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NICE DCV の仕組み

NICE DCV とは
NICE DCV は、高性能のリモートディスプレイプロトコルです。さまざまなネットワーク条件で、リモー
トデスクトップやアプリケーションストリーミングをクラウドやデータセンターからあらゆるデバイスへ
安全に配信できます。NICE DCV と Amazon EC2 を使用すると、グラフィックスを多用するアプリケー
ションを Amazon EC2 インスタンス上でリモートで実行できます。結果をより控えめなクライアントマシ
ンにストリーミングできるため、高価な専用ワークステーションが不要になります。

トピック
• NICE DCV の仕組み (p. 1)
• NICE DCV の機能 (p. 1)
• NICE DCV の料金 (p. 2)

NICE DCV の仕組み
NICE DCV を使用するには、サーバーに NICE DCV サーバーソフトウェアをインストールします。NICE 
DCV サーバーソフトウェアは、安全なセッションを作成するために使用されます。サーバー上にアプリ
ケーションをインストールして実行します。サーバーはハードウェアを使用して、インストールされてい
るアプリケーションに必要な高性能処理を実行します。ユーザーは、NICE DCV クライアントアプリケー
ションを使用してセッションにリモート接続してアプリケーションにアクセスします。接続が確立される
と、NICE DCV サーバーソフトウェアはアプリケーションのビジュアル出力を圧縮し、暗号化されたピク
セルストリームでクライアントアプリケーションにストリームを返します。クライアントアプリケーショ
ンは圧縮されたピクセルストリームを受信し、復号してローカルディスプレイに出力します。

NICE DCV の機能
NICE DCV には以下の機能があります。

• デスクトップ全体を共有 — 高性能 NICE DCV プロトコルを使用してリモートデスクトップ全体を完全
に制御します。

• イメージのみを転送 — ジオメトリやシーン情報ではなく、レンダリングされたイメージをピクセルとし
て転送します。顧客の固有情報がネットワーク経由で送信されないため、追加のセキュリティレイヤー
が提供されます。

• H.264 ベースのエンコーディングをサポート — H.264 ベースの動画圧縮とエンコーディングを使用して
帯域幅の消費を削減します。

• 可逆品質の動画圧縮をサポート - ネットワークとプロセッサの条件が許す限り、可逆品質のビデオ圧縮
をサポートします。

• 表示レイアウトと一致 — クライアントウィンドウのサイズに合わせて、サーバーの画面解像度と表示レ
イアウトを自動的に調整します。

• マルチスクリーンをサポート — セッションデスクトップを最大 4 台のモニターに拡張できます。高ピ
クセル密度のモニターは、Windows と macOS のネイティブクライアントでサポートされています。

• 圧縮レベルを適応させる — ネットワークの利用可能な帯域幅とレイテンシーに基づいて動画圧縮レベル
を自動的に調整します。

• コラボレーションを可能にする — 複数のコラボレーションクライアントをサポートする動的セッション
を提供します。クライアントは、セッション中いつでも接続および切断できます。

• サーバーごとに複数のセッションをサポート (Linux NICE DCV サーバーのみ) — Linux NICE DCV サー
バーごとに複数の仮想セッションをサポートし、コスト削減を最大化します。

1
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料金

• GPU 共有のサポート (Linux NICE DCV サーバーのみ) — Linux NICE DCV サーバーで実行されている複
数の仮想セッション間で、1 つ以上の物理 GPU を共有できます。

• タッチ入力、スタイラス入力、ゲームパッドをサポート — ローカルコンピューターに接続された入力デ
バイスを使用して、リモートの NICE DCV セッションを操作できます。

• USB、スマートカード、およびスタイラスのリモート化をサポート — NICE DCV セッションで周辺機
器をローカルコンピュータと同じように使用できます。

• オーディオのインとアウト、印刷、コピーと貼り付けをサポート — セッションとローカルコンピュータ
の間でこれらのキー操作を実行できます。

• ファイル転送をサポート — セッションとローカルコンピュータ間でファイルを転送できます。
• HTML5 クライアントを提供 - Windows および Linux 上の最新のウェブブラウザで使用できる HTML5 ク

ライアントを提供します。
• 最新の Linux デスクトップ環境をサポート — RHEL 8 上の Gnome 3 など最新の Linux デスクトップを

サポートします。

NICE DCV の料金
Amazon EC2 インスタンスで NICE DCV サーバーを使用する場合、追加料金は発生しません。使用するイ
ンスタンスおよびその他の Amazon EC2 機能に対して標準料金がかかります。

それ以外の場合は必須です。詳細については、「NICE DCV サーバーのライセンス (p. 36)」を参照して
ください。
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要件

NICE DCV サーバー
NICE DCV サーバーは、Windows と Linux で使用できます。どちらのサーバーも同様の機能を提供します
が、いくつかの違いがあります。ニーズに最適な NICE DCV サーバーを選択します。次の表は、Windows 
および Linux の NICE DCV サーバーでサポートされている機能を比較したものです。

トピック
• 要件 (p. 3)
• サポートされている機能 (p. 4)

要件
NICE DCV の良好なユーザーエクスペリエンスを確保するために、サーバーが次の最小要件を満たしてい
ることを確認してください。ユーザーエクスペリエンスは、NICE DCV サーバーから NICE DCV クライア
ントにストリーミングされるピクセル数に大きく左右されるため注意が必要です。

Amazon EC2 インスタンスに NICE DCV サーバーをインストールする場合は、Amazon EC2 のインスタ
ンスタイプ G3、G4dn、または G4ad を使用することをお勧めします。これらのインスタンスタイプは、
ハードウェアベースの OpenGL および GPU 共有をサポートする GPU を提供します。詳細については、
「Amazon EC2 G3 インスタンス」および「Amazon EC2 G4 インスタンス」を参照してください。NICE 
DCV サーバーは、他のインスタンスタイプにもインストールできますが、画面解像度の制限が生じる可能
性があります。この制限を回避するには、EC2 用 NICE DCV 仮想ディスプレイドライバーをダウンロード
してインストールします。

サーバーは、次の表に示す最小要件を満たしている必要があります。

  Windows サーバー Linux サーバー

オペレー
ティングシ
ステム

• Windows 8.1
• Windows Server 2012 R2
• Windows 10
• Windows 11
• Windows Server 2016
• Windows Server 2019
• [Windows Server 2022]

Note

サポートされているすべての 
Windows オペレーティングシステ
ムでは、.NET Framework 4.5 が必
要で、x86-64 アーキテクチャをサ
ポートしている必要があります。

• Amazon Linux 2
• CentOS 7.6 以降
• CentOS Stream 8
• CentOS Stream 9
• RHEL 7.6 以降
• RHEL 8.x
• RHEL 9.x
• SUSE Linux Enterprise 12
• SUSE Linux Enterprise 15
• ロッキーリナックス 8.5 またはそれ以降
• Rocky Linux 9
• Ubuntu 18.04
• Ubuntu 20.04
• Ubuntu 22.04

サポートさ
れている
アーキテク
チャ

64 ビット x86 • 64 ビット x86
• 64 ビット ARM (Amazon Linux 

2、CentOS 7.x/8.x、RHEL 
7.x/8.x、Ubuntu 18.04 のみで実行される 
Amazon EC2 インスタンスでサポートさ
れる)
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  Windows サーバー Linux サーバー

(オプション) ハードウェアベースのビデオエンコーディングには、NVIDIA または AMD 
GPU が必要です。サーバーに GPU がない場合は、ソフトウェアベースのビデオエン
コーディングが使用されます。

Note

• NVIDIA GPU では、ハードウェアベースのビデオエンコーディングに NVENC 
が必要です。Ubuntu 20 では、コンピューティング機能を備えた NVIDIA GPU 
>= 3.5 が必要です。

• AMD GPU のハードウェアベースのビデオエンコーディングには、Linux また
は Windows 用の Advanced Media Framework (AMF)、または Windows 専用
の Rapidfire が必要です。Linux の場合、AMD ドライバーにより提供される追
加のパッケージ amf-amdgpu-pro をインストールすれば、AMF エンコーダ
を Ubuntu インスタンスで使用できます。

GPU

  仮想セッション間での GPU 共有には 
NVIDIA GPU が必要です。

Note

AMD GPU を搭載した Linux サー
バーでは、コンソールセッション
のみがサポートされています。

ネットワー
ク

NICE DCV サーバーでは、デフォルトで、ポート 8443 経由で通信が行われます。ポート
は設定可能ですが、1024 より大きい必要があります。サーバーで必要なポートを介した
通信が許可されていることを確認します。

NICE DCV クライアント要件の詳細については、「NICE DCV ユーザーガイド」の「NICE DCV クライア
ント要件」を参照してください。

サポートされている機能
次の表は、Windows と Linux の NICE DCV サービスでサポートされている機能を比較したものです。

機能 Windows NICE 
DCV サー
バー (p. 6)

Linux NICE DCV 
サーバー (p. 10)

コンソールセッション (p. 84) ✓ ✓

仮想セッション (p. 84) ✗ ✓

QUIC (p. 54) ✓ ✓

設定可能な TCP/UDP ポートとアドレス (p. 55) ✓ ✓

カスタム TLS 証明書 (p. 58) ✓ ✓

アイドル状態のクライアントの切断 (p. 60) ✓ ✓

GPU 共有 (p. 61) ✗ ✓

USB リモート化の化 (p. 65) ✓ ✓

4
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サポートされている機能

機能 Windows NICE 
DCV サー
バー (p. 6)

Linux NICE DCV 
サーバー (p. 10)

スマートカードのサポート (p. 66) ✓ ✓

ウェブカメラのサポート ✓ (Windows 10 お
よび Server 2016 
以降)

✗

セッションストレージとファイル転送 (p. 67) ✓ ✓

コピーと貼り付け (p. 71) ✓ ✓

カスタム HTTP ヘッダー (p. 75) ✓ ✓

セッションからの印刷 (p. 69) ✓ ✓

ステレオオオオオオオ (p. 72) ✓ ✓

サラウンドサウンドオーディオ再生 (p. 72) ✓ (7.1 まで) ✓ (5.1 まで)

ステレオオオオオオオ (p. 72) ✓ ✓

タッチスクリーンのサポート (p. 62) ✓ (Windows 8.1 お
よび Server 2012 
以降)

✓

スタイラスのサポート (p. 62) ✓ (Windows 10 お
よび Server 2019)

✓

ゲームパッドのサポート (p. 64) ✓ (Windows 10 お
よび Server 2016 
以降)

✗

選択したモニターを全画面表示 ✓ ✗

タイムゾーンリダイレクト ✓ ✗

NICE DCV クライアント機能の詳細については、「NICE DCV ユーザーガイド」の「NICE DCV クライア
ント機能」を参照してください。
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NICE DCV サーバーのセットアップ
NICE DCV を使用するには、NICE DCV セッションをホストするサーバーに NICE DCV サーバーソフト
ウェアをインストールします。ソフトウェアに正しくライセンスが付与されていることを確認します。

次のトピックでは、NICE DCV サーバーをインストールしてライセンスを取得する方法について説明しま
す。ライセンス (p. 36)に関するトピックは、オンプレミスおよびその他のクラウドベースサーバーでの
インストールにのみ適用されます。これは、Amazon EC2 インスタンスでの NICE DCV サーバーの使用に
はライセンスが不要であるためです。

トピック
• NICE DCV サーバーのインストール (p. 6)
• NICE DCV サーバーのライセンス (p. 36)
• NICE DCV サーバーのアップグレード (p. 49)
• NICE DCV サーバーのアンインストール (p. 50)

NICE DCV サーバーのインストール
次のトピックでは、NICE DCV サーバーの最新バージョンを Windows および Linux にインストールする方
法について説明します。Amazon EC2 インスタンス、オンプレミスサーバー、またはクラウドベースサー
バーに NICE DCV をインストールする場合は、以下のステップを実行します。

Note

NICE DCV サーバーを旧バージョンから最新バージョンにアップグレードする場合は、「NICE 
DCV サーバーのアップグレード (p. 49)」を参照してください。

トピック
• Windows への NICE DCV サーバーのインストール (p. 6)
• Linux に NICE DCV サーバーをインストールします。 (p. 10)

Windows への NICE DCV サーバーのインストール
このセクションでは、NICE DCV サーバーを Windows にインストールする方法について説明します。

トピック
• Amazon EC2 インスタンスでの Windows NICE DCV サーバーの前提条件 (p. 6)
• Windows への NICE DCV サーバーのインストール (p. 8)

Amazon EC2 インスタンスでの Windows NICE DCV サーバーの
前提条件
このトピックでは、NICE DCV サーバーをインストールする前に Windows Amazon EC2 インスタンスを
設定する方法について説明します。Amazon EC2 の Windows インスタンスに NICE DCV サーバーをイン
ストールしない場合は、これらの前提条件をスキップしてください。
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トピック
• 高速コンピューティングインスタンスの前提条件 (p. 7)
• その他のインスタンスファミリーの前提条件 (p. 7)

高速コンピューティングインスタンスの前提条件

GPU グラフィックインスタンスの前提条件

GPU グラフィックインスタンス (G2、G4dN、G4ad、または GPU ドライバーまたは GPU ドライバーま
たは GPU ドライバーまたは GPU ドライバーをインストールして設定することをお勧めします。GPU ド
ライバーにより次の機能が有効になります。

• アプリケーションの DirectX および OpenGL ハードウェアアクセラレーション
• H.264 ビデオストリーミングエンコードのハードウェアアクセラレーション
• カスタマイズ可能なサーバーモニターの解像度
• サーバーモニターの最大解像度の増加— 最大 4096x2160
• サーバーモニター数の増加

GPU グラフィックスインスタンスに NVIDIA GPU ドライバーをインストールする方法については、
「Amazon EC2 ユーザーガイド」の以下のトピックを参照してください。

• NVIDIA GPU とともに使用するインスタンス (G4dN、または G4dN については、「Windows への 
NVIDIA ドライバーのインストール」を参照してください。

• AMD GPU を使用するインスタンス (G4ad インスタンスなど) については、「Windows インスタンスに 
AMD ドライバーをインストールする」を参照してください。

Amazon EC2 G4ad インスタンスの詳細については、ブログ投稿記事「新しい Amazon EC2 G4ad インス
タンスの詳細」を参照してください。

その他の高速コンピューティングインスタンスの前提条件

GPU グラフィックインスタンスではない高速コンピューティングインスタンス (P2、P3、P3dn などのイ
ンスタンス) を使用している場合は、適切な NVIDIA GPU ドライバーをインストールして設定することを
お勧めします。NVIDIA GPU ドライバーにより、H.264 ビデオストリーミングエンコードのハードウェア
アクセラレーションが有効になります。

高速コンピューティングインスタンスに NVIDIA GPU ドライバーをインストールする方法については、
「Windows インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイド」の「パブリック NVIDIA ドライバー」を参照
してください。

高速コンピューティングインスタンスに NVIDIA GPU ドライバーをインストールしても、サーバーモニ
ターの制限や解像度は向上しません。サーバーモニター解像度のサポートを追加するには、NVIDIA GRID 
ドライバーをインストールします。詳細については、NVIDIA ウェブサイトの「NVIDIA vGPU ソフトウェ
ア」を参照してください。

その他のインスタンスファミリーの前提条件

高速コンピューティングインスタンス以外のインスタンスについては、NICE DCV 仮想ディスプレイドラ
イバーをインストールすることをお勧めします。このようなインスタンスには、汎用、コンピューティン
グ最適化、メモリ最適化、ストレージ最適化などのインスタンスファミリーがあります。

NICE DCV 仮想ディスプレイドライバーをインストールすると、以下が有効になります。

• 最大 4 つのモニターに対するサポート
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• カスタム解像度に対するサポート
• 4K UHD 解像度に対するサポート

NICE DCV サーバーに接続されたサーバーモニタを、Windows コントロールパネルで管理することはでき
ません。

Note

NICE DCV 仮想ディスプレイドライバーは、Windows Server 2016 以降でサポートされていま
す。

Important

NVIDIA GPU ドライバーなどといった他の GPU ドライバーと一緒に NICE DCV 仮想ディスプ
レイドライバーをインストールすると、競合が発生する可能性があります。競合を回避するため
に、NICE DCV 仮想ディスプレイドライバーを他の GPU ドライバーと組み合わせてインストー
ルしないことをお勧めします。

インスタンスに NICE DCV 仮想ディスプレイドライバをインストールする方法

1. NICE DCV 仮想ディスプレイドライバインストーラを NICE DCV ウェブサイトからダウンロードしま
す。

2. ウィザードを実行してドライバーをインストールするには、インストールファイルを開くか、または
ダブルクリックします。または、次のコマンドを使用して自動インストールを実行します。

C:\> nice-dcv-virtual-display-x64-Release-38.msi /quiet /norestart

3. インスタンスを再起動して、そのインスタンスに再接続します。

Windows への NICE DCV サーバーのインストール
インストールウィザードを使用して、NICE DCV サーバーを Windows ホストサーバーにインストールす
ることができます。ウィザードで一連のステップを実行して、NICE DCV サーバーのインストールをカス
タマイズすることができます。また、コマンドラインを使用して自動インストールを実行することもでき
ます。その場合はデフォルト設定によりインストール手順が自動化されます。

目次
• ウィザードの使用 (p. 8)
• 自動インストール (p. 9)

ウィザードの使用

NICE DCV サーバーインストールウィザードを使用して、ガイド付きインストールを行います。

ウィザードを使用して NICE DCV サーバーを Windows にインストールする方法

1. NICE DCV サーバーのインストール先となるサーバーを起動して接続します。
2. NICE DCV ウェブサイトから NICE DCV サーバーインストーラをダウンロードします。

Note

NICE DCV サーバーは、64 ビットバージョンでのみ利用可能で、64 ビット Windows オペ
レーティングシステムでサポートされています。
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Tip

ダウンロード用ウェブサイトの最新のパッケージには、利用可能な最新バージョンに常に接
続されているリンクが含まれます。これらのリンクを使用すれば、最新の NICE DCV パッ
ケージを自動的に取得できます。

3. nice-dcv-server-x64-Release-2023.0-version_number.msi を実行します。
4. ようこそ画面で、[Next] を選択します。
5. [End-User License Agreement] (エンドユーザーライセンス契約) 画面で、使用許諾書を読みます。同

意する場合は、[I accept the terms in the License Agreement] (使用許諾契約書の条項に同意します) 
チェックボックスを選択して、[Next] (次へ) を選択します。

6. (オプション) コンポーネント選択画面で項目を選択して、インストールするコンポーネントを設定し
ます。コンポーネントをインストール対象としてマークするには、項目を選択し、[ローカルハードド
ライブにインストールします] を選択します。インストールからコンポーネントを除外するには、項目
を選択し、「機能全体を使用できなくなります」を選択します。

7. [DCV Service Configuration (DCV サービス設定)] 画面で、次の操作を行います。

a. (オプション) サーバーのファイアウォールを手動で構成して必要なポートで通信できるようにす
るには、[No, I will manually configure my firewall later (いいえ、後でファイアウォールを手動で構
成します)] を選択します。

b. (オプション) NICE DCV サーバーをインストール後に手動で起動するには、[No, I want to start 
a DCV Service manually] (いいえ、DCV サービスを手動で開始します) を選択します。このオプ
ションを選択すると、インストールが完了した後で自動的にコンソールセッションを開始するこ
とはできません。このオプションを選択すると、ステップ 9 はスキップされます。

8. [Next] (次へ) を選択します。
9. [DCV Session Management Configuration (セッション管理設定)] 画面で、自動コンソールセッション

の所有者を指定します。または、インストールの完了後に自動コンソールセッションが開始されない
ようにするには、[いいえ、セッションを手動で作成します] を選択します。

Note

以前にサーバーを自動的に開始することを選択した場合にのみ、このステップを完了しま
す。

10. [Install] (インストール) を選択します。

自動インストール

デフォルト設定では、自動インストールにより次の処理が実行されます。

• ポート 8443 を介した通信を許可するファイアウォールルールを追加します。
• NICE DCV サーバーの自動起動を有効にします。
• 自動コンソールセッションを作成します。
• コンソールセッションの所有者を、インストールを実行するユーザーに設定します。

インストールコマンドに次のオプションを追加することで、デフォルトのアクションを上書きすることが
できます。

• DISABLE_FIREWALL=1 — インストーラによりファイアウォールルールが追加されないようにします。
• DISABLE_SERVER_AUTOSTART=1 — NICE DCV サーバーがインストール後に自動的に開始されないよ

うにします。
• DISABLE_AUTOMATIC_SESSION_CREATION=1 — インストーラにより自動コンソールセッションが開

始されないようにします。
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• AUTOMATIC_SESSION_OWNER=owner_name — 自動コンソールセッションの別の所有者を指定しま
す。

• ADDLOCAL=component_list — インストールする要素のセットに要素を追加します。
• REMOVE=component_list — インストールする要素のセットから要素を削除します。

Note

REMOVE オプションは ADDLOCAL オプションの後で評価されます。両方のリストに入っている
要素はインストールされません。

component_list は、次の値が含まれている可能性があるコンマ区切りリストです。

• audioMicDriver: マイクロフォンドライバー
• audioSpkDriver: スピーカードライバー
• printerDriver: プリンタードライバー
• usbDriver: USB デバイスリモート化ドライバー (デフォルトでは無効)
• webcamDriver: ウェブカメラのドライバー
• gamepadDriver: ゲームパッドドライバー
• webClient: ウェブクライアント
• ALL: すべてのコンポーネント

