configuration_guides_list.ht
ml

Cisco DCNM ドキュメント

http://www.cisco.com/en/US/products/ps9369/tsd_products_support_configure.html

Cisco Fabric Manager ドキュメント

http://www.cisco.com/en/US/partner/products/ps10495/tsd_products_support_configure.html

Cisco Nexus 1000v ドキュメント

http://www.cisco.com/en/US/partner/products/ps9902/products_installation_and_configuration_guides
_list.html

Cisco Prime ドキュメント

http://www.cisco.com/en/US/partner/products/sw/cscowork/ps4565/tsd_products_support_maintain_an
d_operate.html

『Wyse Device Manager Overview』

http://www.wyse.com/products/software/devicemanager/index.asp

『WDM Admin Guide (release 4.7.2)』

https://support.wyse.com/OA_HTML/cskatch.jsp?fileid=ZG9507DDFF08D288306AC95C3C3F78B52
551F2D290D30D2F9F&jttst0=6_23871%2C23871%2C-1%2C0%2C&jtfm0=&etfm1=&jfn=ZG48219
F51800ECBD67A914E693A1B35C69EBAE7BDBF7E5DDCF04394392EFE18816C09F686220DF682
859E9756A62205A14A

『WDM Install Guide (release 4.7.2)』

https://support.wyse.com/OA_HTML/cskatch.jsp?fileid=ZG2FBE29B2F0CB4CE374726CACD3884A
4E9ADCB633B42A7DA3&jttst0=6_23871%2C23871%2C-1%2C0%2C&jtfm0=&etfm1=&jfn=ZG482
19F51800ECBD67A914E693A1B35C69EBAE7BDBF7E5DDCF04394392EFE18816C09F686220DF6
82859E9756A62205A14A
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  その他の資料
『Wyse Device Manager Integration Add-ons Admin Guide』

https://support.wyse.com/OA_HTML/cskatch.jsp?fileid=ZG1C1D43ABA80F795F39F06E7C57315972
8391066249DD919D&jttst0=6_23871%2C23871%2C-1%2C0%2C&jtfm0=&etfm1=&jfn=ZG48219F5
1800ECBD67A914E693A1B35C69EBAE7BDBF7E5DDCF04394392EFE18816C09F686220DF68285
9E9756A62205A14A

『Wyse® Thin Clients, Based on Microsoft® Windows® XP Embedded, Admin Guide』

https://support.wyse.com/OA_HTML/cskatch.jsp?fileid=ZG42949BF90AE7F9412C1C931422B780A1
FEAB5C2D8D0D1645&jttst0=6_23871%2C23871%2C-1%2C0%2C&jtfm0=&etfm1=&jfn=ZGC29B5
19BFE0416A1A6FCE711FE7D993C9F7AA9C19B22F9C27470952552D8AE1777F9506FF6A0200B9
6E81A03AFC23839E6

『Wyse Viance Admin Guide』

https://support.wyse.com/OA_HTML/cskatch.jsp?fileid=ZG841C2F2087C671DBE3AA9E0203EC852
3A6D6C2A5C8D157DD&jttst0=6_23871%2C23871%2C-1%2C0%2C&jtfm0=_0_1_0_-1_f_nv_&etf
m1=&jfn=ZG0165717AA38109A13472984D2B8D94D79D98F9322001A2A71A96398EC4D334BE62
DA4D17DCD2B34E7A8

『Wyse P20 Admin Guide』

https://support.wyse.com/OA_HTML/cskatch.jsp?fileid=ZG012BFCA92639876559ACEEF431B16634
1DBDF9D663D2886D&jttst0=6_23871%2C23871%2C-1%2C0%2C&jtfm0=_0_1_0_-1_f_nv_&etfm1
=&jfn=ZG1822D032C06C7952267DE698A72D680888C4CF4D85AE20A616CFC0617832C14C20C3
6ACA3BEE6A94BFD

『Devon IT Echo™ Thin Client Management Software Version 3 Overview』

http://www.devonit.com/software/echo/overview

『Devon ThinManage 3.1 Admin Guide』

http://downloads.devonit.com/Website/public/Documentation/thinmanage-3-1-adminguide-rev12.pdf

『Devon IT TC5 Terminal Quick Start Guide』

http://www.devonit.com/_wp/wp-content/uploads/2009/04/tc5-quickstartguide-devonit-english.pdf

IGEL Universal Management Suite 3 の概要

http://www.igel.com/igel/live.php,navigation_id,3294,_psmand,9.html

『IGEL Universal Management Suite 3 Install Guide』

http://www.download-igel.com/index.php?filepath=manuals/english/universalmanagement/&webpath=
/ftp/manuals/english/universalmanagement/&rc=emea

『IGEL Universal Management Suite 3 User Guide』

http://www.download-igel.com/ftp/manuals/english/universalmanagement/IGEL%20UMS%20User%2
0Guide.pdf

『IGEL Universal Desktops User Guide』

http://www.download-igel.com/ftp/manuals/english/universalmanagement/IGEL%20UMS%20User%2
0Guide.pdf

Cisco UMS ドキュメント

http://www.cisco.com/
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  その他の資料  
Cisco VXI セキュリティ関連のリンク

Cisco SAFE アーキテクチャ ガイド

http://www.cisco.com/en/US/docs/solutions/Enterprise/Security/SAFE_RG/SAFE_rg.pdf

Cisco Data Center 3.0 セキュリティ ガイド

http://www.cisco.com/en/US/docs/solutions/Enterprise/Data_Center/DC_3_0/dc_sec_design.pdf

