
VDI にも新しい風が吹く
～ Microsoft RDP8 と Citrix の最新事情～

日本マイクロソフト株式会社
エバンジェリスト
高添 修
http://blogs.technet.com/b/osamut



本日の時間割

時間 内容

13:30 – 13:35 はじめに

13:35 – 15:00
『あらためて Microsoft VDI』

日本マイクロソフト エバンジェリスト 高添

15:00 – 15:15 休憩

15:15 – 16:15
『RDP8 検証』

株式会社ビズポイント 小塚大介様

16:15 – 16:30 休憩

16:30 – 17:30

『次期 XenDesktop の概要と、
マイクロソフトプラットフォームとの連携強化ポイント』

シトリックス・システムズ・ジャパン株式会社 はが様

17:30 - 19:00 Q&A を兼ねた (その場)懇親会



なぜ ? 今 VDI のセミナーなのか・・・

1. ビジネスとして旬
• Windows 8 導入検討

• Windows XP サポート終了

• Surface RT/Pro や様々なデバイスの出現

2. Microsoft VDI という選択肢の認知度向上

3. Citrix 様とのコラボの再露出



Thin Client だけでなく・・・

Microsoft Surface

様々なデバイス

様々なリモート
ソリューション

最新事例
株式会社トミー ヒルフィガー ジャパン 様

http://www.microsoft.com/ja-
jp/casestudies/japan.tommy.aspx

社会医療法人財団 董仙会 恵寿総合病院 様

http://special.nikkeibp.co.jp/as/201207/mpncompete
ncy/cs05.html DELL様

http://www.microsoft.com/ja-jp/casestudies/japan.tommy.aspx
http://special.nikkeibp.co.jp/as/201207/mpncompetency/cs05.html


VDI

アプリケーション仮想化
(SBC)

アプリケーション仮想化
(ストリーミング)

接続端末 システム管理

ハイパーバイザー

SBC

Application Virtualization

Desktop Virtualization

シトリックス - マイクロソフト 製品の連携 New Version

Hyper-V

（旧XenApp）

（旧XenApp）



あらためて Microsoft VDI

日本マイクロソフト株式会社
エバンジェリスト
高添 修
http://blogs.technet.com/b/osamut



どのような時に Microsoft VDI なのか ?

コスト シンプル

運用スキル OS 標準機能

小・中規模 一部大規模

SBC 重視 非専業パートナー



できるんです !! Windows Server 2012 RDS/VDI で・・・

どちらも Windows Server 2012 RDS サーバー役割でカバー

RD Web 
アクセス

RD 
ゲートウェイ

RD ライセンス
サーバー

RD セッション
ホスト（RDS）

管理ツール

RD 接続ブローカー

RD 仮想化
ホスト（VDI）

Hyper-V

セッション コレクション

仮想デスクトップ コレクション
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選択肢としての Windows Server 2012 VDI
～ 不足していた要件を追加実装 ～

OS 標準機能

動的な管理

シンクライアントや
自分の PC からアクセス

プロファイル
ディスク

WAN 対応

サーバーベース
(旧ターミナルサービス)

プール化された
仮想マシン

アプリケーション
をリモートから利用



VDI のベース構築
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ベースとなる環境を簡単構築

ウィザードによって基本的な環境構築は完了

※ VDI のシナリオ ベースのインストールを選択した場合、
VDI 用の仮想スイッチを自動的に作ることも可能。



ウィザードの選択と構成完了後

※ 役割の可視化
操作



展開後の構成 (オプション)

• ライセンス管理

• 証明書管理

• 仮想マシン作成用
OU (Active Directory) 登録

• 自動展開時の
VM エクスポート先



VDI のベース環境構築パターン例
1. ドメイン構築

2. 各サーバーのドメイン参加
―――ここまでは済―――

3. サーバーマネージャーで管理するサーバーを追加
―――複数サーバーによる環境を意識―――

4. シナリオベースのウィザードで
VDI ベース環境構築

・「標準の展開」シナリオ
・「仮想マシン ベースのデスクトップ展開」
―――再起動あり―――

5. DHCP サーバー環境構築

―――ここからは基本的な VDI 環境設定―――

6. AD にて VDI 用の OU 作成

7. VDI OU へ権限委任

8. 接続ブローカーにて仮想マシンを作成する OU を指定

9. VDI で利用する証明書の登録

10. 仮想マシンのエクスポート先の指定



仮想デスクトップ
プールという選択
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仮想デスクトップ作成用の事前準備例