自動インストールを使用して Windows に NICE DCV サーバーをインストールする方法

1. NICE DCV サーバーのインストール先となるサーバーを起動して接続します。
2. NICE ウェブサイトから NICE DCV サーバーインストーラをダウンロードします。

Note

NICE DCV サーバーは、64 ビットバージョンでのみ利用可能で、64 ビット Windows オペ
レーティングシステムでサポートされています。

3. コマンドプロンプトウィンドウを開いて、インストーラをダウンロードしたフォルダに移動します。
4. 次のいずれかの例に示されているように、自動インストーラを実行します。

• デフォルトのコンポーネントをインストールします。

C:\>  msiexec.exe /i nice-dcv-server-x64-Release-2023.0-version_number.msi
/quiet /norestart /l*v dcv_install_msi.log

• すべてのコンポーネントをインストールします。

C:\>  msiexec.exe /i nice-dcv-server-x64-Release-2023.0-version_number.msi
ADDLOCAL=ALL /quiet /norestart /l*v dcv_install_msi.log

• コンポーネントのサブセットをインストールします。

C:\>  msiexec.exe /i nice-dcv-server-x64-Release-2023.0-version_number.msi
ADDLOCAL=audioMicDriver,audioSpkDriver,printerDriver,webcamDriver /quiet /norestart /
l*v dcv_install_msi.log

Linux に NICE DCV サーバーをインストールします。
このセクションでは、NICE DCV サーバーを Linux にインストールする方法について説明します。
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トピック
• Linux NICE DCV サーバーの前提条件 (p. 11)
• Linux に NICE DCV サーバーをインストールする (p. 21)
• インストール後のチェック (p. 34)

Linux NICE DCV サーバーの前提条件
NICE DCV を使用すると、クライアントが Linux サーバーのリモートのグラフィカル X セッションにア
クセスできます。これにより、対応する Linux デスクトップにアクセスできます。NICE DCV では、コン
ソールセッションと仮想セッションの 2 種類の Linux デスクトップストリーミングがサポートされていま
す。コンソールおよび仮想セッションの詳細については、「NICE DCV セッションの管理 (p. 84)」を参
照してください。

このトピックでは、Linux サーバーで NICE DCV を使用するための前提条件をインストールする方法につ
いて説明します。

内容
• デスクトップ環境とデスクトップマネージャーをインストールする (p. 11)
• Wayland プロトコルの無効化 (GDM3 のみ) (p. 15)
• X サーバーを設定する (p. 16)
• glxinfo ユーティリティをインストールする (p. 17)
• OpenGL ソフトウェアレンダリングの検証 (p. 17)
• グラフィックスインスタンス用の GPU ドライバーをインストールする (p. 18)
• GPU 以外のインスタンスに XDummy ドライバーをインストールする (p. 19)

デスクトップ環境とデスクトップマネージャーをインストールする

Linux サーバーでの NICE DCV のエクスペリエンスが向上するように、デスクトップ環境とデスクトップ
マネージャーをインストールできます。

デスクトップ環境は、Linux オペレーティングシステムとやり取りするのに役立つグラフィカルユーザー
インターフェイス (GUI) です。いくつかのデスクトップ環境があり、NICE DCV はそれらの多くで動作し
ます。デスクトップマネージャーは、ユーザーのログイン画面を管理し、デスクトップ環境セッションと 
X サーバーを起動および停止するプログラムです。

次のタブには、サポートされているオペレーティングシステムにデフォルトのデスクトップ環境とデスク
トップマネージャをインストールする手順と、サポートされているオペレーティングシステムで X サー
バーを設定および起動する方法が示されています。

RHEL, CentOS, and Rocky Linux

RHEL、CentOS、および Rocky Linux のデフォルトのデスクトップ環境は Gnome3 で、デフォルトの
デスクトップマネージャーは GDM です。

RHEL、CentOS、および Rocky Linux にデスクトップ環境とデスクトップマネージャーをイ
ンストールして設定するには

1. デスクトップ環境とデスクトップマネージャーパッケージをインストールします。

• RHEL、CentOS、ロッキーLinux、またはそれ以上

$ sudo yum groupinstall 'Server with GUI'
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• CentOS

$ sudo yum groupinstall "GNOME Desktop"

2. ソフトウェアパッケージを更新して、Linux サーバーが最新のものになるようにします。

$ sudo yum upgrade

3. Linux サーバーを再起動します。

$ sudo reboot

Amazon Linux 2

Amazon Linux 2 のデフォルトのデスクトップ環境は Gnome3 で、デフォルトのデスクトップマネー
ジャーは GDM です。

Amazon Linux 2 にデスクトップ環境とデスクトップマネージャーをインストールして設定す
るには

1. デスクトップ環境とデスクトップマネージャーパッケージをインストールします。

$ sudo yum install gdm gnome-session gnome-classic-session gnome-session-xsession

$ sudo yum install xorg-x11-server-Xorg xorg-x11-fonts-Type1 xorg-x11-drivers 

$ sudo yum install gnome-terminal gnu-free-fonts-common gnu-free-mono-fonts gnu-
free-sans-fonts gnu-free-serif-fonts

2. ソフトウェアパッケージを更新して、Linux サーバーが最新のものになるようにします。

$ sudo yum upgrade

3. Linux サーバーを再起動します。

$ sudo reboot

Ubuntu 18.x

Ubuntu 18.x の場合、デフォルトのデスクトップ環境は Gnome3 で、デフォルトのデスクトップマ
ネージャーは GDM3 です。Ubuntu 18.x では、現在、GDM3 は NICE DCV コンソールセッションでサ
ポートされていません。このような理由から、NICE DCV コンソールセッションでの作業を予定して
いる場合は、LightDM デスクトップマネージャーを使用することをお勧めします。

Ubuntu 18.x にデスクトップ環境とデスクトップマネージャーをインストールして設定する方
法

1. デスクトップ環境とデスクトップマネージャーパッケージをインストールします。

$ sudo apt update

$ sudo apt install ubuntu-desktop

12



NICE DCV 管理者ガイド
Linux

LightDM をインストールします。

$ sudo apt install lightdm

2. ソフトウェアパッケージを更新して、Linux サーバーが最新のものになるようにします。

$ sudo apt upgrade

3. Linux サーバーを再起動します。

$ sudo reboot

Ubuntu 20.x and 22.x

Ubuntu 20.x/22.x の場合、デフォルトのデスクトップ環境は Gnome3 で、デフォルトのデスクトップ
マネージャーは GDM3 です。Ubuntu 20.x以降、LightDM はNICE DCVではサポートされなくなりまし
た。

Ubuntu 20.x/22.x にデスクトップ環境とデスクトップマネージャーをインストールして設定す
るには

1. デスクトップ環境とデスクトップマネージャーパッケージをインストールします。

$ sudo apt update

$ sudo apt install ubuntu-desktop

GDM3 をインストールする

$ sudo apt install gdm3

2. GDM3 がデフォルトのデスクトップマネージャとして設定されていることを確認します。

$ cat /etc/X11/default-display-manager

出力は次のとおりです。

/usr/sbin/gdm3

GDM3 がデフォルトのデスクトップマネージャーとして設定されていない場合は、次のコマンド
を使用してデフォルトとして設定します。

$ sudo dpkg-reconfigure gdm3

3. ソフトウェアパッケージを更新して、Linux サーバーが最新のものになるようにします。

$ sudo apt upgrade

4. Linux サーバーを再起動します。

$ sudo reboot
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Note

2022.2 より古いバージョンの NICE DCV を仮想セッションで使用すると、既知の GDM の問
題が発生する可能性があります。仮想セッションを正しく機能させるために、次のいずれか
のソリューションを導入できます。

• GPU を搭載していないサーバーでは仮想セッションを実行する必要がないため、デスク
トップマネージャを無効にできます。仮想セッションを作成する前に、次のコマンドを実
行して、システムがマルチユーザーモードで実行されるように設定します。

sudo systemctl isolate multi-user.target

• GPU を搭載したサーバーでは、デスクトップマネージャを無効にするだけでなく、仮想
セッションを作成する前にシステムで X サーバを起動する必要があります。これを行うに
は、以下のコマンドを実行します。

sudo systemctl isolate multi-user.target

sudo dcvstartx &

NICE DCV 2022.2 以降はこの問題の影響を受けません。
SUSE Linux Enterprise 12.x

SUSE Linux Enterprise 12.x のデフォルトのデスクトップ環境は SLE Classic で、デフォルトのデスク
トップマネージャーは GDM です。

SUSE Linux Enterprise 12.x でデスクトップ環境とデスクトップマネージャーをインストール
して設定するには

1. デスクトップ環境とデスクトップマネージャーパッケージをインストールします。

$ sudo zypper install -t pattern gnome_basic

2. GDM がデフォルトのデスクトップマネージャとして設定されていることを確認します。

$ sudo update-alternatives --set default-displaymanager /usr/lib/X11/
displaymanagers/gdm

$ sudo sed -i "s/DEFAULT_WM=\"\"/DEFAULT_WM=\"gnome\"/" /etc/sysconfig/
windowmanager

3. ソフトウェアパッケージを更新して、Linux サーバーが最新のものになるようにします。

$ sudo zypper update

4. Linux サーバーを再起動します。

$ sudo reboot

SUSE Linux Enterprise 15.x

SUSE Linux Enterprise 15.x のデフォルトのデスクトップ環境は SLE Classic で、デフォルトのデスク
トップマネージャーは GDM3 です。
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SUSE Linux Enterprise 15.x でデスクトップ環境とデスクトップマネージャーをインストール
して設定するには

1. デスクトップ環境とデスクトップマネージャーパッケージをインストールします。

$ sudo zypper install -t pattern gnome_basic

2. GDM がデフォルトのデスクトップマネージャとして設定されていることを確認します。

$ sudo update-alternatives --set default-displaymanager /usr/lib/X11/
displaymanagers/gdm

$ sudo sed -i "s/DEFAULT_WM=\"\"/DEFAULT_WM=\"gnome\"/" /etc/sysconfig/
windowmanager

3. ソフトウェアパッケージを更新して、Linux サーバーが最新のものになるようにします。

$ sudo zypper update

4. Linux サーバーを再起動します。

$ sudo reboot

Note

2022.2 より古いバージョンの NICE DCV を仮想セッションで使用すると、既知の GDM の問
題が発生する可能性があります。仮想セッションを正しく機能させるために、次のいずれか
のソリューションを導入できます。

• GPU を搭載していないサーバーでは仮想セッションを実行する必要がないため、デスク
トップマネージャを無効にできます。仮想セッションを作成する前に、次のコマンドを実
行して、システムがマルチユーザーモードで実行されるように設定します。

sudo systemctl isolate multi-user.target

• GPU を搭載したサーバーでは、デスクトップマネージャを無効にするだけでなく、仮想
セッションを作成する前にシステムで X サーバを起動する必要があります。これを行うに
は、以下のコマンドを実行します。

sudo systemctl isolate multi-user.target

sudo dcvstartx &

NICE DCV 2022.2 以降はこの問題の影響を受けません。

Wayland プロトコルの無効化 (GDM3 のみ)

NICE DCV は Wayland プロトコルに対応していません。GDM3 デスクトップマネージャーを使用してい
る場合は、Wayland プロトコルを無効にする必要があります。GDM3 を使用している場合は、このステッ
プをスキップしてください。
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Wayland プロトコルを無効にする方法

1. 適切なテキストエディタを使用して以下のファイルを開きます。

• RHEL、CentOS、SUSE Linux Enterprise 15.x

/etc/gdm/custom.conf

• Ubuntu 18.x/20.x/22.x

/etc/gdm3/custom.conf

2. [daemon] セクションで WaylandEnable を false に設定します。

[daemon]
WaylandEnable=false

3. GDM サービスを再起動します。

• RHEL と CentOS

$ sudo systemctl restart gdm

• Ubuntu 18.x/20.x/22.x

$ sudo systemctl restart gdm3

• SUSE Linux Enterprise 15.x

$ sudo systemctl restart xdm

X サーバーを設定する

コンソールセッションまたは GPU 共有を使用する場合は、Linux サーバーが正しく設定され、実行されて
いる X サーバーがあることを確認する必要があります。

Note

GPU 共有を使用せずに仮想セッションを使用する場合、X サーバーは必要ありません。

X サーバーパッケージは通常、デスクトップ環境とデスクトップマネージャーの依存関係としてインス
トールされます。Linux サーバーの起動時に自動的に起動するように X サーバーを設定することをお勧め
します。

RHEL、CentOS、ロッキーリナックス、Amazon Linux 2、Ubuntu 18.x、20.x、22.x、SUSE Linux 
Enterprise 12.x、15.x で X サーバーを設定して起動するには:

1. Linux サーバーの起動時に自動的に起動するように X サーバーを設定します。

$ sudo systemctl get-default

コマンドが graphical.target を返した場合、X サーバーは自動的に起動するようにすでに設定さ
れています。次のステップに進みます。

コマンドが multi-user.target を返した場合、X サーバーは自動的に起動するように設定されて
いません。次の コマンドを実行します。

$ sudo systemctl set-default graphical.target
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2. X サーバーを起動します。

$ sudo systemctl isolate graphical.target
3. X サーバーが実行中であることを確認する

$ ps aux | grep X | grep -v grep

以下に示しているのは、X サーバーが動作している場合の出力例です。

root 1891 0.0 0.7 277528 30448 tty7 Ssl+ 10:59 0:00 /usr/bin/Xorg :0 -
background none -verbose -auth /run/gdm/auth-for-gdm-wltseN/database -seat 
seat0 vt7

glxinfo ユーティリティをインストールする
glxinfo ユーティリティは、Linux サーバーの OpenGL 設定に関する情報を提供します。このユーティリ
ティを使用すれば、Linux サーバーでサポートされるように設定されているのが OpenGL のハードウェア
レンダリングかソフトウェアレンダリングかを判断できます。ドライバーとサポートされている拡張機能
に関する情報が得られます。

glxinfo ユーティリティは DCV GL のパッケージ依存関係としてインストールされます。したがって、DCV 
GL をインストールした場合、glxinfo ユーティリティはすでに Linux サーバーにインストールされていま
す。

RHEL, CentOS, Rocky Linux, and Amazon Linux 2

glxinfo ユーティリティをインストールするには

次のコマンドを実行します。

$ sudo yum install glx-utils

Ubuntu

glxinfo ユーティリティをインストールするには

次のコマンドを実行します。

$ sudo apt install mesa-utils

SUSE Linux Enterprise

glxinfo ユーティリティをインストールするには

次のコマンドを実行します。

$ sudo zypper in Mesa-demo-x

OpenGL ソフトウェアレンダリングの検証
GPU 非搭載の Linux サーバーでは、OpenGL は Mesa ドライバーを使用するソフトウェアレンダリング
モードでのみサポートされます。GPU 非搭載の Linux サーバーを使用していて、OpenGL を使用する予定
の場合は、Mesa ドライバーがインストールされ、Linux サーバーで正しく設定されていることを確認して
ください。

Note

この条件は GPU 非搭載の Linux サーバーにのみ適用されます。
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OpenGL ソフトウェアレンダリングが利用可能であることを確認するには

X サーバーが実行されていることを確認し、次のコマンドを使用します。

$ sudo DISPLAY=:0 XAUTHORITY=$(ps aux | grep "X.*\-auth" | grep -v grep | sed -n 's/.*-auth 
 \([^ ]\+\).*/\1/p') glxinfo | grep -i "opengl.*version"

以下に示しているのは、OpenGL ソフトウェアレンダリングが利用可能な場合の出力例です。

OpenGL core profile version string: 3.3 (Core Profile) Mesa 17.0.5
OpenGL core profile shading language version string: 3.30
OpenGL version string: 3.0 Mesa 17.0.5
OpenGL shading language version string: 1.30
OpenGL ES profile version string: OpenGL ES 3.0 Mesa 17.0.5
OpenGL ES profile shading language version string: OpenGL ES GLSL ES 3.00

グラフィックスインスタンス用の GPU ドライバーをインストールする

トピック
• NVIDIA ドライバーをインストールして設定する (p. 18)
• AMD ドライバーをインストールして設定する (p. 19)

NVIDIA ドライバーをインストールして設定する

専用 NVIDIA GPU 搭載の Linux サーバーでは、適切な NVIDIA ドライバーがインストールされ、正しく
設定されていることを確認する必要があります。Amazon EC2 Linux インスタンスに NVIDIA ドライバー
をインストールする方法については、「Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイド」の「Linux 
サーバーでの NVIDIA ドライバーのイントール」を参照してください。

Note

• この条件は NVIDIA GPU 搭載の Linux サーバーにのみ適用されます。
• GRID ドライバーでは、インストールされた各 GPU に対して最大 4 つの 4K ディスプレイがサ

ポートされます。ゲーミングドライバーでは、インストールされている各 GPU に対して 4 K 
ディスプレイが 1 つだけサポートされます。

Linux サーバーに NVIDIA ドライバーをインストールしたら、xorg.conf を更新してください。

更新された xorg.conf を生成するには

1. 以下のコマンドを実行します。

sudo nvidia-xconfig --preserve-busid --enable-all-gpus

G3 インスタンスまたは G4 Amazon EC2 インスタンスを使用していて、マルチモニターコンソール
セッションを使用する場合は、--connected-monitor=DFP-0,DFP-1,DFP-2,DFP-3 パラメータ
を含めます。これは次のように行います。

sudo nvidia-xconfig --preserve-busid --enable-all-gpus --connected-
monitor=DFP-0,DFP-1,DFP-2,DFP-3

Note

サーバーにレガシー /etc/X11/XF86Config ファイルがないことを確認します。存在する
場合、nvidia-xconfig は必要な /etc/X11/xorg.conf ファイルを生成するのではな
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く、その設定ファイルを更新します。次のコマンドを実行して、レガシー XF86Config ファ
イルを削除します。

sudo rm -rf /etc/X11/XF86Config*

2. 変更を有効にするには、X サーバーを再起動します。

•
$ sudo systemctl isolate multi-user.target

$ sudo systemctl isolate graphical.target

NVIDIA GPU がハードウェアベースのビデオエンコーディングに対応しているか確認する方法

NVENC エンコーディングがサポートされていることと、Ubuntu 20 では 3.0 以上、または 3.5 以上のコン
ピューティング機能があることを確認します。

NVENC のサポートを確認するには、「NVIDIA Video Encode and Decode GPU Support Matrix」(NVIDIA 
ビデオエンコード/デコードの GPU サポートマトリックス) を参照してください。コンピューティング機能
を確認するには、「NVIDIA Compute Capacility」(NVIDIA コンピューティングキャパシティ) テーブルを
参照してください。

NVIDIA GPU で NVENC エンコーディングがサポートされていない場合、または必要なコンピューティン
グ機能が備わっていない場合は、ソフトウェアベースのビデオエンコーディングが使用されます。

OpenGL ハードウェアレンダリングが利用可能であることを確認するには

次のコマンドを使用して、X サーバーが実行されていることを確認します。

$ sudo DISPLAY=:0 XAUTHORITY=$(ps aux | grep "X.*\-auth" | grep -v grep | sed -n 's/.*-auth 
 \([^ ]\+\).*/\1/p') glxinfo | grep -i "opengl.*version"

以下に示しているのは、OpenGL ハードウェアレンダリングが利用可能な場合の出力例です。

OpenGL core profile version string: 4.4.0 NVIDIA 390.75
OpenGL core profile shading language version string: 4.40 NVIDIA via Cg compiler
OpenGL version string: 4.6.0 NVIDIA 390.75
OpenGL shading language version string: 4.60 NVIDIA
OpenGL ES profile version string: OpenGL ES 3.2 NVIDIA 390.75
OpenGL ES profile shading language version string: OpenGL ES GLSL ES 3.20

AMD ドライバーをインストールして設定する

AMD GPU がアタッチされたインスタンス (G4ad インスタンスなど) には、適切な AMD ドライバーがイ
ンストールされている必要があります。互換性のある Amazon EC2 インスタンスに AMD GPU ドライ
バーをインストールする方法については、「Linux インスタンスに AMD ドライバーをインストールする」
を参照してください。

Amazon EC2 G4ad インスタンスの詳細については、ブログ投稿記事「新しい Amazon EC2 G4ad インス
タンスの詳細」を参照してください。

GPU 以外のインスタンスに XDummy ドライバーをインストールする

トピック
• xDummy ドライバーをインストールして設定する (p. 20)
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xDummy ドライバーをインストールして設定する

専用 GPU が搭載されていない Linux サーバーでコンソールセッションを使用する場合は、Xdummy ドラ
イバーがインストールされ、正しく設定されていることを確認します。XDummy ドライバーを使用する
と、実際の GPU が存在しない場合に X サーバーを仮想フレームバッファで実行できます。