Cisco Identity-Based Network セキュリティ ガイド

http://www.cisco.com/en/US/solutions/collateral/ns340/ns394/ns171/CiscoIBNS-Technical-Review.pdf

Cisco 3650 コマンド リファレンス ガイド

http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/lan/catalyst3560/software/release/12.2_35_se/command/ref
erence/cli1.html#wp2757193

『Cisco Business Ready Teleworker Design Guide』

http://www.cisco.com/application/pdf/en/us/guest/netsol/ns171/c649/ccmigration_09186a008074f24a.p
df

『Cisco ASA 8.x : VPN Access with the AnyConnect VPN Client Configuration Example』

http://www.cisco.com/en/US/products/ps6120/products_configuration_example09186a00808efbd2.sht
ml

Microsoft：「Disabling Remote Desktop Services Features」

http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa380804%28VS.85%29.aspx

Quality of Service（QoS）関連のリンク

VMware View 4.0 用シスコ導入ガイド

http://www.cisco.com/en/US/docs/solutions/Enterprise/Data_Center/vmware/cisco_VMwareView.html

『Cisco UCS GUI Configuration Guide』

http://www.cisco.com/en/US/docs/unified_computing/ucs/sw/gui/config/guide/1.3.1/UCSM_GUI_Conf
iguration_Guide_1_3_1.pdf

『Cisco Unified Communications Manager Systems Guide』

http://www.cisco.com/en/US/docs/voice_ip_comm/cucm/admin/8_0_2/ccmsys/accm.pdf

パフォーマンスとキャパシティ関連のリンク

『Reference Architecture-Based Design for Implementation of VMware vSphere, and NetApp Storage』

http://www.cisco.com/en/US/docs/solutions/Enterprise/Data_Center/Virtualization/ucs_xd_vsphere_nta
p.pdf

『VMware Reference Architecture for Cisco UCS and EMC CLARiiON with VMware View 4』

http://www.vmware.com/go/vce-ra-brief

『Workload Considerations for Virtual Desktop Reference Architectures Info Guide』

http://www.vmware.com/files/pdf/VMware-WP-WorkloadConsiderations-WP-EN.pdf

『VMware View on NetApp Deployment Guide』

http://www.vmware.com/files/pdf/resources/VMware_View_on_NetApp_Unified_Storage.pdf

『Performance Best Practices for VMware vSphere 4.0』

http://www.vmware.com/pdf/Perf_Best_Practices_vSphere4.0.pdf
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  Cisco Validated Design
『Virtual Reality Check - Phase II version 2.0』

http://www.vmware.com/pdf/Perf_Best_Practices_vSphere4.0.pdf

『Scalability Study for Deploying VMware View on Cisco UCS and EMC Symmetrix V-Max Systems』

http://www.cisco.com/en/US/docs/solutions/Enterprise/Data_Center/App_Networking/vdiucswp.html

vSphere 4.0 の 大構成

http://www.cisco.com/en/US/docs/solutions/Enterprise/Data_Center/App_Networking/vdiucswp.html

vSphere 4.1 の 大構成

http://www.vmware.com/pdf/vsphere4/r41/vsp_41_config_max.pdfnfiguration Maximums for vSphere 
4.1

透過的ページ共有に関する VMware KB 記事

http://kb.vmware.com/selfservice/microsites/search.do?language=en_US&cmd=displayKC&externalId
=1021095

『Performance Best Practices for VMware vSphere 4.0』

http://www.vmware.com/pdf/Perf_Best_Practices_vSphere4.0.pdf

『Performance Study of VMware vStorage Thin Provisioning』

http://www.vmware.com/pdf/vsp_4_thinprov_perf.pdf

VMware KB：「Using Thin Provisioned Disks with Virtual Machines」

http://kb.vmware.com/kb/1005418

Cisco Validated Design
Cisco Validated Design（CVD）プログラムについて

CVD プログラムは、お客様による信頼性の高い、確実かつ予測可能な展開を容易にするために、設計、

テスト、および文書化されたシステムおよびソリューションで構成されています。詳細については、

www.cisco.com/go/designzone/ を参照してください。

このマニュアルに記載されているデザイン、仕様、表現、情報、および推奨事項（総称して「デザイン」）

は、障害も含めて本マニュアル作成時点のものです。シスコおよびそのサプライヤは、商品性の保証、特

定目的への準拠の保証、および権利を侵害しないことに関する保証、あるいは取引過程、使用、取引慣行

によって発生する保証をはじめとする、一切の保証の責任を負わないものとします。いかなる場合におい

ても、シスコおよびそのサプライヤは、このデザインの使用または使用できないことによって発生する利

益の損失やデータの損傷をはじめとする、間接的、派生的、偶発的、あるいは特殊な損害について、あら

ゆる可能性がシスコまたはそのサプライヤに知らされていても、それらに対する責任を一切負わないもの

とします。

デザインは予告なしに変更されることがあります。このマニュアルに記載されているデザインの使用は、

すべてユーザ側の責任になります。これらのデザインは、シスコ、そのサプライヤ、パートナーの技術的

な助言や他の専門的な助言に相当するものではありません。ユーザは、デザインを実装する前に技術アド

バイザーに相談してください。シスコによるテストの対象外となった要因によって、結果が異なることが

あります。

Cisco および Cisco ロゴは、米国およびその他の国における Cisco およびその関連会社の 商標または登録商標です。シスコの商標の一

覧については、www.cisco.com/go/trademarks/ をご覧ください。Third-party trademarks mentioned are the property of their respective 
owners.The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company.（1110R）
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