
 

 

 Microsoft Virtual Desktop  
Infrastructure (VDI) 
価値の高いリッチなユーザー エクスペリエンスの 
実現 

課題 

• ユーザーは、企業のサービスにどこからでも、ど
のデバイスからも同じようにアクセスしたい 

• 組織は、大量のコンシューマー デバイスを効
率よく管理しながら、コンプライアンスに違反
することなく、変わらぬ運用効率を実現したい 

BYO デバイスから簡単アクセス 

 

Microsoft Remote Desktop 
App を使えば、Windows、
Windows RT、iOS、Mac OS X 
および Android などの、多様な
デバイスおよびプラットフォー
ムに容易にアクセスできます。 

Microsoft VDI の柔軟性により、ユーザーおよび 
IT は以下へのアクセスが可能になります。 
• ユーザー PC (RD Gateway を使用*) 
• 個人のデスクトップおよびプールされた仮想

マシン (VM) ベースのデスクトップ 
• セッションベースのデスクトップ 
• RemoteApp の各種プログラム 
Microsoft Remote Desktop App は、使用する
デバイスからアプリケーション ストアにアクセ
スして入手できます。 

統計データ 

• グローバル ワークフォースの 29% が、3 台以上
のデバイスを使用し、複数の場所から仕事をし、
多くのアプリを使用する、時間、場所を選ばない
インフォメーション ワーカである。1 

• 2017 年までには、雇用主の 50% が、従業員
に仕事用のデバイスを調達してほしいと考え
るようになる。2 

• 組織の 46% が、データは毎年 20% あるいは
それ以上のパーセンテージで増加していると
報告している。3 

* Windows Professional バージョン以上 
1 「2013 Mobile Workforce Adoption Trends, Forrester 

Research」、2013 年 2 月 4 日 
2 「Bring Your Own Device: The Facts and the Future, 

Gartner」、2013 年 4 月 
3 「ESG Research Report, Trends in Data Protection 

Modernization、2012 年 8 月 

Microsoft Virtual Desktop Infrastructure (VDI) を使えば、IT は、ユーザーのさまざま
なデバイスにデスクトップ、アプリケーションを提供できます。アプリケーション、データを仮
想デスクトップにより一元的に管理することで、ユーザーは自分が選んだデバイスで仕事ができ、
その一方で IT はコンプライアンスを維持できます。 

価値の高いリッチなユーザー エクスペリエンスと効率的な管理を実現 
Microsoft VDI を使えば、リソースに制限のある組織でも、コンプライアンスに違反すること
なく私的デバイス活用 (BYOD) を受け入れることができます。Microsoft VDI は、以下のこと
を実現します。 
• Server Manager に組み込まれた展開ウィザードによる効率的な管理 
• Windows、Windows RT、iOS、Mac OS X、および Android など、さまざまなデバイス、
プラットフォームでリッチな Windows エクスペリエンスを実現 

• パフォーマンス、スケール、ソリューションの経済効率性を向上する、記憶域のティアリン
グおよびオンライン データの重複除去などの機能による高価値の提供 

1 つのプラットフォーム ・ 1 つのエクスペリエンス ・ 3 つの展開という選択肢 
マイクロソフトは、VDI ソリューションを提供するテクノロジの選択において、IT プロフェッ
ショナルが組織のニーズに合わせてカスタマイズができるように柔軟な選択を可能にしていま
す。IT プロフェッショナルは、ユーザーが必要とする適切なタイプの VDI ソリューションを、
1 つのプラットフォームだけで展開できます。 
Microsoft VDI は以下のものをホストできます。 
• 個人のデスクトップおよびプールされた仮想マシン デスクトップ 
• セッションベースのデスクトップ 
• RemoteApp の各種プログラム 

Windows Server 2012 R2 の Microsoft VDI 
Windows Server 2012 では、VDI 環境の展開と管理の効率化、ユーザー エクスペリエンス
の改善に対して、大きな機能強化を行いました。Windows Server 2012 R2 および Microsoft 
Remote Desktop アプリでも、新機能の投入により引き続きユーザー エクスペリエンスと管
理機能の改善を図っています。主な新機能には次のようなものがあります。 

• 記憶域のティアリングとオンライン データの重複除去: Windows Server 2012 R2 では、
個人の VM により使用される総ディスク領域を削減する、オンライン データの重複除去を
サポートしています。この他に、記憶域のティアリングもサポートしています。記憶域ティ
アリングを使用すると、IT は、複数ディスクに分散するデータの位置を自動的に最適化し、
アクセス頻度の最も高いデータ ブロックを特定し、最もパフォーマンスの高いディスクに振
り分ける、記憶域ボリュームを作成できます。 

• ユーザー エクスペリエンスの強化: RemoteFX は、ホストされているすべてのデスクトップ、
デバイスに対して一貫した、リッチなユーザー エクスペリエンスを提供します。Windows 
Server 2012 R2 に行われたコーデックとメディア ストリーミングの機能改善により、利用
可能な帯域幅の動的な調整による解像度のトレードオフにより、多様なネットワーク条件で
も、最善のユーザー エクスペリエンスを実現します。この他に、Microsoft Remote Desktop 
アプリを使うと、ユーザーは、Windows、Windows RT、iOS、Mac OS X および Android 
などのさまざまなプラットフォームの企業データやアプリケーションを利用できます。 