Note

• これは、仮想セッションを使用する場合は必須ではありません。
• XDummy ドライバーは、その設定で定義されている解像度しか対応できません。

RHEL, CentOS, Rocky Linux, and Amazon Linux 2

xDummy ドライバーをインストールする方法

次のコマンドを実行します。

$ sudo yum install xorg-x11-drv-dummy

Ubuntu

xDummy ドライバーをインストールする方法

次のコマンドを実行します。

$ sudo apt install xserver-xorg-video-dummy

SUSE Linux Enterprise

xDummy ドライバーをインストールする方法

次のコマンドを実行します。

$ sudo zypper in xf86-video-dummy

Linux サーバーに XDummy ドライバーをインストールしたら、xorg.conf を更新します。

xorg.conf で xDummy を設定する方法

1. 任意のテキストエディタで /etc/X11/xorg.conf ファイルを開きます。
2. 設定に次のセクションを追加します。

Section "Device" 
    Identifier "DummyDevice" 
    Driver "dummy" 
    Option "ConstantDPI" "true" 
    Option "IgnoreEDID" "true" 
    Option "NoDDC" "true" 
    VideoRam 2048000
EndSection

Section "Monitor" 
    Identifier "DummyMonitor" 
    HorizSync   5.0 - 1000.0 
    VertRefresh 5.0 - 200.0 
    Modeline "1920x1080" 23.53 1920 1952 2040 2072 1080 1106 1108 1135 
    Modeline "1600x900" 33.92 1600 1632 1760 1792 900 921 924 946 
    Modeline "1440x900" 30.66 1440 1472 1584 1616 900 921 924 946 
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    ModeLine "1366x768" 72.00 1366 1414 1446 1494  768 771 777 803 
    Modeline "1280x800" 24.15 1280 1312 1400 1432 800 819 822 841 
    Modeline "1024x768" 18.71 1024 1056 1120 1152 768 786 789 807
EndSection

Section "Screen" 
    Identifier "DummyScreen" 
    Device "DummyDevice" 
    Monitor "DummyMonitor" 
    DefaultDepth 24 
    SubSection "Display" 
        Viewport 0 0 
        Depth 24 
        Modes "1920x1080" "1600x900" "1440x900" "1366x768" "1280x800" "1024x768" 
        virtual 1920 1080 
    EndSubSection
EndSection

Note

示されている設定は一例です。さらにモードを追加すれば、異なる virtual 解像度を設定
できます。複数のダミーモニターを設定することもできます。

3. 変更を有効にするには、X サーバーを再起動します。

•
$ sudo systemctl isolate multi-user.target

$ sudo systemctl isolate graphical.target

Linux に NICE DCV サーバーをインストールする
NICE DCV サーバーは、ホストサーバーのオペレーティングシステムに応じて、一連の RPM パッケージ
または .deb パッケージを使用してインストールされます。このパッケージは、必要なパッケージとその依
存関係をすべてインストールし、必要なサーバー設定を実行します。

Note

NICE DCV サーバーをインストールするには、ルートユーザーとしてサインインする必要があり
ます。

NICE DCV サーバーをインストールする

Amazon Linux 2 and RHEL/CentOS

NICE DCV サーバーは、64 ビット x86 と 64 ビット x86 と 64 ビット ARM のアーキテクチャをベー
スにした Amazon Linux 2、RHEL、CentOS などのサーバーに使用できます。

Important

nice-dcv-gl と nice-dcv-gltest のパッケージは、64 ビット ARM アーキテクチャに基
づくサーバーには使用できません。

NICE DCV サーバーを Amazon Linux、RHEL、CentOS にインストールする方法

1. NICE DCV サーバーのインストール先にするサーバーを起動して接続します。
2. NICE DCV サーバーパッケージには、安全な GPG 署名によるデジタル署名があります。パッ

ケージマネージャーでパッケージ署名を検証できるようにするには、NICE GPG キーをインポー
トする必要があります。そのためには、ターミナルウィンドウを開いて NICE GPG キーをイン
ポートします。
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$ sudo rpm --import https://d1uj6qtbmh3dt5.cloudfront.net/NICE-GPG-KEY

3. NICE DCV ダウンロード ウェブサイトからパッケージをダウンロードします。RPM パッケージ
および deb パッケージは .tgz アーカイブにパッケージ化されています。必ずオペレーティング
システムに適したアーカイブをダウンロードしてください。

• 64 ビット x86

$ wget https://d1uj6qtbmh3dt5.cloudfront.net/2023.0/Servers/nice-
dcv-2023.0-15022-el7-x86_64.tgz

• 64 ビット ARM

$ wget https://d1uj6qtbmh3dt5.cloudfront.net/2023.0/Servers/nice-
dcv-2023.0-15022-el7-aarch64.tgz

Tip

ダウンロード用ウェブサイトの最新のパッケージには、利用可能な最新バージョンに
常に接続されているリンクが含まれます。これらのリンクを使用すれば、最新の NICE 
DCV パッケージを自動的に取得できます。

• 64 ビット x86

$ wget https://d1uj6qtbmh3dt5.cloudfront.net/nice-dcv-el7-x86_64.tgz

• 64 ビット ARM

$ wget https://d1uj6qtbmh3dt5.cloudfront.net/nice-dcv-el7-aarch64.tgz

4. .tgz アーカイブのコンテンツを抽出し、抽出されたディレクトリに移動します。

• 64 ビット x86

$ tar -xvzf nice-dcv-2023.0-15022-el7-x86_64.tgz && cd nice-dcv-2023.0-15022-el7-
x86_64

• 64 ビット ARM

$ tar -xvzf nice-dcv-2023.0-15022-el7-aarch64.tgz && cd nice-dcv-2023.0-15022-
el7-aarch64

5. NICE DCV サーバーをインストールします。

• 64 ビット x86

$ sudo yum install nice-dcv-server-2023.0.15022-1.el7.x86_64.rpm

• 64 ビット ARM

$ sudo yum install nice-dcv-server-2023.0.15022-1.el7.aarch64.rpm

6. (オプション) NICE DCV バージョン 2021.2 以降でウェブクライアントを使用するには、nice-
dcv-web-viewer パッケージをインストールします。

• 64 ビット x86
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$ sudo yum install nice-dcv-web-viewer-2023.0.15022-1.el7.x86_64.rpm

• 64 ビット ARM

$ sudo yum install nice-dcv-web-viewer-2023.0.15022-1.el7.aarch64.rpm

7. (オプション) 仮想セッションを使用する場合は、nice-xdcv パッケージをインストールします。

• 64 ビット x86

$ sudo yum install nice-xdcv-2023.0.547-1.el7.x86_64.rpm

• 64 ビット ARM

$ sudo yum install nice-xdcv-2023.0.547-1.el7.aarch64.rpm

8. (オプション) GPU 共有を使用する予定がある場合は、nice-dcv-gl パッケージをインストール
します。

• 64 ビット x86

$ sudo yum install nice-dcv-gl-2023.0.1027-1.el7.x86_64.rpm

Note

オプションとして nice-dcv-gltest パッケージをインストールすることもできます。
このパッケージには、仮想セッションがハードウェアベースの OpenGL を使用するよう
に適切に設定されているかどうかを判断するために使用できるシンプルな OpenGL アプ
リケーションが含まれています。

9. (オプション) NICE DCV を使用する予定がある場合は EnginFrame、nice-dcv-simple-
external-authenticatorパッケージをインストールします。

• 64 ビット x86

$ sudo yum install nice-dcv-simple-external-
authenticator-2023.0.206-1.el7.x86_64.rpm

• 64 ビット ARM

$ sudo yum install nice-dcv-simple-external-
authenticator-2023.0.206-1.el7.aarch64.rpm

10. (オプション) USB リモート化を使用して特殊な USB デバイスをサポートするには、DCV USB ド
ライバーをインストールします。

DCV USB ドライバーをインストールするには、Dynamic Kernel Module Support (DKMS) がサー
バーにインストールされている必要があります。DKMS をインストールするには、以下のコマン
ドを使用します。

DKMS は、Extra Packages for Enterprise Linux (EPEL) リポジトリからインストールできま
す。EPEL リポジトリを有効にするには、以下のコマンドを実行します。

$ sudo yum install https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-
latest-7.noarch.rpm
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EPEL リポジトリを有効にしたら、以下のコマンドを実行して DKMS をインストールします。

$ sudo yum install dkms

DKMS をインストールしたら、以下のコマンドを実行して DCV USB ドライバーをインストール
します。

$ sudo dcvusbdriverinstaller

11. (オプション) マイクのリダイレクトをサポートする予定がある場合は、pulseaudio-utils
パッケージがシステムにインストールされていることを確認します。そのインストールには以下
のコマンドを使用します。

$ sudo yum install pulseaudio-utils

RHEL, CentOS, and Rocky Linux 8.5

NICE DCV サーバーは、RHEL、64 ビット x86 と 64 ビット x86 と 64 ビット ARM のアーキテクチャ
をベースにした CentOS、および Rocky Linux 8.5 以降に使用できます。

Important

nice-dcv-gl と nice-dcv-gltest のパッケージは、64 ビット ARM アーキテクチャに基
づくサーバーには使用できません。

NICE DCV サーバーを RHEL、CentOS、またはロッキーLinux 8.5 サーバーにインストールす
る方法

1. NICE DCV サーバーのインストール先にするサーバーを起動して接続します。
2. NICE DCV サーバーパッケージには、安全な GPG 署名によるデジタル署名があります。パッ

ケージマネージャーでパッケージ署名を検証できるようにするには、NICE GPG キーをインポー
トする必要があります。そのためには、ターミナルウィンドウを開いて NICE GPG キーをイン
ポートします。

$ sudo rpm --import https://d1uj6qtbmh3dt5.cloudfront.net/NICE-GPG-KEY

3. NICE DCV ダウンロード ウェブサイトからパッケージをダウンロードします。RPM パッケージ
および deb パッケージは .tgz アーカイブにパッケージ化されています。必ずオペレーティング
システムに適したアーカイブをダウンロードしてください。

• 64 ビット x86

$ wget https://d1uj6qtbmh3dt5.cloudfront.net/2023.0/Servers/nice-
dcv-2023.0-15022-el8-x86_64.tgz

• 64 ビット ARM

$ wget https://d1uj6qtbmh3dt5.cloudfront.net/2023.0/Servers/nice-
dcv-2023.0-15022-el8-aarch64.tgz
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Tip

ダウンロード用ウェブサイトの最新のパッケージには、利用可能な最新バージョンに
常に接続されているリンクが含まれます。これらのリンクを使用すれば、最新の NICE 
DCV パッケージを自動的に取得できます。

• 64 ビット x86

$ wget https://d1uj6qtbmh3dt5.cloudfront.net/nice-dcv-el8-x86_64.tgz

• 64 ビット ARM

$ wget https://d1uj6qtbmh3dt5.cloudfront.net/nice-dcv-el8-aarch64.tgz

4. .tgz アーカイブのコンテンツを抽出し、抽出されたディレクトリに移動します。

• 64 ビット x86

$ tar -xvzf nice-dcv-2023.0-15022-el8-x86_64.tgz && cd nice-dcv-2023.0-15022-el8-
x86_64

• 64 ビット ARM

$ tar -xvzf nice-dcv-2023.0-15022-el8-aarch64.tgz && cd nice-dcv-2023.0-15022-
el8-aarch64

5. NICE DCV サーバーをインストールします。

• 64 ビット x86

$ sudo yum install nice-dcv-server-2023.0.15022-1.el8.x86_64.rpm

• 64 ビット ARM

$ sudo yum install nice-dcv-server-2023.0.15022-1.el8.aarch64.rpm

6. (オプション) NICE DCV バージョン 2021.2 以降でウェブクライアントを使用する予定がある場合
には、nice-dcv-web-viewer パッケージをインストールします。

• 64 ビット x86

$ sudo yum install nice-dcv-web-viewer-2023.0.15022-1.el8.x86_64.rpm

• 64 ビット ARM

$ sudo yum install nice-dcv-web-server-2023.0.15022-1.el8.aarch64.rpm

7. (オプション) 仮想セッションを使用する場合は、nice-xdcv パッケージをインストールします。

• 64 ビット x86

$ sudo yum install nice-xdcv-2023.0.547-1.el8.x86_64.rpm

• 64 ビット ARM
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$ sudo yum install nice-xdcv-2023.0.547-1.el8.aarch64.rpm

8. (オプション) GPU 共有を使用する予定がある場合は、nice-dcv-gl パッケージをインストール
します。

• 64 ビット x86

$ sudo yum install nice-dcv-gl-2023.0.1027-1.el8.x86_64.rpm

Note

オプションとして nice-dcv-gltest パッケージをインストールすることもできます。
このパッケージには、仮想セッションがハードウェアベースの OpenGL を使用するよう
に適切に設定されているかどうかを判断するために使用できるシンプルな OpenGL アプ
リケーションが含まれています。

9. (オプション) NICE DCV を使用する予定がある場合は EnginFrame、nice-dcv-simple-
external-authenticatorパッケージをインストールします。

• 64 ビット x86

$ sudo yum install nice-dcv-simple-external-
authenticator-2023.0.206-1.el8.x86_64.rpm

• 64 ビット ARM

$ sudo yum install nice-dcv-simple-external-
authenticator-2023.0.206-1.el8.aarch64.rpm

10. (オプション) USB リモート化を使用して特殊な USB デバイスをサポートするには、DCV USB ド
ライバーをインストールします。

DCV USB ドライバーをインストールするには、Dynamic Kernel Module Support (DKMS) がサー
バーにインストールされている必要があります。DKMS をインストールするには、以下のコマン
ドを使用します。

DKMS は、Extra Packages for Enterprise Linux (EPEL) リポジトリからインストールできま
す。EPEL リポジトリを有効にするには、以下のコマンドを実行します。

$ sudo yum install https://dl.fedoraproject.org/pub/epel/epel-release-
latest-8.noarch.rpm

EPEL リポジトリを有効にしたら、以下のコマンドを実行して DKMS をインストールします。

$ sudo yum install dkms

DKMS をインストールしたら、以下のコマンドを実行して DCV USB ドライバーをインストール
します。

$ sudo dcvusbdriverinstaller

11. (オプション) マイクのリダイレクトをサポートする予定がある場合は、pulseaudio-utils
パッケージがシステムにインストールされていることを確認します。そのインストールには以下
のコマンドを使用します。
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$ sudo yum install pulseaudio-utils

SLES 12.x/15.x

NICE DCV サーバーは、64 ビット x86 アーキテクチャに基づく SUSE Linux Enterprise Server 
(SLES) 12.x/15.x サーバーにのみ使用できます。

NICE DCV サーバーを SLES 12.x/15.x にインストールする方法

1. NICE DCV サーバーのインストール先にするサーバーを起動して接続します。
2. NICE DCV サーバーパッケージには、安全な GPG 署名によるデジタル署名があります。パッ

ケージマネージャーでパッケージ署名を検証できるようにするには、NICE GPG キーをインポー
トする必要があります。そのためには、ターミナルウィンドウを開いて NICE GPG キーをイン
ポートします。

$ sudo rpm --import https://d1uj6qtbmh3dt5.cloudfront.net/NICE-GPG-KEY

3. NICE DCV ダウンロード ウェブサイトからパッケージをダウンロードします。RPM パッケージ
および deb パッケージは .tgz アーカイブにパッケージ化されています。必ずオペレーティング
システムに適したアーカイブをダウンロードしてください。

• SLES 12.x

$ curl -O https://d1uj6qtbmh3dt5.cloudfront.net/2023.0/Servers/nice-
dcv-2023.0-15022-sles12-x86_64.tgz

• SLES 15.x

$ curl -O https://d1uj6qtbmh3dt5.cloudfront.net/2023.0/Servers/nice-
dcv-2023.0-15022-sles15-x86_64.tgz

Tip

ダウンロード用ウェブサイトの最新のパッケージには、利用可能な最新バージョンに
常に接続されているリンクが含まれます。これらのリンクを使用すれば、最新の NICE 
DCV パッケージを自動的に取得できます。

• SLES 12.x

$ curl -O https://d1uj6qtbmh3dt5.cloudfront.net/nice-dcv-sles12-x86_64.tgz

• SLES 15.x

$ curl -O https://d1uj6qtbmh3dt5.cloudfront.net/nice-dcv-sles15-x86_64.tgz

4. .tgz アーカイブのコンテンツを抽出し、抽出されたディレクトリに移動します。

• SLES 12.x

$ tar -xvzf nice-dcv-2023.0-15022-sles12-x86_64.tgz && cd nice-dcv-2023.0-15022-
sles12-x86_64

• SLES 15.x
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$ tar -xvzf nice-dcv-2023.0-15022-sles15-x86_64.tgz && cd nice-dcv-2023.0-15022-
sles15-x86_64

5. NICE DCV サーバーをインストールします。

• SLES 12.x

$ sudo zypper install nice-dcv-server-2023.0.15022-1.sles12.x86_64.rpm

• SLES 15.x

$ sudo zypper install nice-dcv-server-2023.0.15022-1.sles15.x86_64.rpm

6. (オプション) NICE DCV バージョン 2021.2 以降でウェブクライアントを使用する予定がある場合
には、nice-dcv-web-viewer パッケージをインストールします。

• SLES 12.x

$ sudo zypper install nice-dcv-web-viewer-2023.0.15022-1.sles12.x86_64.rpm

• SLES 15.x

$ sudo zypper install nice-dcv-web-viewer-2023.0.15022-1.sles15.x86_64.rpm

7. (オプション) 仮想セッションを使用する場合は、nice-xdcv パッケージをインストールします。

• SLES 12.x

$ sudo zypper install nice-xdcv-2023.0.547-1.sles12.x86_64.rpm

• SLES 15.x

$ sudo zypper install nice-xdcv-2023.0.547-1.sles15.x86_64.rpm

8. (オプション) GPU 共有を使用する予定がある場合は、nice-dcv-gl パッケージをインストール
します。

• SLES 12.x

$ sudo zypper install nice-dcv-gl-2023.0.1027-1.sles12.x86_64.rpm

• SLES 15.x

$ sudo zypper install nice-dcv-gl-2023.0.1027-1.sles15.x86_64.rpm

Note

オプションとして nice-dcv-gltest パッケージをインストールすることもできます。
このパッケージには、仮想セッションがハードウェアベースの OpenGL を使用するよう
に適切に設定されているかどうかを判断するために使用できるシンプルな OpenGL アプ
リケーションが含まれています。

9. (オプション) NICE DCV を使用する予定がある場合は EnginFrame、nice-dcv-simple-
external-authenticatorパッケージをインストールします。

• SLES 12.x
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$ sudo zypper install nice-dcv-simple-external-
authenticator-2023.0.206-1.sles12.x86_64.rpm

• SLES 15.x

$ sudo zypper install nice-dcv-simple-external-
authenticator-2023.0.206-1.sles15.x86_64.rpm

10. (オプション) USB リモート化を使用して特殊な USB デバイスをサポートするには、DCV USB ド
ライバーをインストールします。

DCV USB ドライバーをインストールするには、Dynamic Kernel Module Support (DKMS) がサー
バーにインストールされている必要があります。DKMS をインストールするには、以下のコマン
ドを使用します。

以下のコマンドを実行して DKMS をインストールします。

• SLES 12.x

$ sudo zypper install http://download.opensuse.org/repositories/home:/Ximi1970:/
Dkms:/Staging/SLE_12_SP4/noarch/dkms-2.5-11.1.noarch.rpm

• SLES 15

PackageHub リポジトリを有効にします。

$ sudo SUSEConnect -p PackageHub/15/x86_64

Note

SLES 15 SP1 または SP2 を使用している場合は、上記コマンドの 15 を 15.1 または
15.2 のいずれかに置き換えます。

DKMS をインストールします。

$ sudo zypper refresh

$ sudo zypper install dkms

カーネルソースをインストールします。

$ sudo zypper install -y kernel-source

インスタンスを再起動します。

$ sudo reboot

DKMS をインストールしたら、以下のコマンドを実行して DCV USB ドライバーをインストール
します。

$ sudo dcvusbdriverinstaller
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11. (オプション) マイクのリダイレクトをサポートする予定がある場合は、pulseaudio-utils
パッケージがシステムにインストールされていることを確認します。そのインストールには以下
のコマンドを使用します。

$ sudo zypper install pulseaudio-utils

Ubuntu 18.04/20.04/22.04

NICE DCV サーバーは、64 ビット x86 と 64 ビット ARM のアーキテクチャをベースにした Ubuntu 
サーバーに使用できます。

Important

nice-dcv-gl と nice-dcv-gltest のパッケージは、64 ビット ARM アーキテクチャに基
づくサーバーには使用できません。

NICE DCV サーバーを Ubuntu 18.04/20.04/20.04/22.04 サーバーにインストールする方法

1. NICE DCV サーバーのインストール先にするサーバーを起動して接続します。
2. NICE DCV サーバーパッケージには、安全な GPG 署名によるデジタル署名があります。パッ

ケージマネージャーでパッケージ署名を検証できるようにするには、NICE GPG キーをインポー
トする必要があります。そのためには、ターミナルウィンドウを開いて NICE GPG キーをイン
ポートします。

$ wget https://d1uj6qtbmh3dt5.cloudfront.net/NICE-GPG-KEY

$ gpg --import NICE-GPG-KEY

3. NICE DCV ダウンロード ウェブサイトからパッケージをダウンロードします。RPM パッケージ
および deb パッケージは .tgz アーカイブにパッケージ化されています。必ずオペレーティング
システムに適したアーカイブをダウンロードしてください。