1. Windows 8 Enterprise 仮想マシン作成

2. アプリケーションのインストール

3. 修正プログラム適用

4. ISOイメージの取り外し

5. (シャットダウンしてスナップショット)

6. (再起動後) Sysprep 実行
c:¥windows¥system32¥sysprep¥sysprep /oobe /generalize /mode:vm

7. シャットダウンしたことを確認

※ 必須ではないが・・・

※ メモリ 1024以上



仮想デスクトップ コレクション作成

※ コレクション作成
ウィザードの画面

※ Sysprep 済みの
仮想マシンさえ
あれば OK

設定する項目



仮想デスクトップの複数イメージ展開

仮想デスクトップのテンプレートを保持
Sysprep 済みの仮想マシンからテンプレートを作成

作成したテンプレートをマスタとして、任意の台数の仮想デスクトップを自動展開

応答ファイル、仮想マシン名の連番ルール等を予め設定可能



パッチ適用時の作業の自動化

仮想デスクトップの一括再作成
マスタとなる仮想マシンをアップデート（パッチ適用など）し、仮想デスクトップを再作成
（削除して新規に作成）

現在使用中の仮想マシンは、ユーザーログオフ後に再作成を開始するように設定することも
可能

※ 仕組み上、プール型仮想デスクトップのみで利用可能



プール型仮想デスクトップの展開
プール型仮想デスクトップは差分ディスクで自動展開（手動展開も可能）

VDI

ストレージ（SAN, DAS, SMB）

サーバー
マネージャー

マシン
テンプレート

キャッシュされた
テンプレート（親 VHD）

仮想マシンの
エクスポート（自動）

差分ディスク

RDVH 1 RDVH 2

差分ディスク

ハイパフォーマンスな
ストレージに配置

大容量のストレージに
配置

安価なストレージに配置
（要バックアップ） ユーザープロファイル

ストレージ

仮想マシン 仮想マシン

大容量のストレージに
配置（要バックアップ）

スナップショット
後にマシン起動

ロールバック
可能



ディスクへのオフロード処理 (ODX) は使えるか ?

128GBファイルの転送時間
37分28秒

転送時のリソース使用
CPU: 約 19% 程度

転送時のリソース使用
ネットワーク帯域:約 800Mbps

128GBファイルの転送時間

43秒
転送時のリソース使用
CPU: 約 13% 程度

転送時のリソース使用

ネットワーク帯域:約 280Kbps

ODX
無効

ODX
有効

NetApp 様



個人用仮想デスクトップの展開
個人用仮想デスクトップの自動配置

テンプレートを基に、仮想ディスクを個々に複数展開

ユーザーは割り当てられた仮想マシンのディスクを占有でき、自由に読み書き可能

VDI

ストレージ（SAN, DAS, SMB）

サーバー
マネージャー

マシン
テンプレート

キャッシュされた
テンプレート

仮想マシンの
エクスポート（自動）

クローン

RDVH 1 RDVH 2

クローン

ハイパフォーマンスな
ストレージに配置

ユーザープロファイル

ストレージ

仮想マシン 仮想マシン

大容量のストレージに
配置

2パターンあり
・自動割り当て
・手動割り当て



ユーザーに対する個人用仮想デスクトップ割り当て



コレクション作成後の設定

接続するクライアント側の
設定も一元管理

現実的には・・・

• PowerShell
• GroupPolicy

を併用



セッションホスト
という選択
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セッション ホストの追加

※ 事前にサーバーマネージャーで
追加したいサーバーを追加しておくと
1 つの管理画面から操作可能に



セッション コレクション作成

旧ターミナル
サービス的利用

ユーザー プロファイル
ディスクも利用可能



フェアシェア スケジューリングのサポート強化

RDS/VDI サーバーの H/W リソースを、ユーザーセッションに公平に割り当て

CPU（Windows Server 2008 R2 からサポート）に加え、
ネットワーク、ディスク I/O のフェアシェアを新たにサポート

特定のユーザーセッションが CPU、ネットワーク、ディスク I/O を
占有してしまうことを防止

RDS/VDI 共通



アプリケーションに
直接アクセス
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アクセス対象をアプリへ変更