• 管理の簡素化: Microsoft VDI を使用すると、VDI アーキテクチャを単一の統合コンソール
で管理できます。サーバーの役割の展開や構成、プール化された仮想マシンおよび個人の仮
想マシンの管理の自動化、およびセッション シャドウイングによるアクティブ ユーザー 
セッションの参照、リモート制御が可能です。展開ウィザードは、さまざまな役割の構成を
自動化し、展開を効率化してくれます。 



 

管理の効率化 
管理の一元化 役割、サーバー、コレクション、ユーザー、および VM に対して、1 つの統合コンソールを提供します。

プールされた VM および個人 VM の管理を簡素化します。 

展開のクイック実行 
基本 VM、セッションベースの VDI、シングル サーバー パイロットまたは高可用なエンタープライズ配
置を、わずか数クリックでセットアップします。また、セットアップ ウィザードを使用すると、追加の設
定が容易に行えます。 

RemoteApp フル デスクトップの他に、ローカル アプリケーションとサイドバイサイド実行する RemoteApp プログ
ラムを公開します。 

セッション シャドウイング 管理者は、RD セッション ホスト サーバー上のアクティブ ユーザー セッションを参照およびリモート
制御できます。 

リッチなユーザー エクスペリエンス 

RemoteFX for WAN 

ネットワークの条件を動的に判断し、送信状況を調整します。適切なコーデックを動的に選択する、イン
テリジェント コーデックにより、WAN のような低帯域幅の高遅延ネットワークでも最善のエクスペリエ
ンスを提供します。RemoteFX は、高品質の音声および動画の再生で、ローカル PC デバイスと同等のパ
フォーマンスを実現します。また、RemoteFX では、TCPIP プロトコルだけでなく UDP プロトコルを
サポートしているため、多様な WAN 環境には最適です。 

Microsoft Remote 
Desktop App 

Windows、Windows RT、iOS、Mac OS X および Android など、さまざまなデバイスおよびプラット
フォームからアプリケーションまたはフル デスクトップにアクセスできます。 

GPU サポート 
物理 GPU をエミュレートするソフトウェア GPU の搭載により、すべての VM およびセッションに対し
て 3D 体験を実現します。ハードウェア GPU は、仮想化して、複数の VM 間で共有することで、DirectX 
対応アプリケーションを高速化し、よりリッチなエクスペリエンスを実現できます。 

マルチタッチ リモート 
Windows の新しい操作であるマルチタッチと、スタート メニューと画面の統合をサポートしています。
エンド ユーザーは、最新のデバイスを使用し、リモート Windows 8 デスクトップを操作できます。タッ
チ エクスペリエンスは、完全なリモート対応で、ピンチ、ズーム、回転など Windows 8 のタッチ ジェ
スチャーをサポートしています。 

RemoteApp プログラム シームレスなデスクトップ統合および透過的なレンダリング操作により、ユーザーのデスクトップにある
ローカル アプリケーションのような動作と表示を実現します。 

ユーザー プロファイル ディスク 全ユーザーの設定およびデータを、コレクション間でローミングする VHD ファイルに保存することで、 
ユーザーの個人データをプールされた展開に保持します。 

主要ストレージ機能の強化による高価値 
オンライン データの重複除去 VDI コレクション用の VHD ファイルを含む記憶域ボリュームから、記憶域の余剰ブロックを自動的に特

定し、重複データの削除により、記憶域の使用を削減します。 

記憶域のティアリング 
速度の異なる複数のディスクで構成される記憶域ボリュームを可能にします。オペレーティング システム
は、ボリューム内のデータの位置を自動的に最適化し、アクセス頻度の最も高いデータを最も早いディス
クに割り当てます。 

複数記憶域オプション VM の SAN 記憶域の直接接続、ネットワーク接続、クラスタ構成をサポートします。オンライン ディス
クの重複除去を利用して記憶域要件を大幅に小さくします。 

フェア シェア 
他の VM およびセッションに帯域幅、CPU、およびディスクの使用を動的に分散させ、1 つの VM また
はセッションがリソースを独占したり、システム上の他のユーザーのエクスペリエンス低下の原因になっ
たりすることを回避します。 

強力な Hyper-V  
プラットフォーム 

複数のアクティブ ノードをサポートし、スケーラビリティと高可用性を実現します。パートナー向けに 
API を提供します。 

高可用性 複数のマシンに分散するすべてのリモート デスクトップ コンポーネントに対する負荷分散をサポート
し、高可用性、スケーラビリティ、および障害回復を実現します。 

Microsoft VDI の情報を入手できます。Windows Server 2012 R2 のダウンロードおよび評価: 
http://www.microsoft.com/ja-jp/server-cloud/try/default.aspx 
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