• Ubuntu 18.04 (64 ビット x86)

$ wget https://d1uj6qtbmh3dt5.cloudfront.net/2023.0/Servers/nice-
dcv-2023.0-15022-ubuntu1804-x86_64.tgz

• Ubuntu 18.04 (64 ビット ARM)

$ wget https://d1uj6qtbmh3dt5.cloudfront.net/2023.0/Servers/nice-
dcv-2023.0-15022-ubuntu1804-aarch64.tgz

• Ubuntu 20.04 (64 ビット x86)

$ wget https://d1uj6qtbmh3dt5.cloudfront.net/2023.0/Servers/nice-
dcv-2023.0-15022-ubuntu2004-x86_64.tgz

• Ubuntu 22.04 (64 ビット x86)

$ wget https://d1uj6qtbmh3dt5.cloudfront.net/2023.0/Servers/nice-
dcv-2023.0-15022-ubuntu2204-x86_64.tgz

• Ubuntu 22.04 (64 ビット ARM)

$ wget https://d1uj6qtbmh3dt5.cloudfront.net/2023.0/Servers/nice-
dcv-2023.0-15022-ubuntu2204-aarch64.tgz
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Tip

ダウンロード用ウェブサイトの最新のパッケージには、利用可能な最新バージョンに
常に接続されているリンクが含まれます。これらのリンクを使用すれば、最新の NICE 
DCV パッケージを自動的に取得できます。

• Ubuntu 18.04 (64 ビット x86)

$ wget https://d1uj6qtbmh3dt5.cloudfront.net/nice-dcv-ubuntu1804-
x86_64.tgz

• Ubuntu 18.04 (64 ビット ARM)

$ wget https://d1uj6qtbmh3dt5.cloudfront.net/nice-dcv-ubuntu1804-
aarch64.tgz

• Ubuntu 20.04 (64 ビット x86)

$ wget https://d1uj6qtbmh3dt5.cloudfront.net/nice-dcv-ubuntu2004-
x86_64.tgz

• Ubuntu 22.04 (64 ビット x86)

$ wget https://d1uj6qtbmh3dt5.cloudfront.net/nice-dcv-ubuntu2204-
x86_64.tgz

• Ubuntu 22.04 (64 ビット ARM)

$ wget https://d1uj6qtbmh3dt5.cloudfront.net/nice-dcv-ubuntu2204-
aarch64.tgz

4. .tgz アーカイブのコンテンツを抽出し、抽出されたディレクトリに移動します。

• Ubuntu 18.04 (64 ビット x86)

$ tar -xvzf nice-dcv-2023.0-15022-ubuntu1804-x86_64.tgz && cd nice-
dcv-2023.0-15022-ubuntu1804-x86_64

• Ubuntu 18.04 (64 ビット ARM)

$ tar -xvzf nice-dcv-2023.0-15022-ubuntu1804-aarch64.tgz && cd nice-
dcv-2023.0-15022-ubuntu1804-aarch64

• Ubuntu 20.04 (64 ビット x86)

$ tar -xvzf nice-dcv-2023.0-15022-ubuntu2004-x86_64.tgz && cd nice-
dcv-2023.0-15022-ubuntu2004-x86_64

• Ubuntu 22.04 (64 ビット x86)

$ tar -xvzf nice-dcv-2023.0-15022-ubuntu2204-x86_64.tgz && cd nice-
dcv-2023.0-15022-ubuntu2204-x86_64

• Ubuntu 22.04 (64 ビット ARM)
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$ tar -xvzf nice-dcv-2023.0-15022-ubuntu2204-aarch64.tgz && cd nice-
dcv-2023.0-15022-ubuntu2204-aarch64

5. NICE DCV サーバーをインストールします。

• Ubuntu 18.04 (64 ビット x86)

$ sudo apt install ./nice-dcv-server_2023.0.15022-1_amd64.ubuntu1804.deb

• Ubuntu 18.04 (64 ビット ARM)

$ sudo apt install ./nice-dcv-server_2023.0.15022-1_arm64.ubuntu1804.deb

• Ubuntu 20.04 (64 ビット x86)

$ sudo apt install ./nice-dcv-server_2023.0.15022-1_amd64.ubuntu2004.deb

• Ubuntu 22.04 (64 ビット x86)

$ sudo apt install ./nice-dcv-server_2023.0.15022-1_amd64.ubuntu2204.deb

• Ubuntu 22.04 (64 ビット ARM)

$ sudo apt install ./nice-dcv-server_2023.0.15022-1_arm64.ubuntu2204.deb

6. (オプション) NICE DCV バージョン 2021.2 以降でウェブクライアントを使用する予定がある場合
には、nice-dcv-web-viewer パッケージをインストールします。

• Ubuntu 18.04 (64 ビット x86)

$ sudo apt install ./nice-dcv-web-viewer_2023.0.15022-1_amd64.ubuntu1804.deb

• Ubuntu 18.04 (64 ビット ARM)

$ sudo apt install ./nice-dcv-web-viewer_2023.0.15022-1_arm64.ubuntu1804.deb

• Ubuntu 20.04 (64 ビット x86)

$ sudo apt install ./nice-dcv-web-viewer_2023.0.15022-1_amd64.ubuntu2004.deb

• Ubuntu 22.04 (64 ビット x86)

$ sudo apt install ./nice-dcv-web-viewer_2023.0.15022-1_amd64.ubuntu2204.deb

• Ubuntu 22.04 (64 ビット ARM)

$ sudo apt install ./nice-dcv-web-viewer_2023.0.15022-1_arm64.ubuntu2204.deb

7. dcv ユーザーを video グループに追加します。

$ sudo usermod -aG video dcv

8. (オプション) 仮想セッションを使用する予定がある場合は、nice-xdcv パッケージをインストー
ルします。

• Ubuntu 18.04 (64 ビット x86)
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$ sudo apt install ./nice-xdcv_2023.0.547-1_amd64.ubuntu1804.deb

• Ubuntu 18.04 (64 ビット ARM)

$ sudo apt install ./nice-xdcv_2023.0.547-1_arm64.ubuntu1804.deb

• Ubuntu 20.04 (64 ビット x86)

$ sudo apt install ./nice-xdcv_2023.0.547-1_amd64.ubuntu2004.deb

• Ubuntu 22.04 (64 ビット x86)

$ sudo apt install ./nice-xdcv_2023.0.547-1_amd64.ubuntu2204.deb

• Ubuntu 22.04 (64 ビット ARM)

$ sudo apt install ./nice-xdcv_2023.0.547-1_arm64.ubuntu2204.deb

9. (オプション) GPU 共有を使用する予定がある場合は、nice-dcv-gl パッケージをインストール
します。

• Ubuntu 18.04 (64 ビット x86)

$ sudo apt install ./nice-dcv-gl_2023.0.1027-1_amd64.ubuntu1804.deb

• Ubuntu 20.04 (64 ビット x86)

$ sudo apt install ./nice-dcv-gl_2023.0.1027-1_amd64.ubuntu2004.deb

• Ubuntu 22.04 (64 ビット x86)

$ sudo apt install ./nice-dcv-gl_2023.0.1027-1_amd64.ubuntu2204.deb

Note

オプションとして nice-dcv-gltest パッケージをインストールすることもできます。
このパッケージには、仮想セッションがハードウェアベースの OpenGL を使用するよう
に適切に設定されているかどうかを判断するために使用できるシンプルな OpenGL アプ
リケーションが含まれています。

10. (オプション) NICE DCV を使用する予定がある場合は EnginFrame、nice-dcv-simple-
external-authenticatorパッケージをインストールします。

• Ubuntu 18.04 (64 ビット x86)

$ sudo apt install ./nice-dcv-simple-external-
authenticator_2023.0.206-1_amd64.ubuntu1804.deb

• Ubuntu 18.04 (64 ビット ARM)

$ sudo apt install ./nice-dcv-simple-external-
authenticator_2023.0.206-1_arm64.ubuntu1804.deb

• Ubuntu 20.04 (64 ビット x86)
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$ sudo apt install ./nice-dcv-simple-external-
authenticator_2023.0.206-1_amd64.ubuntu2004.deb

• Ubuntu 22.04 (64 ビット x86)

$ sudo apt install ./nice-dcv-simple-external-
authenticator_2023.0.206-1_amd64.ubuntu2204.deb

• Ubuntu 22.04 (64 ビット ARM)

$ sudo apt install ./nice-dcv-simple-external-
authenticator_2023.0.206-1_arm64.ubuntu2204.deb

11. (オプション) USB リモート化を使用して特殊な USB デバイスをサポートするには、DCV USB ド
ライバーをインストールします。

DCV USB ドライバーをインストールするには、Dynamic Kernel Module Support (DKMS) がサー
バーにインストールされている必要があります。DKMS をインストールするには、以下のコマン
ドを使用します。

DKMS は、Ubuntu の公式リポジトリで入手できます。以下のコマンドを実行して DKMS をイン
ストールします。

$ sudo apt install dkms

DKMS をインストールしたら、以下のコマンドを実行して DCV USB ドライバーをインストール
します。

$ sudo dcvusbdriverinstaller

12. (オプション) マイクのリダイレクトをサポートする予定がある場合は、pulseaudio-utils
パッケージがシステムにインストールされていることを確認します。そのインストールには以下
のコマンドを使用します。

$ sudo apt install pulseaudio-utils

インストール後のチェック
このトピックでは、NICE DCV サーバーが正しく設定されていることを確認するために、NICE DCV のイ
ンストール後に実行する必要があるチェックについて説明します。

内容
• NICE DCV サーバーに到達できることを確認します。 (p. 34)
• X サーバーがアクセス可能であることを確認する (p. 35)
• DCV GL が正しくインストールされていることを確認する (p. 36)
• NICE DCV DEB パッケージの署名を検証する (p. 36)

NICE DCV サーバーに到達できることを確認します。

デフォルトでは、NICE DCV サーバーは、TCP ポート 8443 経由で通信するように設定されています。
サーバーがこのポートを介して到達可能であることを確認します。ポート 8443 経由のアクセスを禁止す
るファイアウォールがある場合は、NICE DCV サーバー が通信するポートを変更する必要があります。詳
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細については、「NICE DCV サーバーの TCP/UDP ポートとリスンアドレスの変更 (p. 55)」を参照して
ください。

また、EC2 インスタンスで NICE DCV をセットアップする場合は、セキュリティグループを作成します。
これは、NICE DCV サーバーが通信するポートへのアクセスを有効にするためです。詳細については、
「EC2 でセキュリティグループを設定する方法」を参照してください。

X サーバーがアクセス可能であることを確認する
NICE DCV のコンソールセッションと仮想セッションが X サーバーにアクセスできることを確認する必要
があります。

コンソールセッション

NICE DCV サーバーがインストールされると、dcv ユーザーが作成されます。このユーザーが X サーバー
にアクセスできることを確認します。

dcv ユーザーが X サーバーにアクセスできることを確認するには

次のコマンドを実行します。

$ sudo DISPLAY=:0 XAUTHORITY=$(ps aux | grep "X.*\-auth" | grep -v grep | sed -n 's/.*-auth 
 \([^ ]\+\).*/\1/p') xhost | grep "SI:localuser:dcv$"

コマンドが SI:localuser:dcv を返した場合、dcv ユーザーは X サーバーにアクセスできます。

コマンドが SI:localuser:dcv を返さない場合、dcv ユーザーは X サーバーにアクセスできません。以
下のコマンドを実行して X サーバーを再起動します。

• RHEL、CentOS、Ubuntu、Ubuntu、SUSE Linux Enterprise 12.x

$ sudo systemctl isolate multi-user.target

$ sudo systemctl isolate graphical.target

仮想セッション

DCV GL パッケージをインストールした場合は、ローカルユーザーが X サーバーにアクセスできることを
確認する必要があります。これにより、OpenGL ハードウェアアクセラレーションが仮想セッションで正
しく機能するようになります。

ローカルユーザーが X サーバーにアクセスできることを確認するには

次のコマンドを実行します。

$ sudo DISPLAY=:0 XAUTHORITY=$(ps aux | grep "X.*\-auth" | grep -v grep | sed -n 's/.*-auth 
 \([^ ]\+\).*/\1/p') xhost | grep "LOCAL:$"

コマンドが LOCAL: を返した場合、ローカルユーザーは X サーバーにアクセスできます。

コマンドが LOCAL: を返さない場合、ローカルユーザーは X サーバーにアクセスできません。以下のコマ
ンドを実行して X サーバーを再起動し、DCV GL を無効にしてから再び有効にします。

• RHEL、CentOS、Ubuntu、Ubuntu、SUSE Linux Enterprise 12.x

$ sudo systemctl isolate multi-user.target
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$ sudo dcvgladmin disable

$ sudo dcvgladmin enable

$ sudo systemctl isolate graphical.target

DCV GL が正しくインストールされていることを確認する
DCV GL パッケージをインストールすると、dcvgldiag ユーティリティが自動的にインストールされます。
このユーティリティを使用して、Linux サーバーの設定が DCV GL の要件を満たしていることを確認でき
ます。

dcvgldiag ユーティリティを実行するには

以下のコマンドを使用します。

$ sudo dcvgldiag

このユーティリティは、警告とエラーのリストと共に、考えられる解決策を返します。

NICE DCV DEB パッケージの署名を検証する
NICE DCV をインストールした後、Debian パッケージ (DEB) の署名を検証できます。この検証プロセス
では、GPG バージョン 1 を使用する必要があります。

DEB パッケージ署名を検証する方法

以下のコマンドを使用します。

gpg1 --import NICE-GPG-KEY-SECRET
dpkg-sig --verify nice-dcv-server_2023.0.15022-1_amd64.deb

このコマンドから、署名が検証されていることを確認するための用語 GOODSIG を含むメッセージが返さ
れます。次の例は署名確認メッセージを示しています。[Example Key] の代わりに該当するキーが表示
されます。

Processing nice-dcv-server_2017.0.0-1_amd64.deb...
GOODSIG _gpgbuilder Example Key

NICE DCV サーバーのライセンス
NICE DCV のライセンス要件は、NICE DCV サーバーのインストール先と使用場所によって異なります。

Important

次のライセンス要件は、NICE DCV バージョン 2017.0 以降にのみ適用されます。

NICE DCV ライセンス要件
トピック

• Amazon EC2 での NICE DCV (p. 37)
• NICE DCV のその他の使用事例 (p. 37)

36



NICE DCV 管理者ガイド
NICE DCV ライセンス要件

• Windows Server へのリモートアクセスに関する Microsoft ライセンス要件 (p. 39)

Amazon EC2 での NICE DCV
でをインストールして NICE DCV サーバーをインストールして使用する場合、AWSライセンスサーバーは
不要Local Zones。AWS OutpostsNICE DCV サーバーは、Amazon EC2 インスタンスで動作していること
を自動的に検出し、定期的に S3 バケットに接続して、有効なライセンスが使用可能な状態かどうかを判
断します。

インスタンスに次の特性があることを確認します。

• Amazon S3 エンドポイントに到達できる。インターネットにアクセスできる場合は、Amazon S3 パブ
リックエンドポイントを使用して接続します。インスタンスからインターネットにアクセスできない場
合は、アウトバウンドのセキュリティグループルールまたはアクセスコントロールリスト (ACL) ポリ
シーを使用して、HTTPS 経由で Amazon S3 にアクセスできるように VPC 用のゲートウェイエンドポ
イントを設定します。詳細については、「Amazon VPC ユーザーガイド」の「ゲートウェイ VPC エン
ドポイント」を参照してください。S3 バケットへの接続で問題が発生した場合は、AWS ナレッジセン
ターの「ゲートウェイ VPC エンドポイントを使用して S3 バケットに接続できないのはなぜですか?」
を参照してください。

• 必要な Amazon S3 オブジェクトにアクセスするためのアクセス許可がある。以下の Amazon S3 アク
セスポリシーをインスタンスの IAM ロールに追加し、region プレースホルダーを該当する AWS リー
ジョン (us-east-1 など) に置き換えます。詳細については、「IAM ロールの作成」を参照してくださ
い。

{ 
    "Version": "2012-10-17", 
    "Statement": [ 
       { 
           "Effect": "Allow", 
           "Action": "s3:GetObject", 
           "Resource": "arn:aws:s3:::dcv-license.region/*" 
       } 
    ]
}

• Windows インスタンスを使用している場合は、インスタンスがインスタンスメタデータサービスにア
クセスできることを確認します。このサービスへのアクセスは、NICE DCV サーバーのライセンスを
適切に取得できるようにするために必要です。インスタンスメタデータサービスの詳細については、
「Windows インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイド」の「インスタンスメタデータとユーザー
データ」を参照してください。

カスタム Windows AMI を使用している場合は、EC2Config サービス (Windows Server 2012 R2 以前) 
または EC2Launch (Windows Server 2016 以降) をインストールする必要があります。これにより、
インスタンスはインスタンスメタデータサービスにアクセスできるようになります。詳細について
は、「Windows インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイド」の「EC2Config サービスを使用した 
Windows インスタンスの設定」または「EC2Launch を使用した Windows インスタンスの設定」を参照
してください。

Amazon EC2 インスタンスに NICE DCV サーバーをインストールして使用している場合、この章の残りの
部分はスキップできます。この章の残りの部分は、NICE DCV サーバーのその他の使用事例にのみ適用さ
れます。

NICE DCV のその他の使用事例
それ以外の場合は、NICE DCV サーバーをインストールして使用する場合は、ライセンスが必要です。以
下のライセンスオプションが利用できます。
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• 自動評価ライセンス — このタイプのライセンスは、NICE DCV サーバーのインストール時に自動的にイ
ンストールされます。このタイプのライセンスは、インストール後 30 日間有効です。ライセンスの有
効期限が切れると、そのサーバーで NICE DCV セッションを作成してホストすることができなくなりま
す。これらのライセンスは短期のテストと評価に適しています。長期間テストするには、拡張評価ライ
センスをリクエストしてください。

Note

他のライセンスは設定されていない場合、NICE DCV サーバーでは自動評価ライセンスがデ
フォルトになります。

• 拡張評価ライセンス — 拡張評価ライセンスは、自動評価ライセンスによって提供される最初の 30 日
間の評価期間を延長する評価ライセンスです。この期間は NICE case-by-case によって基準で決定され
ます。拡張評価ライセンスは有効期限に達すると無効になり、その後は、サーバーで NICE DCV セッ
ションを作成してホストすることはできなくなります。延長評価ライセンスは、NICE ウェブサイトの
How to Buy (購入方法) ページに記載されている NICE 販売代理店または再販業者に依頼する必要があり
ます。ライセンスは、NICE DCV サーバーにインストールする必要があるライセンスファイルとして提
供されます。

• 実稼働ライセンス — 実稼働ライセンスは、NICE から購入する完全ライセンスです。実稼働ライセンス
は、ライセンスサーバーによって管理されるフローティングライセンスです。フローティングライセン
スを使用すると、ネットワーク内で複数の NICE DCV サーバーを実行できます。同時に、すべてのサー
バーで作成できる NICE DCV 同時セッション数を制限することもできます。NICE DCV 同時セッション
ごとに 1 つのライセンスが必要です。実稼働ライセンスは Reprise License Manager (RLM) サーバーに
インストールする必要があるライセンスファイルとして配布されます。実稼働ライセンスには、次の 2 
種類があります。
• 永久ライセンス — 永久ライセンスは有効期限がなく、無期限に使用できます。
• サブスクリプション — サブスクリプションは限られた期間 (通常は 1 年) 有効です。ライセンスの有

効期限は、ライセンスファイルに示されます。ライセンスの有効期限が切れると、お使いのサーバー
で NICE DCV セッションを作成してホストすることができなくなります。

NICE DCV の永久ライセンスやサブスクリプションの購入方法については、NICE のウェブサイトの How 
to Buy (購入方法) を参照してください。お住まいの地域の NICE 販売代理店または再販業者が掲載されて
います。

ライセンス要件

• NICE DCV クライアントにはライセンスは不要です。
• NICE DCV サーバーライセンスファイルは、旧バージョンの NICE DCV サーバーとの下位互換性があ

ります。例えば、NICE DCV サーバーバージョン 2021 のライセンスは NICE DCV サーバーバージョン 
2019 で使用できます。

• NICE DCV サーバーのバージョンには、少なくとも同じバージョンの NICE DCV サーバーライセンスが
必要です。例えば、NICE DCV サーバーバージョン 2021 を使用する場合、ライセンスバージョン 2021 
以降が必要です。NICE DCV サーバーを最新バージョンにアップグレードする場合は、互換性のあるラ
イセンスファイルをリクエストする必要があります。詳細については、NICE DCV の販売代理店または
再販業者にお問い合わせください。

Note

NICE DCV サーバーの互換性については、「互換性に関する考慮事項 (p. 49)」を参照してくだ
さい。
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Windows Server へのリモートアクセスに関する Microsoft ライセ
ンス要件
Microsoft では、Windows Server のクライアントアクセスライセンス (CAL、Client Access License) に加
えて、サーバーのグラフィカルユーザーインターフェイス (GUI、Graphical User Interface) にリモートア
クセスするユーザーごとに、使用している Windows Server バージョンの Windows Server リモートデス
クトップサービス (RDS、Remote Desktop Services) CAL が必要です。これは、使用するリモートディス
プレイプロトコルとは無関係です。このライセンスは、NICE DCV を使用してリモートの Windows Server 
ホストの GUI にアクセスする場合にも必要です。