利用者

※ プール化された仮想デスクトップ上のアプリ

RemoteApp for Hyper-V で
提供していた機能



広がる RemoteFX
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利用者から見た使い勝手の強化
 シンクライアント環境下でも、リッチデバイスと同等の使用感をサポート

 RDP/RemoteFX の機能強化点
 DirectX 11 ＆ 仮想GPUサポート

 RDP 8.0 によるネットワーク帯域最適化＆マルチタッチ サポート

 WAN 対応（UDP ポートの利用）

 RemoteFX USB リダイレクションの RDS サポート

 Windows 8 スタイル リモートデスクトップ接続 クライアントの提供（Windows 8）

 RemoteFX メディア リモーティング

描画データのタイプを検出し、タイプに応じた描画メソッドを
使用することにより、消費帯域と描画性能を最適化

テキスト

画像

動画／
アニメーション

ユーザー セントリックな操作感を提供する、
Win8 版リモートデスクトップ接続クライアント

RDP プロトコルレベルでマルチタッチをサポート

RDS/VDI 共通



これまで通りの共有 GPU を利用した RemoteFX もあり
H/W 要件に変更なし



見え方の変化



RemoteFX の処理

Windows Metro style UI and Applications
(HTML, XAML, Native, and so on)

RemoteFX Intelligent Caching

RemoteFX 
Progressive 
Rendering

RemoteFX 
Optimized 

Text Codecs

RemoteFX 
Media 

Remoting

RemoteFX for WAN Transports

RemoteFX 
Calista Codec

RemoteFX Protocol Encoding

フェアシェア

マルチユーザーへの公正な処理
能力提供のために、リソースへ
の処理を適切に分散させる
スケジューリング技術

• CPU フェアシェア
• ディスク フェアシェア
• ネットワーク フェアシェア

圧縮率

RemoteFX コーデックの圧縮率
がほぼ2倍に。
帯域消費の削減と利用者目線の
高速化



簡易構成例
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… 必要構成
… VDI システム運用監視

MS VDI 構成例 (物理構成)
50 ユーザー規模

④
仮想化ホスト

②
SCVMM

SQL Server

①
RD Webアクセス

RD 接続ブローカー

冗長構成

Hyper-V ホストマシン (Windows Server 2012)

2 台
(25 Guest/Host)

※ 1 サーバーで収容可能な規模でも、
冗長性を考慮し最低 2 台を推奨

※ 集約率は H/W 構成やワークロード
により変動

③
SCOM

SQL Server

⑤
Active Directory

RD ライセンスサーバーDNS RR or NLB or H/W LB
※ 接続ブローカーは DNS RR

マルチマスタ複製

※ その他必要なもの
ストレージ
接続元端末

バックアップサーバー等

※ 実環境に沿った設計、見積りが別途必要



… 必要構成
… 仮想デスクトップ構成管理 / アプリケーション配信
… VDI システム運用監視
… 外部からのアクセス

MS VDI 構成例 (物理構成)
1,000 ユーザー規模（外部アクセスあり）

⑧
仮想化ホスト

④
SCVMM

②
RD Web
アクセス

③
RD 接続

ブローカー

⑦
SQL Server（★）

冗長構成

Hyper-V ホストマシン (Windows Server 2012)

DNS RR

MSFC
(Active-Passive)

13 台
(80 Guest/Host)

※ 集約率は H/W
構成やワークロード
により変動

※ 500 ユーザー以上の規模
の場合、GUI ではなく
PowerShell での運用
管理が推奨

・
・
・

ファーム構成

①
RD ゲート

ウェイ

⑤
SCOM

⑥
SCCM

(App-V)

⑨
Active Directory

RD ライセンスサーバー

リバースプロキシ

DNS RR
or NLB
or H/W LB

DNS RR
or NLB
or H/W LB

マルチマスタ複製

※ その他必要なもの
ストレージ、接続元端末、バックアップサーバー等

★ SCOM と SCCM 両方でレポート機能を利用する場合、別途 SQL Server が必要
（SCOM は他のレポートサーバーは同居不可のため）

※ 実環境に沿った設計、見積りが別途必要



… 必要構成
… 仮想デスクトップ構成管理 / アプリケーション配信
… VDI システム運用監視
… 外部からのアクセス

MS VDI 構成例 (物理構成)
3,000 ユーザー規模（外部アクセスあり）

⑧
仮想化ホスト

④
SCVMM

②
RD Web
アクセス

③
RD 接続

ブローカー

⑦
SQL Server（★）

冗長構成

Hyper-V ホストマシン (Windows Server 2012)