Amazon EC2 インスタンスで NICE DCV サーバーを実行し、Windows Server AMI を使用する場合
は、Amazon が Windows Server CAL のライセンスコストを負担し、管理のみを目的とした 2 つの 
Windows Server RDS CAL を提供します。この管理目的は、テストとメンテナンスと管理に限定されま
す。

詳細については、マイクロソフト製品条項サイトを参照してください。お使いの Microsoft ソフトウェアの
ライセンスや権限に関してご質問がございましたら、御社内の法務部門、Microsoft、または Microsoft 再
販業者にお問い合わせください。

拡張評価ライセンスのインストール
NICE から拡張評価ライセンスをリクエストすると、ライセンスを定義する license.lic ファイルが届
きます。

拡張評価ライセンスをインストールするには

license.lic ファイルをサーバーの次のフォルダに配置します。

• Windows サーバー

C:\Program Files\NICE\DCV\Server\license\license.lic

• Linux サーバー

/usr/share/dcv/license/license.lic

または、license.lic をサーバーの別のフォルダに配置するには、ライセンスファイルのフルパスが指
定されるように license-file 設定パラメータを更新する必要があります。

トピック
• Windows サーバーでのライセンスパスの変更 (p. 39)
• Linux サーバーでのライセンスパスの変更 (p. 40)

Windows サーバーでのライセンスパスの変更
Windows サーバーの license-file 設定パラメータを更新するには

1. Windows レジストリエディタを開きます。
2. [HKEY_USERS/S-1-5-18/Software/GSettings/com/nicesoftware/dcv/license/] キーに移動して、

[license-file] パラメータを選択します。

レジストリキーに license-file パラメータが存在しない場合は、1 つ作成します。
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a. 左のパネルで、[ライセンス] キーのコンテキスト (右クリック) メニューを開き、[新規]、[文字列
値] の順に選択します。

b. [名前] に license-file と入力し、[Enter] を押します。
3. [license-file] パラメータを開きます。[値のデータ] に、license.lic ファイルへのフルパスを入力し

ます。
4. [OK] を選択して Windows レジストリエディタを閉じます。

Linux サーバーでのライセンスパスの変更
Linux サーバーの license-file 設定パラメータを更新するには

1. /etc/dcv/ に移動し、任意のテキストエディタで dcv.conf を開きます。
2. license-file セクションで [license] パラメータを見つけ、既存のパスを license.lic ファイ

ルへの新しいフルパスに置き換えます。

license-file セクションに [license] パラメータが存在しない場合は、次の形式を使用して手動
で追加します。

license-file = "/custom-path/license.lic"

3. ファイルを保存して閉じます。

実稼働ライセンスのインストール

このトピックの次のセクションでは、実稼働ライセンス (永久ライセンスまたはサブスクリプション) を購
入して使用する方法について説明します。

トピック
• ステップ 1: RLM サーバーをインストールする (p. 40)
• ステップ 2: RLM サーバーのホスト ID を取得する (p. 41)
• ステップ 3: 永久ライセンスまたはサブスクリプションを購入する (p. 43)
• ステップ 4: ライセンスファイルに変更を加える (p. 43)
• ステップ 5: RLM サーバーを設定する (p. 44)
• ステップ 6: NICE DCV サーバーを設定する (p. 47)

ステップ 1: RLM サーバーをインストールする
永久ライセンスまたはサブスクリプションを購入すると、ライセンスの条件を定義するライセンスファイ
ルが取得されます。ライセンスファイルは、Reprise License Manager (RLM) サーバーにインストールす
る必要があります。

RLM の詳細については、Reprise Software ウェブサイトを参照してください。

トピック
• Windows に RLM サーバーをインストールする (p. 41)
• Linux に RLM サーバーをインストールする (p. 41)
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Windows に RLM サーバーをインストールする

Windows に RLM サーバーをインストールするには

1. RLM License Administration Bundle を Reprise Software ウェブサイトからダウンロードします。

Note

RLM License Administration Bundle の最新の安定版をインストールすることをお勧めしま
す。

2. RLM License Administration Bundle を C:\RLM にインストールします。

Linux に RLM サーバーをインストールする

Linux に RLM サーバーをインストールするには

1. RLM License Administration Bundle を Reprise Software ウェブサイトからダウンロードします。

Note

RLM License Administration Bundle の最新の安定版をインストールすることをお勧めしま
す。

2. ユーザーグループと rlm ユーザーを作成します。これは、任意の有効なユーザーまたはサービスアカ
ウントです。この値にはルートアカウントを使用しないことを強くお勧めします。

$ groupadd -r rlm

$ useradd -r -g rlm -d "/opt/nice/rlm" -s /sbin/nologin -c "RLM License Server" rlm

3. RLM サーバーに必要な /opt/nice/rlm/license ディレクトリ /opt/nice/rlm とディレクトリ
を作成します。

$ mkdir -p /opt/nice/rlm/license

4. RLM License Administration Bundle の内容を /opt/nice/rlm/ に展開し、ファイルが rlm ユーザー
に所有されていることを確認します。

$ tar xvf x64_l1.admin.tar.gz -C /opt/nice/rlm/ --strip-components 1

$ chown -R rlm:rlm /opt/nice/rlm

ステップ 2: RLM サーバーのホスト ID を取得する
RLM サーバーをインストールしたら、RLM サーバーのホスト ID を取得する必要があります。永久ライセ
ンスまたはサブスクリプションを購入するときは、このホスト ID を指定する必要があります。

Windows で RLM サーバーホスト ID を取得する

サーバーのホスト ID を取得するには、コマンドプロンプトを開き、

C:\RLM\ に移動して、以下のコマンドを実行します。

C:\> rlmutil.exe rlmhostid ether
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このコマンドから、RLM サーバーのホスト ID が次のように返されます。

Hostid of this machine: 06814example

ホスト ID を書き留めます。これは次のステップで必要になります。

Linux で RLM サーバーホスト ID を取得する

サーバーのホスト ID を取得するには、シングルリターン

1. /opt/nice/rlm/ に移動します。
2. 次のコマンドを実行します。

$ ./rlmutil rlmhostid ether

このコマンドから、各ネットワークインターフェイスの RLM サーバーのホスト ID が次のように返さ
れます。

3. ホスト ID を記録します。これは次のステップで必要になります。

Example

このプロシージャが実行され、次の 1 つの ID が返されました。

Hostid of this machine: 0a1b2c3d4e5f

この ID は記録され、DCV のライセンスの購入に使用されます。

サーバーのホスト ID を取得するには、複数回返す

1. /opt/nice/rlm/ に移動します。
2. 次のコマンドを実行します。

$ ./rlmutil rlmhostid ether

複数の ID が ID のリストで返されます。
3. 以下のコマンドを実行します。

iface=$(route -n | grep " UG " | tr -s " " | cut -d" " -f8)
ip link show $iface | grep link/ether | tr -s " " | cut -d" " -f3 | tr -d ":"

このコマンドは、Gateway ネットワークインターフェースの RLM サーバーのホスト ID を返す必要が
あります。

4. ホスト ID を記録します。これは次のステップで必要になります。

Example

プロシージャが実行され、複数の ID が複数の ID のリストで返されました。

Hostid of this machine: 0a1b2c3d4e5f 1b2c3d4e5f6a 2c3d4e5f6a7b 3d4e5f6a7b8c

インターフェイスコマンドが実行され、次の ID が返されます。
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Hostid of this machine: 0a1b2c3d4e5f

この ID は記録され、DCV のライセンスの購入に使用されます。

ステップ 3: 永久ライセンスまたはサブスクリプションを購入す
る
NICE DCV の永久ライセンスやサブスクリプションの購入方法については、NICE のウェブサイトの How 
to Buy (購入方法) を参照してください。お住まいの地域の NICE 販売代理店または再販業者が掲載されて
います。

RLM サーバーのホスト ID を指定する必要があります。ホスト ID は、NICE から提供されるライセンス
ファイルに埋め込まれます。

ステップ 4: ライセンスファイルに変更を加える
NICE DCV の永久ライセンスまたはサブスクリプションを購入すると、ライセンスを定義する
license.lic ファイルが届きます。license.lic ファイルには、次の情報が含まれます。

• RLM サーバーのホスト名。
• ライセンスを購入したときに指定した RLM サーバーのホスト ID。
• RLM サーバーの TCP ポート番号。デフォルトは 5053 です。
• ISV ポート番号。これは、RLM サーバーが NICE DCV ライセンスリクエストをリッスンするオプション

ポートです。指定しない場合、起動時に RLM によってランダムなポートが選択されます。
• ライセンスによってカバーされる NICE DCV 製品、および各製品の以下の詳細:

• ライセンスの対象であるメジャーバージョン (例: 2017 年の NICE DCV 製品の場合は 2017)。
• 有効期限。Permanent はライセンスの有効期限が切れていないことを示します。
• 同時セッションの最大数 (例: サーバー上の同時セッションが 10 の場合は 10)。
• ライセンスチェックサム。
• ライセンス署名。

次のコードブロックは license.lic ファイルの形式を示しています。

HOST RLM_server_hostname RLM_server_host_id RLM_server_port
ISV nice port=port_number
LICENSE product_1 major_version expiration_date concurrent_sessions share=hi _ck=checksum
 sig="signature"
LICENSE product_2 major_version expiration_date concurrent_sessions share=hi _ck=checksum
 sig="signature"

次のコードブロックは、ISVポートを省略した license.lic ファイルの例を示しています。ライセンス
ファイルには、DCV と dcv-gl の 2 つの NICE 製品のライセンスが含まれています。

HOST My-RLM-server abcdef123456 5053
ISV nice
LICENSE nice dcv 2017 permanent 10 share=hi _ck=456789098a 
 sig="abcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890abcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890ab"
LICENSE nice dcv-gl 2017 permanent 10 share=hi _ck=123454323x 
 sig="1234567890abcdefghijklmnopqrstuvwxyz1234567890abcdefghijklmnopqrstuvwxyz12"

license.lic ファイルを編集するには

1. 任意のテキストエディタでファイル を開きます。
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2. HOST で始まる RLM サーバーのホスト名とTCPポート番号をファイルの最初の行に追加します。
Warning

RLM_server_host_id は、ライセンスを購入したときに指定したホスト ID で
す。RLM_server_host_id は編集できません。

3. （オプション）ファイル内ので始まる行にISV、を追加して ISV ポート番号を追加しま
すport=port_number。このポートは DCV サーバーとの通信を有効にするために必要です。

ISV ポートを指定しない場合は、port=port_number を省略します。ISV ポートを指定しない場合
は、起動時に RLM によってランダムなポートが使用されます。

Warning

ランダムに選択されたポートを使用できないようにファイアウォールを設定している場合
は、HOSTその行で指定されている RLM ポートに加えて、このポートを指定し、ファイア
ウォールを設定してそれを有効にする必要があります。

4. ファイルを保存して閉じます。

Warning

ライセンスの他の部分を編集すると、ファイルの署名が破損し、ライセンスは無効になります。

ステップ 5: RLM サーバーを設定する
ライセンスファイルを変更したら、そのファイルを RLM サーバーに配置し、RLM サービスを開始する必
要があります。

トピック
• Windows で RLM サーバーを設定する (p. 44)
• Linux で RLM サーバーを設定する (p. 45)

Windows で RLM サーバーを設定する

Windows で RLM サーバーを設定するには

1. RLM サーバーに接続します。
2. 編集した license.lic ファイルを C:\RLM\license\ にコピーします。
3. NICE DCV サーバー から C:\Program Files\NICE\DCV\Server\license\nice.set ファイル

をコピーし、RLM サーバーの C:\RLM\ フォルダに入れます。
4. RLM サーバーを、Windows サービスとしてインストールします。

C:\> rlm.exe -nows -dlog C:\RLM\rlm.log -c C:\RLM\license -install_service -
service_name dcv-rlm

RLM スタートアップオプションの詳細については、「RLM License Administration Manual」を参照し
てください。

5. RLM サーバーを起動します。

C:\> net start dcv-rlm

6. RLM サーバーが実行されていることを確認します。

a. 任意のテキストエディタで C:\RLM\nice.dlog を開き、次の行が表示されることを確認しま
す。
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date_time (nice) Server started on license1 (hostid: host_id) for: dcv dcv-gl

Note

RLM サーバーのバージョンによって rlm.log ファイルの内容が多少異なる場合があり
ます。

b. 以下のコマンドを実行します。

C:\RLM\rlmutil rlmstat -a -c rlm_server_hostname@5053

このコマンドから RLM サーバーに関する情報が返されます。

Linux で RLM サーバーを設定する

Linux で RLM サーバーを設定するには

1. 編集した license.lic ファイルを /opt/nice/rlm/license/ にコピーします。
2. NICE DCV サーバー から /usr/share/dcv/license/nice.set ファイルをコピーし、RLM サー

バーの /opt/nice/rlm に入れます。
3. RLM サーバーサービスを作成し、起動時に自動的に起動するようにします。

a. dcv-rlm という名前のファイルを /opt/nice/rlm/ フォルダに作成します。

$ touch /opt/nice/rlm/dcv-rlm

b. 任意のテキストエディタを使用してこのファイルを開き、以下のスクリプトを追加します。 ファ
イルを保存して閉じます。

#! /bin/sh
# chkconfig: 35 99 01
# description: The Reprise License Manager daemon.
# processname: dcv-rlm

### BEGIN INIT INFO
# Provides: dcv-rlm
# Required-Start: $local_fs $remote_fs $syslog
# Required-Stop: $local_fs $remote_fs $syslog
# Default-Start: 3 4 5
# Default-Stop: 0 1 2 6
# Short-Description: The Reprise License Manager daemon.
# Description: A service that runs the Reprise License Manager daemon.
### END INIT INFO

# user used to run the daemon
RLM_USER="rlm"

# root of rlm installation
RLM_ROOT="/opt/nice/rlm"

# license directory (license files should have .lic extension)
RLM_LICENSE_DIR="/opt/nice/rlm/license"

# log file
RLM_LOG_FILE="/var/log/rlm.log"

_getpid() { 
    pidof -o $$ -o $PPID -o %PPID -x "$1"
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}

start() { 
    echo -n "Starting rlm: " 
    touch ${RLM_LOG_FILE} 
    chown "${RLM_USER}" ${RLM_LOG_FILE} 
    su -p -s /bin/sh "${RLM_USER}" -c "${RLM_ROOT}/rlm -c ${RLM_LICENSE_DIR} \ 
        -nows -dlog +${RLM_LOG_FILE} &" 
    if [ $? -ne 0 ]; then 
        echo "FAILED" 
        return 1 
    fi 
    echo "OK"
}

stop() { 
    echo -n "Stopping rlm: " 
    pid=`_getpid ${RLM_ROOT}/rlm` 
    if [ -n "$pid" ]; then 
        kill $pid >/dev/null 2>&1 
        sleep 3 
        if [ -d "/proc/$pid" ] ; then 
            echo "FAILED" 
            return 1 
        fi 
    fi 
    echo "OK"
}

status() { 
    pid=`_getpid ${RLM_ROOT}/rlm` 
    if [ -z "$pid" ]; then 
        echo "rlm is stopped" 
        return 3 
    fi 
    echo "rlm (pid $pid) is running..." 
    return 0
}

restart() { 
    stop 
    start
}

case "$1" in 
    start) 
        start 
        ;; 
    stop) 
        stop 
        ;; 
    status) 
        status 
        ;; 
    restart) 
        restart 
        ;; 
    *) 
        echo $"Usage: $0 {start|stop|status|restart}" 
        exit 1
esac

exit $?

# ex:ts=4:et:
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c. スクリプトを実行可能にして /etc/init.d/ にコピーし、それを chkconfig ユーティリティ
に追加します。

chmod +x /opt/nice/rlm/dcv-rlm 

cp -a /opt/nice/rlm/dcv-rlm /etc/init.d/

chkconfig --add dcv-rlm

4. RLM サーバーを起動します。

$ service dcv-rlm start

5. RLM サーバーが実行中で、予期したとおりに機能していることを確認します。任意のテキストエディ
タで var/log/rlm.log を開き、次の行が表示されることを確認します。

date_time (nice) Server started on license1 (hostid: host_id) for: dcv dcv-gl

Note

RLM サーバーのバージョンによって rlm.log ファイルの内容が多少異なる場合がありま
す。

ステップ 6: NICE DCV サーバーを設定する
RLM サーバーを使用するように NICE DCV サーバーを設定します。この設定のために、NICE DCV サー
バー で license-file 設定パラメータを設定する必要があります。

license-fileパラメータは、接続先の RLM サーバーの仕様を次の形式で設定する必要がありま
すRLM_server_port@RLM_server。RLM サーバーは、ホスト名または IP アドレスとして指定できま
す。明示的に設定しない場合、RLM サーバポートはデフォルトになります5053。

複数の RLM サーバーを使用している場合は、複数の RLM サーバー仕様のリストを Linux で
はで区切り、Windows: ではで区切って指定できます。;その後、対応する RLM サーバー
との接続が 1 つ確立されるまで、サーバーはそれぞれを順番に接続しようとします。これ
は、プライマリ RLM サーバーにアクセスできない場合に、RLM フェールオーバーサーバー
を使用して引き継ぐ場合に特に役立ちます。この場合、ライセンスを次の形式で指定できま
す。RLM_primary_server_port@RLM_primary_server:RLM_failover_server_port@RLM_failover_server

Note

NICE DCV サーバが Windows にインストールされている場合は、仕様のエントリをで区切る必要
があります;。

トピック
• Windows NICE DCV サーバー設定 (p. 47)
• Linux NICE DCV サーバー設定 (p. 48)

Windows NICE DCV サーバー設定

Windows サーバーの license-file 設定パラメータを設定するには

1. Windows レジストリエディタを開きます。
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2. [HKEY_USERS/S-1-5-18/Software/GSettings/com/nicesoftware/dcv/license/] キーに移動して、
[license-file] パラメータを選択します。

レジストリキーに license-file パラメータが存在しない場合には作成する必要があります。

a. 左のパネルで、[ライセンス] キーのコンテキスト (右クリック) メニューを開き、[新規]、[文字列
値] の順に選択します。

b. [名前] に license-file と入力し、[Enter] を押します。
3. [license-file] パラメータを開きます。[値のデータ] に、RLM サーバーのポート番号とホスト名を

RLM_server_port@RLM_server の形式で入力します。複数の RLM サーバーへの接続を設定する必
要がある場合は、上記の注記を確認してください。

4. [OK] を選択して Windows レジストリエディタを閉じます。

Linux NICE DCV サーバー設定

Linux サーバーの license-file 設定パラメータを設定するには

1. /etc/dcv/ に移動し、任意のテキストエディタで dcv.conf を開きます。
2. license-file パラメータを [license] セクションで見つけます。既存のパス

を、RLM_server_port@RLM_server次の形式の RLM サーバーのポートとホスト名に置き換えま
す。

license-file セクションに [license] パラメータが存在しない場合は、次の形式を使用して手動
で追加します。

license-file = "RLM_server_port@RLM_server"

複数の RLM サーバーへの接続を設定する必要がある場合は、上記の注記を確認してください。
3. ファイルを保存して閉じます。

実稼働ライセンスの更新
NICE DCV サーバは、数分ごとに RLM サーバ上のライセンスをチェックします。RLMサーバーでライセ
ンスが更新された場合、NICE DCVサーバーは実行中のセッションの使用済みライセンスを自動的に更新
します。次の手順では、RLM で DCV ライセンスを更新する方法の詳細を説明します。

RLM サーバーの DCV ライセンスを更新するには

1. 以前にインストールしたライセンスファイルを更新します (p. 44)。Linuxではインされ、/opt/
dcv/rlm/license/license.lic WindowsではインされているはずでしたC:\RLM\license
\license.lic。

2. rlmutil rlmrereadコマンドを実行して、ライセンスファイルを強制的にリロードします。

RLM サーバでライセンスが更新された後、NICE DCV サーバは数分 (通常は 5 分以内) に新しいライセン
スの使用状況を確認するはずです。

NICE DCV バージョン 2021.0 以降では、管理者として次のコマンドを使用して、ライセンスをすぐに強
制的に更新できます。

$ dcv reload-licenses
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NICE DCV サーバーのアップグレード
次のトピックでは、NICE DCV サーバーをアップグレードする方法について説明します。

内容
• 互換性に関する考慮事項 (p. 49)
• Windows での NICE DCV サーバーのアップグレード (p. 49)
• Linux での NICE DCV サーバーのアップグレード (p. 49)

互換性に関する考慮事項
NICE DCV サーバーバージョン 2017 以降は、NICE DCV クライアントバージョン 2017 以降と互換性が
あります。

Note

オンプレミスサーバーおよび EC2 ベース以外のサーバーに対する NICE DCV サーバーのライセ
ンス互換性要件については、「ライセンス要件 (p. 38)」を参照してください。

Windows での NICE DCV サーバーのアップグレード
Windows で NICE DCV サーバーをアップグレードする方法

1. RDP クライアントを使用して、管理者として NICE DCV サーバーに接続します。
2. 実行中の NICE DCV セッションがないことを確認します。実行中のセッションをチェックするに

は、dcv list-sessions NICE DCV コマンドを使用します。実行中のセッションがある場合
は、dcv close-session NICE DCV コマンドを使用してセッションを停止します。

3. 実行中のセッションがないことを確認したら、NICE DCV サーバーを停止します。詳細については、
「NICE DCV サーバーの停止 (p. 53)」を参照してください。

4. NICE DCV サーバー設定をバックアップします。レジストリエディタを開き、[HKEY_USERS/
S-1-5-18/Software/GSettings/com/nicesoftware/dcv] に移動し、[dcv] キーを右クリックして [エクス
ポート] を選択します。

5. NICE DCV サーバーの最新バージョンを NICE ウェブサイトからダウンロードします。
6. ステップ 3 から始めて、ウィザードの使用 (p. 8) で説明されているステップに従います。
7. インストールが完了したら、その時点でも NICE DCV サーバーの設定が正しいことを確認します。レ

ジストリエディタを開き、[HKEY_USERS/S-1-5-18/Software/GSettings/com/nicesoftware/dcv] に移動
し、ステップ 4 でエクスポートした設定とパラメータを比較します。

8. 新しい NICE DCV セッションを開始して、NICE DCV サーバーをテストします。詳細については、
「NICE DCV セッションの開始 (p. 86)」を参照してください。

Linux での NICE DCV サーバーのアップグレード
Linux で NICE DCV サーバーをアップグレードする方法

1. root ユーザーを使用して、SSH でサーバーにサインインします。
2. 実行中の NICE DCV セッションがないことを確認します。実行中のセッションをチェックするに

は、dcv list-sessions NICE DCV コマンドを使用します。実行中のセッションがある場合
は、dcv close session NICE DCV コマンドを使用してセッションを停止します。

3. 実行中のセッションがないことを確認したら、NICE DCV サーバーを停止します。詳細については、
「NICE DCV サーバーの停止 (p. 53)」を参照してください。
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4. NICE DCV サーバー設定をバックアップします。/etc/dcv/dcv.conf ファイルを安全な場所にコ
ピーします。

5. NICE DCV サーバーをインストールする (p. 21) に説明されているステップに従います。
6. インストールが完了したら、その時点でも NICE DCV サーバーの設定が正しいことを確認します。ス

テップ 4 でコピーしたファイルを開き、/etc/dcv/dcv.conf ファイルと比較します。
7. 新しい NICE DCV セッションを開始して、NICE DCV サーバーをテストします。詳細については、

「NICE DCV セッションの開始 (p. 86)」を参照してください。

NICE DCV サーバーのアンインストール
次のトピックでは、NICE DCV サーバーをアンインストールする方法について説明します。

内容
• Windows での NICE DCV サーバーのアンインストール (p. 50)
• Linux での NICE DCV サーバーのアンインストール (p. 50)

Windows での NICE DCV サーバーのアンインストー
ル
Windows で NICE DCV サーバーをアンインストールする方法

1. RDP クライアントを使用して、管理者として NICE DCV サーバーに接続します。
2. 実行中の NICE DCV セッションがないことを確認します。実行中のセッションをチェックするに

は、dcv list-sessions NICE DCV コマンドを使用します。実行中のセッションがある場合
は、dcv close session NICE DCV コマンドを使用してセッションを停止します。

3. 実行中のセッションがないことを確認したら、NICE DCV サーバーを停止します。詳細については、
「NICE DCV サーバーの停止 (p. 53)」を参照してください。

4. Windows の [Settings] (設定) アプリケーションを開き、[Apps & Features] (アプリと機能) パネルに移
動します。

5. NICE DCV サーバーを選択し、[Uninstall] (アンインストール) を押します。
6. (オプション) NICE DCV サーバによって生成されたログファイルを削除することもできます。アンイ

ンストールが完了したら、C:\\ NICEProgramData\ dcv\ に移動して、ログフォルダを削除します。

Linux での NICE DCV サーバーのアンインストール
NICE DCV サーバーは、ホストサーバーのオペレーティングシステムに応じて、一連の RPM パッケージ
または .deb パッケージを使用してインストールされます。

Note

NICE DCV サーバーをアンインストールするには、ルートユーザーとしてサインインする必要が
あります。

Linux で NICE DCV サーバーをアンインストールする方法

1. 実行中の NICE DCV セッションがないことを確認します。実行中のセッションをチェックするに
は、dcv list-sessions NICE DCV コマンドを使用します。実行中のセッションがある場合
は、dcv close session NICE DCV コマンドを使用してセッションを停止します。

2. 実行中のセッションがないことを確認したら、NICE DCV サーバーを停止します。詳細については、
「NICE DCV サーバーの停止 (p. 53)」を参照してください。
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3. NICE DCV サーバーパッケージをアンインストールします。インストールの実行方法によっては、一
部のパッケージがシステムにインストールされない場合があり、その場合はコマンドから省略できま
す。オプションパッケージのリストについては、「Linux に NICE DCV サーバーをインストールしま
す。 (p. 10)」を参照してください。

Amazon Linux 2 and RHEL, CentOS

$ sudo yum remove nice-dcv-server nice-xdcv nice-dcv-gl nice-dcv-gltest nice-dcv-
simple-external-authenticator

SLES 12.x/15.x

$ sudo zypper remove nice-dcv-server nice-xdcv nice-dcv-gl nice-dcv-gltest nice-
dcv-simple-external-authenticator

Ubuntu 18.04/20.04

$ sudo apt remove nice-dcv-server nice-xdcv nice-dcv-gl nice-dcv-gltest nice-dcv-
simple-external-authenticator

4. (オプション) NICE DCV サーバによって生成されたログファイルを削除することもできます。アンイ
ンストールが完了したら、[/var/log] に移動して [dcv] フォルダを削除します。
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NICE DCV サーバーの管理
NICE DCV サーバーの起動、停止、または設定を行うには、管理者 (Windows) またはルート (Linux) とし
てサインインする必要があります。

トピック
• NICE DCV サーバーの起動 (p. 52)
• NICE DCV サーバーの停止 (p. 53)
• QUIC UDP トランスポートプロトコルを有効にする (p. 54)
• NICE DCV サーバーの TCP/UDP ポートとリスンアドレスの変更 (p. 55)
• TLS 証明書の管理 (p. 58)
• アイドル状態のクライアントの切断 (p. 60)
• Linux NICE DCV サーバーでの GPU 共有の有効化 (p. 61)
• タッチスクリーンとスタイラスのサポートの有効化 (p. 62)
• ゲームパッドサポートの有効化 (p. 64)
• USB リモート化の有効化 (p. 65)
• スマートカードのキャッシュの設定 (p. 66)
• セッションストレージの有効化 (p. 67)
• Linux NICE DCV サーバーでのプリンターの設定 (p. 69)
• Linux NICE DCV サーバーでのクリップボードの設定 (p. 71)
• マルチチャンネルオーディオの設定 (p. 72)
• HTTP ヘッダーの設定 (p. 75)
• NICE DCV 認証の設定 (p. 76)
• NICE DCV 認可の設定 (p. 78)

NICE DCV サーバーの起動
セッションをホストするには、NICE DCV サーバー が実行されている必要があります。

デフォルトでは、NICE DCV サーバーは、ホストされているサーバーのスタートアップ時には必ず起動し
ます。NICE DCV サーバーのインストール時に自動スタートアップを無効にした場合、サーバーを手動
で起動するか、自動スタートアップを再び設定する必要があります。どちらのオプションを実行する場合
も、次のいずれかの手順に従います。

Windows NICE DCV server

Microsoft マネジメントコンソールのサービススナップインを使用して NICE DCV サーバーを手動で
起動するには、以下の手順に従います。

Windows で NICE DCV サーバーを起動する方法

1. Microsoft 管理コンソールのサービススナップインを開きます。
2. 右側のペインで、[DCV Server] (DCV サーバー) を開きます。
3. [Start] (開始) を選択します。

Note

サーバーがすでに起動している場合、[Start] (開始) ボタンは無効になっています。
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Microsoft マネジメントコンソールのサービススナップインを使用する自動起動を設定します。

NICE DCV サーバー が Windows で自動的に起動するように設定する方法

1. Microsoft 管理コンソールのサービススナップインを開きます。
2. 右側のペインで、[DCV Server] (DCV サーバー) を開きます。
3. [スタートアップ サービス] で、[自動] を選択します。

Linux NICE DCV server

コマンドラインを使用して NICE DCV サーバーを手動で起動します。

Linux で NICE DCV サーバーを起動する方法

次のコマンドを使用します。

• RHEL、CentOS、SUSE Linux Enterprise 12、Ubuntu 18.x

$ sudo systemctl start dcvserver

コマンドラインを使用して自動的に起動するように NICE DCV サーバーを設定します。

NICE DCV サーバー が Linux で自動的に起動するように設定する方法

次のコマンドを使用します。

• RHEL、CentOS、SUSE Linux Enterprise 12、Ubuntu 18.x

$ sudo systemctl enable dcvserver

NICE DCV サーバーの停止
NICE DCV サーバーはいつでも停止できます。サーバーを停止すると、アクティブな NICE DCV セッショ
ンがすべて終了します。サーバーが再起動するまで新しいセッションを開始することはできません。

Windows NICE DCV server

Microsoft マネジメントコンソールのサービススナップインを使用して NICE DCV サーバーを手動で
停止するには、以下の手順に従います。

Windows で NICE DCV サーバーを停止する方法

1. Microsoft 管理コンソールのサービススナップインを開きます。
2. 右側のペインで、[DCV Server] (DCV サーバー) を開きます。
3. [Stop] (停止) を選択します。

Note

サーバーがすでに停止している場合、[停止] ボタンは無効になっています。

Microsoft マネジメントコンソールのサービススナップインを使用する自動スタートアップを無効にし
ます。
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Windows で NICE DCV サーバー が自動的に起動されないようにする方法

1. Microsoft 管理コンソールのサービススナップインを開きます。
2. 右側のペインで、[DCV Server] (DCV サーバー) を開きます。
3. [スタートアップ サービス] で、[手動] を選択します。

Linux NICE DCV server

コマンドラインを使用して NICE DCV サーバーを手動で停止します。

Linux で NICE DCV サーバーを停止する方法

次のコマンドを使用します。

• RHEL、CentOS、SUSE Linux Enterprise 12

$ sudo systemctl stop dcvserver

コマンドラインを使用する NICE DCV サーバーの自動スタートアップを無効にします。

Linux で NICE DCV サーバー が自動的に起動されないようにする方法

次のコマンドを使用します。

• RHEL、CentOS、SUSE Linux Enterprise 12

$ sudo systemctl disable dcvserver

QUIC UDP トランスポートプロトコルを有効にす
る

NICE DCV では、デフォルトで、TCP WebSocket に基づくプロトコルがデータ転送に使用されます。

データ転送に QUIC プロトコルが使用されるように NICE DCV を設定できます。このトランスポートプロ
トコルは UDP に基づいています。ネットワークでレイテンシーとパケット損失が頻発する場合、QUIC を
使用するとパフォーマンスが向上する可能性があります。QUIC を有効にすると、NICE DCV サーバーで
は QUIC プロトコルがデータ転送に使用されます。ただし、 WebSocket 認証トラフィックには引き続き
使用されます。

Note

QUIC は、ネットワークとセキュリティの設定で UDP トラフィックが許可されている場合にのみ
使用できます。

QUIC を有効にすると、クライアントでは、NICE DCV サーバーセッションへの接続時に QUIC プロトコ
ルを使用してデータを転送できます。クライアントの接続時に QUIC プロトコルが使用されない場合は 
QUIC プロトコルが使用されます WebSocket。QUIC プロトコルの詳細については、「NICE DCV ユー
ザーガイド」の「NICE DCV セッションへの接続」を参照してください。

Windows NICE DCV server

データ転送に QUIC (UDP) が使用されるように NICE DCV を設定する方法

1. Windows レジストリエディタを開き、HKEY_USERS/S-1-5-18/Software/GSettings/com/
nicesoftware/dcv/connectivity/ キーに移動します。
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2. enable-quic-frontendパラメータを開きます。[Value data] (値のデータ) に 1 を入力します。

Note

このパラメータが見つからない場合は、新しい DWORD (32 ビット) パラメータを作成
して enable-quic-frontend という名前を付けます。

3. Windows レジストリエディタを閉じます。
4. NICE DCV サーバーを停止 (p. 53)して再起動 (p. 52)します。

Linux NICE DCV server

データ転送に QUIC (UDP) が使用されるように NICE DCV を設定する方法

1. 任意のテキストエディタで /etc/dcv/dcv.conf を開きます。
2. [[connectivity]] セクションで、次の操作を行います。

• enable-quic-frontend には、true を指定します。

[connectivity]
enable-quic-frontend=true

3. ファイルを保存して閉じます。
4. NICE DCV サーバーを停止 (p. 53)して再起動 (p. 52)します。

NICE DCV サーバーの TCP/UDP ポートとリスンア
ドレスの変更

デフォルトでは、NICE DCV サーバーは TCP8443 ポートでリッスンし、稼働しているホスト上の任意の
ネットワークインターフェイスで通信するように構成されています。

NICE DCV サーバーをインストールした後、カスタム TCP ポートを指定できます。QUIC を有効にするよ
うに NICE DCV サーバを設定した場合は、QUIC (p. 54) トラフィック用のカスタム UDP ポートを指定
することもできます。ポート番号は 1024より大きくする必要があります。

NICE DCV サーバーが受信するネットワークアドレスを指定できます。たとえば、これにより、IPv4と
IPv6のどちらを使用するかを指定できます。また、サーバーを特定のネットワークインターフェースにバ
インドして、トラフィックが特定のネットワークを通過するようにすることもできます。

Important

NICE DCV サーバーのネットワーク構成に変更を適用する場合は必ず、変更内容をクライアン
トに伝えてください。たとえば、クライアントはセッションへの接続に使用されるポート番号を
知っている必要があります。

Tip

クライアントに公開されるネットワークアドレスとポートを制御する別の方法は、NICE DCV 接
続ゲートウェイまたは別のウェブプロキシまたはロードバランサーをサーバーのフロントエンド
として使用することです。ゲートウェイ経由で NICE DCV サーバーホストにアクセスすると、
サーバーに 1 つのアドレスを割り当てることができます。また、HTTPS の標準ポート番号である 
443 を含む 1024 未満のポート番号も使用できます。
ネットワークアドレスとポートの設定の詳細については、ゲートウェイのマニュアルを参照して
ください。
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トピック
• NICE DCV サーバーの Tcv/UDP ポートの変更 (p. 56)
• 特定のエンドポイントでのリスニング (p. 57)

NICE DCV サーバーの Tcv/UDP ポートの変更
Windows NICE DCV server

NICE DCV サーバーにより使用されるポートを変更するには、Windows レジストリエディタを使用し
て、web-portquic-portとパラメータを設定します。

Windows でサーバーのポートを変更する方法

1. Windows レジストリエディタを開きます。
2. [HKEY_USERS/S-1-5-18/Software/GSettings/com/nicesoftware/dcv/connectivity/] キーに移動しま

す。
3. TCP ポートを設定するには、web-port パラメータを選択します。

レジストリキーに web-port パラメータが存在しない場合は、1 つ作成します。

a. ナビゲーションペインで、接続キーのコンテンツ (右クリック) メニューを開きます。次
に、[New] (新規)、[DWORD (32-bit) value] (DWORD (32 ビット) 値) の順に選択します。

b. [名前] に web-port と入力し、[Enter] を押します。
4. [web-port] パラメータを開きます。[値のデータ] に、新しい TCP ポート番号を入力します。この

パラメータを設定しない場合、NICE DCV サーバーではデフォルトで TCP ポート 8443 が使用さ
れます。

Note

TCP ポート番号は 1024 より大きくする必要があります。
5. QUIC が有効な場合、UDP ポートを設定するには quic-port パラメータを選択します。

レジストリキーに quic-port パラメータが存在しない場合は、1 つ作成します。

a. ナビゲーションペインで、接続キーのコンテンツ (右クリック) メニューを開きます。次
に、[New] (新規)、[DWORD (32-bit) value] (DWORD (32 ビット) 値) の順に選択します。

b. [名前] に quic-port と入力し、[Enter] を押します。
6. quic-port パラメーターを開きます。[値データ] に、新しい UDP ポート番号を入力します。この

パラメータを設定せず、QUIC サポートの有効化した場合、NICE DCV サーバーではデフォルト
で UDP ポート 8443 が使用されます。

Note

UDP ポート番号は 1024より大きくする必要があります。
7. [OK] を選択して Windows レジストリエディタを閉じます。
8. NICE DCV サーバーを停止 (p. 53)して再起動 (p. 52)します。

Linux NICE DCV server

NICE DCV サーバーにより使用されるポートを変更するには、web-portquic-portdcv.confファ
イル内のとパラメータを設定します。

Linux でサーバーのポートを変更する方法

1. /etc/dcv/ に移動し、任意のテキストエディタで dcv.conf を開きます。
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2. web-port パラメータを [connectivity] セクションで見つけます。次に、既存の TCP ポート
番号を新しい TCP ポート番号に置き換えます。

[connectivity] セクションに web-port パラメータが存在しない場合は、次の形式を使用し
て手動で追加します。

[connectivity]
web-port=port_number

Note

TCP ポート番号は 1024 より大きくする必要があります。
3. quic-port パラメータを [connectivity] セクションで見つけます。次に、既存の UDP ポー

ト番号を新しい UDP ポート番号に置き換えます。

[connectivity] セクションに web-port パラメータが存在しない場合は、次の形式を使用し
て手動で追加します。

[connectivity]
quic-port=port_number

Note

UDP ポート番号は 1024より大きくする必要があります。
4. ファイルを保存して閉じます。
5. NICE DCV サーバーを停止 (p. 53)して再起動 (p. 52)します。

特定のエンドポイントでのリスニング
特定のネットワークアドレスのみをリッスンするには、NICE DCVweb-listen-endpointsquic-
listen-endpoints サーバの設定でおよびパラメータを設定できます。

各エンドポイントはIPv4またはIPv6アドレスで表され、オプションでポート番号をで区切って記述するこ
ともできます:。エンドポイントで指定されたポート番号は、web-portquic-portおよびパラメータで
指定されたポートよりも優先されます。

複数のエンドポイントを指定できるため、エンドポイントのセットはカンマで区切られたリストで表さ
れ、各エンドポイントは一重引用符で囲まれます。たとえば、['0.0.0.0:8443', '[::]:8443']は
任意のローカルIPv4アドレスを表し、任意のローカルIPv6アドレスはどちらもポート8443にあり、'[::
%eth1]:8443' Windowsホストのインデックス1のネットワークインターフェースにバインドされている
IPv6アドレスを表し、eth1 LinuxホストのネットワークインターフェースにバインドされているIPv6アド
レスを表します。'[::%1]:8443'

Note

これらの構成パラメーターは、NICE DCV サーバー 2022.0 以降でのみ使用できます。

Windows NICE DCV server

Windows でサーバーのエンドポイントを変更する方法

1. Windows レジストリエディタを開きます。
2. [HKEY_USERS/S-1-5-18/Software/GSettings/com/nicesoftware/dcv/connectivity/] キーに移動しま

す。
3. TCP エンドポイントを設定するには、web-listen-endpointsパラメータを選択します。
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レジストリキーに web-listen-endpoints パラメータが存在しない場合は、1 つ作成します。

a. ナビゲーションペインで、接続キーのコンテンツ (右クリック) メニューを開きます。次に、
[新規]、[文字列値] を選択します。

b. [名前] に web-listen-endpoints と入力し、[Enter] を押します。
4. web-listen-endpointsパラメータを開きます。値データには、エンドポイントのリストを入力しま

す。
5. QUIC が有効な場合、UDP エンドポイントを設定するには、quic-listen-endpointsパラメータを選

択します。

レジストリキーに quic-listen-endpoints パラメータが存在しない場合は、1 つ作成しま
す。

a. ナビゲーションペインで、接続キーのコンテンツ (右クリック) メニューを開きます。次に、
[新規]、[文字列値] を選択します。

b. [名前] に quic-listen-endpoints と入力し、[Enter] を押します。
6. quic-listen-endpointsパラメータを開きます。値データには、エンドポイントのリストを入力しま

す。
7. [OK] を選択して Windows レジストリエディタを閉じます。
8. NICE DCV サーバーを停止 (p. 53)して再起動 (p. 52)します。

Linux NICE DCV server

Linux 上のサーバーのエンドポイントを変更するには

1. /etc/dcv/ に移動し、任意のテキストエディタで dcv.conf を開きます。
2. web-listen-endpoints パラメータを [connectivity] セクションで見つけます。次に、既

存のエンドポイントのリストを置き換えます。

[connectivity] セクションに web-listen-endpoints パラメータが存在しない場合は、次
の形式を使用して手動で追加します。

[connectivity]
web-listen-endpoints=[endpoint1, endpoint2]

3. quic-listen-endpoints パラメータを [connectivity] セクションで見つけます。次に、
既存のエンドポイントのリストを置き換えます。

[connectivity] セクションに quic-listen-endpoints パラメータが存在しない場合は、
次の形式を使用して手動で追加します。

[connectivity]
quic-listen-endpoints=[endpoint1, endpoint2]