DNS RR

MSFC
(Active-Passive)

38 台
(80 Guest/Host)

※ 集約率は H/W
構成やワークロード
により変動

※ 500 ユーザー以上の規模
の場合、GUI ではなく
PowerShell での運用
管理が推奨

・
・
・

ファーム構成

①
RD ゲート

ウェイ

⑤
SCOM

⑥
SCCM

(App-V)

⑨
Active Directory

RD ライセンスサーバー

DNS RR
or NLB
or H/W LB

DNS RR
or NLB
or H/W LB

マルチマスタ複製

※ その他必要なもの
ストレージ、接続元端末、バックアップサーバー等

★ SCOM と SCCM 両方でレポート機能を利用する場合、別途 SQL Server が必要
（SCOM は他のレポートサーバーは同居不可のため）

※ 実環境に沿った設計、見積りが別途必要

リバースプロキシ



実サイジング時に利用可能なツール
～ 社内の Office ファイル利用状況 調査方法 ～

Office テレメトリー
ダッシュボード



知ってると得するポイント

• ファイル共有への VM 配置

• ストレージ プール

• JBOD の活用

• 重複排除

• ストレージへのオフロード (ODX)

• NIC チーミング と QoS

• クラスタ不要なライブ マイグレーション

• ライブ ストレージ マイグレーション

• Hyper-V 拡張スイッチによる N/W フォワーディング



まだまだあります

• 接続ブローカーの高可用性 (クラスタ不要に)

• RDWeb サイトのカスタマイズ

• RD Web ログの有効化と分析

• RDMS UI トレースとログ分析

• トラブルシューティングツール RDVDiag

• 新しいグループポリシー

• Hyper-V リソース メータリング



まとめ
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評価、設計、サイジング、検証に役立つ参考情報

Windows Server 2012 技術情報
http://technet.microsoft.com/ja-jp/windowsserver/hh534429.aspx

Windows Server 2012 リモートデスクトップサービス 技術情報
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/hh831447
http://technet.microsoft.com/ja-jp/windowsserver/ee236407

Dell DVS Reference Architecture for Windows Server 2012
http://i.dell.com/sites/doccontent/business/solutions/engineering-docs/en/Documents/dvs-windows-server-2012.pdf

Measuring Performance on Hyper-V
http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc768535.aspx

Remote Desktop Services Blog（RDS 開発部門のブログ）
http://blogs.msdn.com/b/rds/

2000 Seat VDI Deployment Benchmark

RD Gateway Windows Server 2012 Capacity Planning

RD Connection Broker Performance and Scalability

RemoteFX vGPU Setup and Configuration for Windows Server 2012

Integrating App-V with Microsoft VDI

Virtualization Blog（仮想化チームのブログ）
http://blogs.technet.com/b/virtualization/

Virtualization Blog（仮想化チームのブログ）
http://blogs.technet.com/b/virtualization/

Windows Server 2012 VDI Deep Drive! with App-V 5.0
山内 和朗 様 (フリーライター 山市 良様)

http://technet.microsoft.com/ja-jp/windowsserver/jj127279

http://technet.microsoft.com/ja-jp/windowsserver/hh534429.aspx
http://technet.microsoft.com/ja-jp/library/hh831447
http://technet.microsoft.com/ja-jp/windowsserver/ee236407
http://i.dell.com/sites/doccontent/business/solutions/engineering-docs/en/Documents/dvs-windows-server-2012.pdf
http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc768535.aspx
http://blogs.msdn.com/b/rds/
http://blogs.technet.com/b/virtualization/
http://blogs.technet.com/b/virtualization/
http://technet.microsoft.com/ja-jp/windowsserver/jj127279


シトリックス・マイクロソフト共同サイト

技術情報や事例記事、関連情報へのリンクをまとめています

XenDesktop 7 / Windows Server 2012 をベースに
今後リニューアル、コンテンツの拡充を順次行ってゆきます

日本サイト

http://citrixandmicrosoft.jp/

USサイト

http://www.citrixandmicrosoft.com/

株式会社ローソン様の事例など

http://citrixandmicrosoft.jp/
http://www.citrixandmicrosoft.com/
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