4. ファイルを保存して閉じます。
5. NICE DCV サーバーを停止 (p. 53)して再起動 (p. 52)します。

TLS 証明書の管理
NICE DCV では、NICE DCV クライアントと NICE DCV サーバー間のトラフィックの保護に使用する自己
署名証明書が自動的に生成されます。デフォルトでは、他の証明書がインストールされていない場合にこ
の証明書が使用されます。デフォルトの証明書には 2 つのファイルが含まれています。これらは証明書そ

58



NICE DCV 管理者ガイド
TLS 証明書の管理

のものです (dcv.pem) とキー (dcv.key))。詳細については、「the section called “自己署名証明書による
リダイレクションの説明” (p. 113)」を参照してください。

DCV クライアントユーザーがサーバーに接続すると、接続が確立される前にサーバー証明書の警告が表示
されることがあります。

Web ブラウザを使用して接続している場合、ブラウザはクライアントユーザーにサーバーの証明書を信頼
していることを警告し、管理者に連絡して証明書の信頼性を確認するように警告することがあります。

同様に、Windows、Linux、または macOS クライアントを使用している場合は、特定の証明書のフィン
ガープリントを NICE DCV サーバー管理者に確認するように勧めることがあります。

証明書フィンガープリントの信頼性を確認するには、dcv list-endpoints -jを実行して出力を証明書
フィンガープリントと照合します。

デフォルトの NICE DCV 証明書とキーは、独自の証明書とキーに置き換えることができます。

独自の証明書を生成するときは、特定のニーズを満たす証明書属性を選択します。CN (Common Name)
属性は、ほとんどの場合、ホストのパブリックホスト名と一致します。SAN (Subject Alternative 
Name) 属性を指定してホストの IP アドレスに設定することがあるかもしれません。

証明書の生成方法については、個別の認証機関のドキュメントを参照してください。
Important

独自の証明書とキーを使用する場合は、証明書の名前を dcv.pem に、キーの名前を dcv.key に
する必要があります。

Windows NICE DCV server

Windows でサーバーの TLS 証明書を変更するには

• Windows NICE DCV サーバーの以下の場所に証明書とキーを配置してください。

C:\Windows\System32\config\systemprofile\AppData\Local\NICE\dcv\

Linux NICE DCV server

Linux でサーバーの TLS 証明書を変更するには

1. Linux NICE DCV サーバーNICE DCV サーバーの以下の場所に証明書とキーを配置してくださ
い。

/etc/dcv/

2. 両方のファイルの所有権を dcv ユーザーに付与し、そのアクセス許可を 600 (所有者のみ、それ
らのファイルの読み書きが可能) に変更します。

$  sudo chown dcv dcv.pem dcv.key

$  sudo chmod 600 dcv.pem dcv.key

Note

NICE DCV 2022.0 以降、NICE DCV サーバーの実行中に証明書ファイルを更新すると、新しい証
明書が自動的に再ロードされます。以前のバージョンの NICE DCV では、NICE DCV サーバーを
手動で停止して再起動する必要があります (p. 52) (p. 53)。
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アイドル状態のクライアントの切断
アイドル状態のクライアントが切断されるように NICE DCV を設定することができます。具体的に
は、NICE DCV サーバーにキーボードまたはポインタの入力を一定期間送信しなかったクライアントを切
断できます。デフォルトでは、アイドル状態に入って 60 分間 (1 時間) が経過した NICE DCV クライアン
トは NICE DCV サーバーにより切断されます。

通知をアイドル状態のクライアントに送信するように NICE DCV サーバーを設定することもできます。
この通知は、セッションが切断されることを通知するためのものです。タイムアウト通知は、NICE DCV 
サーバーおよびクライアントのバージョン 2017.4 以降でのみサポートされます。

以下の手順を使用して、カスタムアイドルタイムアウト期間を指定できます。

Windows NICE DCV server

NICE DCV サーバーのアイドルタイムアウト期間を変更するには、Windows レジストリエディタを使
用して idle-timeout パラメータを設定する必要があります。

Windows でアイドルタイムアウト期間を変更するには

1. Windows レジストリエディタを開きます。
2. [HKEY_USERS/S-1-5-18/Software/GSettings/com/nicesoftware/dcv/connectivity/] キーに移動し

て、[idle-timeout] パラメータを選択します。

パラメータが見つからない場合は、次のステップに従ってパラメータを作成します。

a. ナビゲーションペインで、接続キーのコンテンツ (右クリック) メニューを開きます。次
に、[New] (新規)、[DWORD (32-bit) value] (DWORD (32 ビット) 値) の順に選択します。

b. [名前] に idle-timeout と入力し、[Enter] を押します。
3. [idle-timeout] パラメータを開きます。[値データ] に、アイドルタイムアウト期間の値を入力しま

す (分単位、10 進数)。アイドル状態のクライアントを切断しないようにするには、0 を入力しま
す。

4. [OK] を選択して Windows レジストリエディタを閉じます。

(オプション) タイムアウト通知をアイドル状態のクライアントに送信するように NICE DCV 
サーバーを設定する方法

1. HKEY_USERS/S-5-18/Software/GSettings/com/nicesoftware/dcv/connectivity/ キーに移動して、
[connectivity/ キーに移動して、] idle-timeout-warningパラメータを選択します。

パラメータが見つからない場合は、次のステップに従ってパラメータを作成します。

a. ナビゲーションペインで、接続キーのコンテンツ (右クリック) メニューを開きます。次
に、[New] (新規)、[DWORD (32-bit) value] (DWORD (32 ビット) 値) の順に選択します。

b. [名前] に idle-timeout-warning と入力し、[Enter] を押します。
2. idle-timeout-warningパラメータを開きます。Value data には、接続解除前に関連する警告通知が

送信されるまでの秒数 (10 進数) を入力します。たとえば、アイドルタイムアウトに達する 2 分
前に通知を送信する場合は、120 と入力します。

3. [OK] を選択して Windows レジストリエディタを閉じます。

Linux NICE DCV server

NICE DCV サーバー のアイドルタイムアウト期間を変更するには、dcv.conf ファイルの idle-
timeout パラメータを設定する必要があります。
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Linux でアイドルタイムアウト期間を変更するには

1. 任意のテキストエディタで /etc/dcv/dcv.conf を開きます。
2. idle-timeout パラメータを [connectivity] セクションで見つけます。次に、既存のタイム

アウト期間を新しいタイムアウト期間 (分単位、10 進数) に置き換えます。

[connectivity] セクションに idle-timeout パラメータが存在しない場合は、次の形式を使
用して手動で追加します。

[connectivity] 
  idle-timeout=timeout_in_minutes

アイドル状態のクライアントを切断しないようにするには、0 を入力します。
3. ファイルを保存して閉じます。

(オプション) タイムアウト通知をアイドル状態のクライアントに送信するように NICE DCV 
サーバーを設定する方法

1. 任意のテキストエディタで /etc/dcv/dcv.conf を開きます。
2. idle-timeout-warning[connectivity]セクションにパラメータを追加し、関連する警告通

知が送信されてから切断されるまでの秒数 (10 進数) を指定します。

idle-timeout-warning=seconds_before_idle_timeout

たとえば、アイドルタイムアウトに達する 2 分前に通知を送信する場合は、120 と指定します。
3. ファイルを保存して閉じます。

Linux NICE DCV サーバーでの GPU 共有の有効化
GPU 共有を使えば、複数の NICE DCV 仮想セッション間で 1 つ以上の物理的な GPU を共有できるように
なります。セッションの詳細については、「NICE DCV セッションの管理 (p. 84)」を参照してくださ
い。GPU 共有を使えば、単一の NICE DCV を使用して、サーバーの物理的な GPU リソースを共有する複
数の仮想セッションをホストすることができるようになります。

Note

GPU 共有は Linux NICE DCV サーバーでのみサポートされます。

前提条件

開始する前に、次の前提条件を完了します。

• Linux サーバーに NICE DCV サーバーをインストールします。
• サーバーに NICE DCV dcv-gl および nice-Xdcv パッケージをインストールします。
• サーバーに少なくとも 1 つのサポートされている NVIDIA GPU があることを確認します。
• サーバーに NVIDIA GPU ドライバーをインストールします。公式の NVIDIA ドライバーが必要です。

オープンソースの NVIDIA ドライバーはサポートされていません。
• NVIDIA GPU ドライバーがハードウェア加速化 OpenGL をサポートしていることを確認してください。
• X サーバーをインストールし、Device ファイルの Screen セクションと xorg.conf セクションを設

定します。
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Note

nvidia-xconfig NVIDIA ユーティリティを使用して、自動的に xorg.conf ファイルを作成
し、すべての利用可能な NVIDIA GPU 用に設定することができます。

• X サーバーが実行中であることを確認します。
• (オプション) dcvgldiag ツールを実行して、NICE DCV サーバー設定を検証します。詳細について

は、「インストール後のチェック (p. 34)」を参照してください。

サーバーが GPU 共有用に適切に設定されているかどうか確認するために、nice-dcv-gltest パッ
ケージをインストールして dcvgltest テストアプリケーションを実行できます。

GPU 共有を有効にするには、仮想セッションで使用する GPU のリストを指定する必要があります。GPU 
を指定しない場合、標準の X サーバーで使用される GPU (表示名 :0.0) のみが使用されます。

このトピックで前述した前提条件を完了した後、dcv.conf ファイルの gl-displays パラメータで 
GPU を指定します。

Linux NICE DCV サーバーで GPU 共有を有効にする方法

1. /etc/dcv/ に移動し、任意のテキストエディタで dcv.conf ファイルを開きます。
2. [display/linux] パラメータを gl-displays セクションに追加します。次に、使用可能な GPU 

を以下の形式で指定します。

[display/linux]
gl-displays = [':xserver_port.screen_number_1',':xserver_port.screen_number_2', ...]

ここで、xserver_port はサーバーで、screen_number は GPU と連携している画面に関連付けら
れている番号です。screen_number は 0 から始まります。

以下の例に示しているのは、デフォルトの X サーバーセッションで実行されている 2 つの GPU の
gl-displays パラメータです。

[display/linux]
gl-displays = [':0.0',':0.1']

3. ファイルを保存して閉じます。
4. NICE DCV サーバーを停止 (p. 53)して再起動 (p. 52)します。

タッチスクリーンとスタイラスのサポートの有効化
Note

タッチスクリーンやスタイラスデバイスの USB リダイレクトは不要です。また、NICE DCV サー
バーにベンダードライバーをインストールする必要はありません。
NICE DCV は、ネイティブオペレーティングシステム API を使用してタッチスクリーンとスタイ
ラスをサポートします。
ウィンドウズはウィンドウズインクを使用します。
Linux は X11 インプットインジェクションを使用しています。

• ウィンドウズサーバーのサポート

タッチスクリーンは、サポートされているすべての Windows オペレーティングシステムにおいてサポー
トされています。スタイラスは、Windows 10 および Windows 2019 以降のすべてのサポート対象の 
Windows オペレーティングシステムでサポートされていますが、Windows 2016、Windows 8.1 および
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それ以前のバージョンではサポートされていません。Windows NICE DCV サーバーでは、この機能はデ
フォルトで有効になっています。追加の設定は必要ありません。

• Linux サーバーのサポート

タッチスクリーンとスタイラスは、サポートされているすべての Linux オペレーティングシステムでサ
ポートされています。Linux NICE DCV サーバー上でホストされている仮想セッションでは、この機能
はデフォルトで有効になっています。ただし、Linux NICE DCV サーバーでホストされているコンソー
ルセッションで機能を有効にするには、いくつかの追加設定が必要です。

Important

NICE DCV でのタッチスクリーンとスタイラスの使用は、この機能がクライアントとサーバーの
両方でサポートされていれば有効になり、サーバーでも有効になります。クライアントサポート
については、NICE DCV ユーザーガイドのクライアント機能を参照してください。

Linux NICE DCV サーバーでホストされているコンソールセッションでタッチスクリーンとスタイ
ラスのサポートを有効にする方法

1. お好みのテキストエディタを使用して/etc/X11/xorg.confを開きます。
2. 次のセクションをファイルに追加します。

Section "InputDevice" 
  Identifier "DCV Stylus Pen" 
  Driver "dcvinput"
EndSection

Section "InputDevice" 
  Identifier "DCV Stylus Eraser" 
  Driver "dcvinput"
EndSection

Section "InputDevice" 
  Identifier "DCV Touchscreen" 
  Driver "dcvinput"
EndSection

3. ServerLayout セクションの最後に以下を追加します。

InputDevice  "DCV Stylus Pen"
InputDevice  "DCV Stylus Eraser"
InputDevice  "DCV Touchscreen"

例:

Section "ServerLayout" 
   ...existing content...
  InputDevice  "DCV Stylus Pen" 
  InputDevice  "DCV Stylus Eraser" 
  InputDevice  "DCV Touchscreen"
EndSection

4. 変更内容を保存し、 ファイルを閉じます。
5. X サーバーを再起動します。

• RHEL、CentOS、Amazon Linux 2、Ubuntu 18.x、SUSE Linux Enterprise 12.x

$ sudo systemctl isolate multi-user.target
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$ sudo systemctl isolate graphical.target

6. 入力デバイスが適切に設定されていることを確認するには、次のコマンドを実行します。

$ sudo DISPLAY=:0 xinput

DCV スタイラスペン、DCV スタイラス消しゴム、および DCV タッチスクリーンがコマンド出力に表
示されます。以下は出力例です。

| Virtual core pointer                          id=2    [master pointer  (3)]
|   | Virtual core XTEST pointer                id=4    [slave  pointer  (2)]
|   | dummy_mouse                               id=6    [slave  pointer  (2)]
|   | dummy_keyboard                            id=7    [slave  pointer  (2)]
|   | DCV Stylus Pen                            id=8    [slave  pointer  (2)]
|   | DCV Stylus Eraser                         id=9    [slave  pointer  (2)]
|   | DCV Touchscreen                           id=10   [slave  pointer  (2)]
| Virtual core keyboard                         id=3    [master keyboard (2)] 
    | Virtual core XTEST keyboard               id=5    [slave  keyboard (3)]

スタイラスの圧力範囲の設定
アプリケーションの中には、スタイラスの圧力範囲を 0～2048 の範囲に減らす必要があるものもありま
す。/etc/X11/xorg.conf ファイルで Pressure2k オプションを true に設定することで圧力範囲を設
定できます。

スタイラスの圧力を設定する方法

1. お好みのテキストエディタを使用して/etc/X11/xorg.confを開きます。
2. 次のセクションをファイルに追加します。

Section "InputDevice" 
  Identifier "DCV Stylus Pen" 
  Driver "dcvinput" 
  Option "Pressure2K" "true"
EndSection

Section "InputDevice" 
  Identifier "DCV Stylus Eraser" 
  Driver "dcvinput" 
  Option "Pressure2K" "true"
EndSection

3. 変更内容を保存し、 ファイルを閉じます。
4. X サーバーを再起動します。

ゲームパッドサポートの有効化
NICE DCV Server 2022.0 以降、ゲームパッドデバイスは、サポートされている Windows または Linux オ
ペレーティングシステムのいずれかに接続するときに使用できます。

以下のゲームパッドデバイスがサポートされています。

• Xbox 360 コントローラー
• DualShock 4 コントローラー
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上記のデバイスと互換性のあるデバイス、またはサポートされているデバイスのいずれかをエミュレート
するように構成できる他のデバイスも動作する可能性があります。

Note

ゲームパッドデバイスは、Windows ネイティブ NICE DCV クライアントを使用する場合にのみサ
ポートされます。NICE DCV クライアント 2022.0 以降を使用していることを確認してください。

ゲームパッドサポートの有効化には、NICE DCV サーバーの最新バージョンがインストールされている
ことと、ゲームパッドドライバーのインストールが選択されていることを確認します。詳細については、
「Windows への NICE DCV サーバーのインストール (p. 6)」を参照してください。Windows NICE DCV 
サーバーでは、この機能はデフォルトで有効になります。

Xbox 360 コントローラーのサポート
Xbox 360 コントローラーには Windows ドライバーをインストールする必要があります。このドライバー
は Windows に自動的にインストールされないため、公式の Windows Update Web サイトから入手する必
要があります。

Xbox 360 コントローラードライバーをダウンロードしてインストールするには

1. Microsofthttps://www.catalog.update.microsoft.com/Search.aspx?q=game+devices+XBOX
+360+Controller+For+Windows アップデートカタログページでドライバを検索してください:

2. OS 用最新バージョンのドライバーをダウンロードします。
3. .cab ファイルを開き、その内容を抽出します。

expand filename.cab -F:*

4. 次のコマンドでドライバーの.inf ファイルをインストールします。

pnputil /add-driver filename.inf /install

USB リモート化の有効化
NICE DCV を使用すると、クライアントでさまざまな USB デバイス (例: 3D ポインティングデバイス、
認証デバイス) を使用できます。これらのデバイスは、NICE DCV サーバーで実行されているアプリケー
ションとの相互通信を目的としてコンピュータに物理的に接続されます。

Important

NICE DCV は、USB デバイスをリダイレクトするための一般的なメカニズムを提供します。ネッ
トワーク遅延の影響を受けやすいデバイスの場合は、問題が発生することがあります。さらに、
ドライバーの互換性の問題により一部のデバイスが期待どおりに機能しない可能性があります。
本番稼働へのデプロイを実行する前に、デバイスが期待どおりに動作することを確認してくださ
い。

Note

USB リモート化は Windows クライアントでのみサポートされます。ポータブル Windows クライ
アントやウェブブラウザクライアントではサポートされていません。NICE DCV クライアントで
は、追加設定が必要になる場合があります。詳細については、「NICE DCV ユーザーガイド」の
「USB リモート化の使用」を参照してください。

NICE DCV サーバーでは、許可リストを使用して、使用を許可する USB デバイスクライアントを決定し
ます。デフォルトで、一般的に使用されている一部の USB デバイスが許可リストに追加されています。こ
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れにより、クライアントのコンピュータにこれらの USB デバイスを接続して、サーバーで使用できるよう
になります。追加設定は必要ありません。

ただし、一部の特殊なデバイスは、デフォルトで許可リストに追加されない場合があります。これらのデ
バイスは、クライアントに使用される前に、NICE DCV サーバーの許可リストに手動で追加する必要があ
ります。追加されると、Windows クライアントの [設定] メニューに表示されます。

Windows NICE DCV server

USB デバイスを許可リストに追加するには、USB デバイスのフィルタ文字列をクライアントから取
得して、usb-devices.conf ファイルに追加する必要があります。

USB デバイスを Windows NICE DCV サーバーの許可リストに追加する方法

1. NICE DCV サーバーの最新バージョンがインストールされていること、USB リモート化ドラ
イバーのインストールが選択されていることを確認します。詳細については、「Windows への 
NICE DCV サーバーのインストール (p. 6)」を参照してください。

2. USB デバイスのハードウェアドライバーを NICE DCV サーバーにインストールします。
3. フィルタ文字列をクライアントにリクエストします。詳細については、「NICE DCV ユーザーガ

イド」の「USB リモート化の使用」を参照してください。
4. 任意のテキストエディタで C:\Program Files\NICE\DCV\Server\conf\usb-

devices.conf を開き、ファイルの下部の新しい行にフィルタ文字列を追加します。
5. ファイルを保存して閉じます。
6. NICE DCV サーバーを停止して再起動します。

Linux NICE DCV server

USB デバイスを許可リストに追加するには、USB デバイスのフィルター文字列を usb-
devices.conf ファイルに追加する必要があります。

Linux NICE DCV サーバーの許可リストへの USB デバイスの追加

1. 最新バージョンの NICE DCV サーバーと DCV USB ドライバーがインストールされているこ
とを確認してください。詳細については、「Linux に NICE DCV サーバーをインストールしま
す。 (p. 10)」を参照してください。

2. USB デバイスのハードウェアドライバーを NICE DCV サーバーにインストールします。
3. フィルタ文字列をクライアントにリクエストします。詳細については、「NICE DCV ユーザーガ

イド」の「USB リモート化の使用」を参照してください。
4. 任意のテキストエディタで /etc/dcv/usb-devices.conf を開き、ファイルの下部の新しい行

にフィルタ文字列を追加します。
5. ファイルを保存して閉じます。
6. NICE DCV サーバーを停止して再起動します。

スマートカードのキャッシュの設定
スマートカードのキャッシュ機能を使用すると、NICE DCV サーバーでスマートカード値をキャッシュで
きるようになります。この機能を有効にすると、NICE DCV サーバーによって、クライアントのスマート
カードへの最新の呼び出しの結果がキャッシュされます。その後の呼び出しでは、クライアントからでは
なく、サーバーのキャッシュから直接取得されます。これにより、クライアントとサーバー間で転送され
るトラフィックの量が削減され、パフォーマンスが向上します。クライアントのインターネット接続が遅
い場合には特にこれが役立ちます。

スマートカードのキャッシュ機能はデフォルトでは無効になっています。クライアントは、実行するアプ
リケーションごとに DCV_PCSC_ENABLE_CACHE 環境変数を設定してスマートカードのキャッシュを手動
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で有効にすることができます。手順については、「NICE DCV ユーザーガイド」の「スマートカードの使
用」を参照してください。または、NICE DCV サーバーを設定して、DCV_PCSC_ENABLE_CACHE 環境変
数に対して指定された値に関係なく、スマートカードのキャッシュを永続的に有効化または無効化するこ
とができます。

Linux NICE DCV server

Linux NICE DCV サーバーでスマートカードのキャッシュを永続的に有効化または無効化する
方法

1. /etc/dcv/ に移動し、任意のテキストエディタで dcv.conf を開きます。
2. enable-cache パラメータを [smartcard] セクションで見つけます。スマートカードのキャッ

シュを永続的に有効化するには、「'always-on'」と入力します。スマートカードのキャッシュ
を永続的に無効化するには、「'always-off'」と入力します。

[smartcard] セクションに enable-cache パラメータが存在しない場合は、次の形式を使用し
て手動で追加します。

[smartcard]
enable-cache='always-on'|'always-off'

3. ファイルを保存して閉じます。
4. NICE DCV サーバーを停止 (p. 53)して再起動 (p. 52)します。

Windows NICE DCV server

Windows NICE DCV サーバーでスマートカードのキャッシュを永続的に有効化または無効化
する方法

1. Windows レジストリエディタを開きます。
2. [HKEY_USERS/S-1-5-18/Software/GSettings/com/nicesoftware/dcv/smartcard/] キーに移動し

て、[enable-cache] パラメータを選択します。

パラメータが存在しない場合は、次のステップに従ってパラメータを作成します。

a. 左のパネルで、smartcard キーのコンテキスト (右クリック) メニューを開き、[New] (新
規)、[String Value] (文字列値) の順に選択します。

b. [名前] に enable-cache と入力し、[Enter] を押します。
3. [enable-cache] パラメータを開きます。[Value data] (値のデータ) で、スマートカードのキャッ

シュを永続的に有効にする場合は always-on を、スマートカードのキャッシュを永続的に無効
にする場合は always-off を入力します。

4. [OK] を選択して Windows レジストリエディタを閉じます。

セッションストレージの有効化
セッションストレージは、クライアントが特定の NICE DCV セッションに接続されているときにアクセ
スできる、NICE DCV サーバーにあるフォルダです。セッションストレージをセッション用に有効にす
ると、クライアントは特定のフォルダからファイルをダウンロードしたり、アップロードしたりできるよ
うになります。この機能により、クライアントはセッション接続中にファイルを共有できるようになりま
す。

トピック
• Windows NICE DCV サーバー でのセッションストレージの有効化 (p. 68)
• Linux NICE DCV サーバー でのセッションストレージの有効化 (p. 68)
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Windows NICE DCV サーバー でのセッションスト
レージの有効化
セッションストレージを有効にするには、まずセッションストレージに使用するフォルダを作成します。
次に、Windows レジストリエディタを使用して storage-root パラメータを設定します。

Windows でセッションストレージを有効にするには

1. セッションストレージに使用するフォルダを作成します (例: c:\session-storage)。
2. storage-root パラメータを設定します。

a. Windows レジストリエディタを開きます。
b. automatic-console-sessionHKEY_USERS/S-5-18/Software/GSettings/com/nicesoftware/dcv/

GSettings/キーに移動して、ストレージルートパラメータを選択します。

レジストリキーに storage-root パラメータが存在しない場合は、以下の手順に従ってパラ
メータを作成します。

i. ナビゲーションペインで、session-management/automatic-console-session キーのコンテン
ツ (右クリック) メニューを開きます。次に、[New] (新規)、[String] (文字列) の順に選択しま
す。

ii. [名前] に storage-root と入力し、[Enter] を押します。
c. [storage-root] パラメータを開きます。[Value data] (値のデータ) に、ステップ 1 で作成したフォ

ルダへのフルパスを入力します。

パスで %home% を使用して、現在サインインしているユーザーのホームディレクトリを指定する
こともできます。たとえば、次のパスでは、c:\Users\username\storage\ がセッションス
トレージディレクトリとして使用されます。

%home%/storage/

Note

指定したサブディレクトリが存在しない場合、セッションストレージは無効になりま
す。

d. [OK] を選択して Windows レジストリエディタを閉じます。
e. NICE DCV サーバーを停止 (p. 53)して再起動 (p. 52)します。

3. セッションを開始してから --storage-root オプションを指定します。詳細については、「NICE 
DCV セッションの開始 (p. 86)」を参照してください。

Linux NICE DCV サーバー でのセッションストレージ
の有効化
セッションストレージを有効にするには、セッションストレージに使用するフォルダを作成した上
で、storage-root ファイルの dcv.conf パラメータを設定します。

Linux でセッションストレージを有効にするには

1. セッションストレージに使用するフォルダを作成します (例: /opt/session-storage/)。
2. storage-root パラメータを設定します。

a. /etc/dcv/ に移動し、任意のテキストエディタで dcv.conf を開きます。
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b. storage-root パラメータを [session-management/automatic-console-session] セ
クションで見つけます。ステップ 1 で作成したフォルダへのフルパスで既存のパスを置き換えま
す。

[session-management/automatic-console-session] セクションに storage-root パ
ラメータが存在しない場合は、次の形式を使用して手動で追加します。

[session-management/automatic-console-session]
storage-root="/opt/session-storage/"

パスで %home% を使用して、現在サインインしているユーザーのホームディレクトリを指定する
こともできます。たとえば、次のパラメータでは、セッションストレージに $HOME/storage/
ディレクトリを使用します。

[session-management/automatic-console-session]
storage-root="%home%/storage/"

Note

指定したサブディレクトリが存在しない場合、セッションストレージは無効になりま
す。

3. ファイルを保存して閉じます。
4. NICE DCV サーバーを停止 (p. 53)して再起動 (p. 52)します。
5. セッションを開始してから --storage-root オプションを指定します。詳細については、「NICE 

DCV セッションの開始 (p. 86)」を参照してください。

Linux NICE DCV サーバーでのプリンターの設定
サポートされている Linux ディストリビューションを使用している場合は、印刷をサポートするように 
NICE DCV サーバーを設定する必要があります。Windows NICE DCV サーバーには追加設定は不要です。

Linux NICE DCV サーバーでプリンターのリダイレクトを有効にする方法

1. サーバーに CUPS サービスをインストールします。

• Amazon Linux 2、RHEL、CentOS

$ sudo yum install cups

• Ubuntu

$ sudo apt-get install cups

• SUSE Linux Enterprise

$ sudo zypper install cups

2. dcv ユーザーをプリンター管理者グループに追加します。プリンター管理者グループの名前は、オペ
レーティングシステムごとに異なる場合があります。例えば、プリンター管理者グループに lpadmin
という名前が付けられている場合、以下のコマンドを実行します。

$ usermod -a -G lpadmin dcv
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3. このプリンター管理者グループが cups 設定ファイルの SystemGroup パラメータに引用されている
ことを確認してください。例えば、プリンター管理者グループに lpadmin という名前が付けられて
いる場合、テキストエディタを使用して /etc/cups/cups-files.conf を開き、次の行を検索しま
す。

SystemGroup lpadmin

設定ファイルにその行が表示されたら、インストールは完了です。次のステップに進みます。

設定ファイルに行が表示されない場合は、次の形式の行を手動で追加し、ファイルを保存して閉じま
す。

SystemGroup printer_admin_groupname

4. (SUSE Linux Enterprise のみ) プリンター管理者グループが cups ローカル証明書を読み取る許可を取
得していることを確認します。この証明書は /var/run/cups/certs/ ディレクトリにあります。例
えば、プリンター管理者グループに lpadmin という名前が付けられている場合、以下のコマンドを
実行します。

$ sudo chgrp -R lpadmin /var/run/cups/certs/ && chmod g+x /var/run/cups/certs

5. cups サービスを再起動します。

$ sudo systemctl restart cups

6. NICE DCV サーバーを停止 (p. 53)して再起動 (p. 52)します。

プリンター問題のトラブルシューティング
SUSE Linux Enterprise と RHEL 8 がプリンターソケットへの接続を妨げる可能性があります。これらのオ
ペレーティングシステムのいずれかを実行しているときに印刷に問題が生じた場合は、ログファイルを調
べて、このことが原因かどうかを判断してください。

テキストエディタを使用して /var/log/audit/audit.log を開き、ログに次のような行があるかどう
かを確認します。

type=AVC msg=audit(1617716179.487:504): avc:  denied 
  { connectto } for  pid=33933 comm="dcvcupsbackend" 
 path=002F636F6D2F6E696365736F6674776172652F6463762F637570732F636F6E736F6C65 
 scontext=system_u:system_r:cupsd_t:s0-s0:c0.c1023 
 tcontext=unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023 tclass=unix_stream_socket 
 permissive=0

ログファイルに同様の行が表示されている場合、オペレーティングシステムがプリンターソケットへのア
クセスを妨げています。

この問題を解決するには、プリンターソケットへのアクセスを許可する CUPS ポリシーを作成する必要が
あります。これを作成するには、次のステップを実行します。

1. 必要なポリシーファイルを作成します。任意のテキストエディタを使用して、cupsd_policy という
名前の新規ファイルを作成し、以下のコンテンツを追加します。

#============= cupsd_t ==============
allow cupsd_t unconfined_t:unix_stream_socket connectto;

2. ポリシーをインストールします。
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$ ausearch -c 'dcvcupsbackend' --raw | audit2allow -M dcv-printer-policy

$ semodule -X 300 -i dcv-printer-policy.pp

Linux NICE DCV サーバーでのクリップボードの設
定

Linux オペレーティングシステムには 2 つのバッファがあり、コンテンツをコピーして貼り付けることが
できます。これらのバッファはプライマリ選択とクリップボードです。コンテンツをプライマリ選択にコ
ピーするには、ポインターをドラッグしてコンテンツをハイライト表示します。それをプライマリ選択か
ら貼り付けるには、ポインタまたは Shift+Insert キーボードショートカットのいずれかを使用します。コ
ンテンツをクリップボードにコピーするには、コンテンツをハイライト表示し、コンテキスト (右クリッ
ク) メニューからコピーを選択します。クリップボードから貼り付けるには、コンテキスト (右クリック) 
メニューから貼り付けを選択します。

Linux NICE DCV サーバーでは、クライアントとサーバー間でコピーと貼り付けアクションを実行すると
きに、プライマリ選択またはクリップボードを使用するようにサーバーを設定できます。

トピック
• クライアントクリップボードコンテンツをプライマリ選択に貼り付ける (p. 71)
• クライアントクリップボードにプライマリ選択コンテンツをコピーする (p. 72)

クライアントクリップボードコンテンツをプライマリ
選択に貼り付ける
デフォルトでは、クライアントにコピーされたコンテンツはクリップボードに配置されます。このコンテ
ンツをサーバーに貼り付けるには、コンテキスト (右クリック) メニューを使用してクリップボードから貼
り付ける必要があります。

クリップボードのコンテンツをプライマリ選択に配置するようにサーバーを設定できます。これにより、
コンテキスト (右クリック) メニューを使用して、両方のクリップボードからコピーしたコンテンツを貼り
付けることができます。または、マウスの中央ボタンまたは Shift+Insert キーボードショートカットのい
ずれかを使用して、プライマリ選択からコンテンツをコピーして貼り付けることもできます。

クリップボードのコンテンツをプライマリ選択に配置するようにサーバーを設定するには

1. /etc/dcv/ に移動し、任意のテキストエディタで dcv.conf を開きます。
2. [clipboard] セクションで primary-selection-paste パラメータを見つけ、値を true に設定

します。

[clipboard] セクションに primary-selection-paste パラメータが存在しない場合は、次の形
式を使用して手動で追加します。

[clipboard]
primary-selection-paste=true

3. ファイルを保存して閉じます。
4. NICE DCV セッションを停止 (p. 91)して再起動 (p. 86)します。

71



NICE DCV 管理者ガイド
クライアントクリップボードにプラ
イマリ選択コンテンツをコピーする

クライアントクリップボードにプライマリ選択コンテ
ンツをコピーする
デフォルトでは、ユーザーはクリップボードを使用してサーバーからクライアントにのみコンテンツをコ
ピーできます。つまり、プライマリ選択にコピーしたコンテンツをクライアントに貼り付けることはでき
ないということです。

プライマリ選択コンテンツをクリップボードに配置するようにサーバーを設定できます。つまり、ユー
ザーがサーバー上のプライマリ選択にコンテンツをコピーすると、そのコンテンツもクリップボードにコ
ピーされます。これにより、ユーザーはクリップボードのコンテンツをクライアントに貼り付けることが
できます。

プライマリ選択コンテンツをクリップボードに配置するようにサーバーを設定するには

1. /etc/dcv/ に移動し、任意のテキストエディタで dcv.conf を開きます。
2. [clipboard] セクションで primary-selection-copy パラメータを見つけ、値を true に設定し

ます。

[clipboard] セクションに primary-selection-copy パラメータが存在しない場合は、次の形
式を使用して手動で追加します。

[clipboard]
primary-selection-copy=true

3. ファイルを保存して閉じます。
4. NICE DCV セッションを停止 (p. 91)して再起動 (p. 86)します。

マルチチャンネルオーディオの設定
NICE DCV では、NICE DCV ネイティブクライアントを使用している場合、最大 7.1 のオーディオチャン
ネルがサポートされます。ウェブブラウザクライアントでは、ステレオ 2.0 オーディオチャンネルのみが
サポートされます。

NICE DCV では、次のマルチチャンネルオーディオ設定がサポートされています。

• ステレオ 2.0 (2 チャンネル)
• 4 チャンネルステレオ 4.0 (4 チャンネル)
• サラウンド 5.1 (6 チャンネル)
• サラウンド 7.1 (8 チャネル) — Windows NICE DCV サーバのみ
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サーバーで提供されるチャネル数よりも少ない数のオーディオチャネルをクライアントから要求された場
合、サーバーによりチャネル数がダウンミックスされます。クライアントから要求されたチャネル数に一
致させるためです。例えば、クライアントからサラウンドサウンド 5.1 が要求され、サーバーではサラウ
ンドサウンド 7.1 までサポートされているとします。その場合はサーバーによりオーディオが 5.1 にダウ
ンミックスされます。

サーバーで、ソースアプリケーションのオーディオ出力に一致させるためにオーディオが自動的にダウ
ンミックスされることはありません。例えば、ソースアプリケーションでサラウンドサウンド 7.1 が提供
されているのに対し、クライアントではステレオ 2.0 しかサポートされていないとします。左前と右前の
オーディオチャンネルのみがクライアントに対してストリーミングされます。残りのチャンネルは失われ
ます。これに該当する場合は、オーディオチャンネルの喪失を防ぐため、オーディオチャンネルがダウン
ミックスされるように NICE DCV サーバーを設定してください。

トピック
• Windows NICE DCV サーバーでのオーディオチャンネルの設定 (p. 73)
• Linux NICE DCV サーバーでのオーディオチャンネルの設定 (p. 74)

Windows NICE DCV サーバーでのオーディオチャン
ネルの設定
Windows サーバーではサラウンドサウンド 7.1 (オーディオチャンネル 8 つ) がサポートされています。デ
フォルトの設定はステレオです。ただし、異なる設定を使用するようにサーバーを設定することができま
す。
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Windows サーバーでのオーディオチャンネルの設定:

1. [Sound Control Panel] (サウンドコントロールパネル) を開きます。デスクトップのタスクバーのス
ピーカーアイコンを右クリックし、[Sounds] (サウンド) を選択します。

2. [Playback] (再生) タブを開き、NICE DCV スピーカーを選択します。
3. [Configure] (設定) を選択します。
4. 必要なチャンネル設定を選択します。
5. [OK] を選択します。

Linux NICE DCV サーバーでのオーディオチャンネル
の設定
Linux サーバーではデフォルトでステレオ 2.0 (オーディオチャンネル 2 つ) がサポートされており、マル
チチャンネルオーディオがサポートされるようにするにはいくつかの追加設定が必要です。

以下の手順を実行する必要があります。

1. PulseAudio サウンドサーバーを設定します。
2. PulseAudio デバイスが使用されるように NICE DCV サーバーを設定します。
3. 使用するチャンネル数を設定します。

PulseAudio サウンドサーバーを設定する方法

1. 任意のテキストエディタで /etc/pulse/default.pa を開きます。
2. ファイルの末尾に次の行を追加します。

load-module module-null-sink sink_name=dcv format=s16be channels=6 
 channel_map=front-left,front-right,rear-left,rear-right,front-center,lfe rate=48000 
 sink_properties="device.description='DCV Audio Speakers'"

3. ファイルを保存して閉じます。

サウンドサーバーを設定したら、 PulseAudio サウンドサーバーからオーディオをキャプチャするように 
NICE DCV サーバーを設定する必要があります。 PulseAudio

PulseAudio デバイスが使用されるように NICE DCV サーバーを設定します。

1. 任意のテキストエディタで /etc/dcv/dcv.conf を開きます。
2. grab-device パラメータを [audio] セクションで見つけます。次に、既存の値を、前のステップ

で取得したデバイス名に置き換えます。

[audio] セクションに grab-device パラメータが存在しない場合は、次の形式を使用して手動で
追加します。

[audio]
grab-device="DCV Audio Speakers"

3. ファイルを保存して閉じます。

PulseAudio サウンドサーバーからオーディオをキャプチャするように NICE DCV サーバーを設定した
ら、使用するチャンネル数を指定できます。
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使用するチャンネル数を設定する方法

1. 任意のテキストエディタで /etc/dcv/dcv.conf を開きます。
2. source-channels パラメータを [audio] セクションで見つけます。次に、既存のチャンネル数

を、2.0 の場合は 2 に、4.0 の場合は 4 に、5.1 の場合は 6 に置き換えます。

[audio] セクションに source-channels パラメータが存在しない場合は、次の形式を使用して手
動で追加します。

[audio]
source-channels=channels

3. ファイルを保存して閉じます。
4. NICE DCV サーバーを停止 (p. 53)して再起動 (p. 52)します。

HTTP ヘッダーの設定
ユーザーがウェブブラウザクライアントを使用してセッションに接続するときに、追加の HTTP レスポン
スヘッダーが NICE DCV クライアントに送信されるように NICE DCV サーバーを設定できます。レスポ
ンスヘッダーで、ユーザーが接続している NICE DCV サーバーに関する追加情報を提供できます。

トピック
• Windows NICE DCV サーバーでの HTTP ヘッダーの設定 (p. 75)
• Linux NICE DCV サーバーでの HTTP ヘッダーの設定 (p. 76)

Windows NICE DCV サーバーでの HTTP ヘッダーの
設定
Windows で HTTP ヘッダーを設定するには、Windows レジストリエディタを使用して web-extra-
http-headers パラメータを設定します。

Windows で HTTP ヘッダーを設定するには

1. Windows レジストリエディタを開きます。
2. [HKEY_USERS/S-1-5-18/Software/GSettings/com/nicesoftware/dcv/connectivity/] キーに移動します。
3. ナビゲーションペインで、接続キーのコンテンツ (右クリック) メニューを開きます。次に、[New] (新

規)、[String] (文字列) の順に選択します。
4. [名前] に web-extra-http-headers と入力し、[Enter] を押します。
5. web-extra-http-headersパラメータを開きます。[Value data] (値のデータ) に、HTTP ヘッダー名と値

を次の形式で入力します。

[("header-name", "header-value")]

複数のヘッダーを指定するには、それらをカンマ区切りのリストに追加します。

[("header1-name", "header1-value"), ("header2-name", "header2-value")]

6. [OK] を選択して Windows レジストリエディタを閉じます。
7. NICE DCV サーバーを停止 (p. 53)して再起動 (p. 52)します。
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Linux NICE DCV サーバーでの HTTP ヘッダーの設定
Linux で HTTP ヘッダーを設定するには、dcv.conf ファイルの web-extra-http-headers パラメー
タを設定します。

Linux で HTTP ヘッダーを設定するには

1. 任意のテキストエディタで /etc/dcv/dcv.conf を開きます。
2. [connectivity] セクションの位置を確認します。HTTP ヘッダーの名前と値を次の形式で指定しま

す。

[connectivity]
web-extra-http-headers=[("header-name", "header-value")]

複数のヘッダーを指定するには、それらをカンマ区切りのリストに追加します。

[connectivity]
web-extra-http-headers=[("header1-name", "header1-value"), ("header2-name", "header2-
value")]

3. ファイルを保存して閉じます。
4. NICE DCV サーバーを停止 (p. 53)して再起動 (p. 52)します。

NICE DCV 認証の設定
デフォルトでは、クライアントは、NICE DCV セッションに接続する前に NICE DCV がホストされている
サーバーに対して認証を行うよう求められます。クライアントによる認証が失敗した場合、クライアント
をセッションに接続できません。クライアントがサーバーに対して認証を行わなくてもセッションに接続
できるように、クライアント認証の要件を無効にすることができます。

NICE DCV では、次の認証方法がサポートされています。

• system — デフォルトの認証方法です。クライアント認証は基盤となるオペレーティングシステムに委
任されます。Windows NICE DCV サーバーの場合、認証はに委譲されます WinLogon。Linux NICE DCV 
サーバーの場合、認証は PAM に委任されます。クライアントが NICE DCV セッションに接続されると
きに、クライアントからシステム認証情報が提供されます。クライアントに NICE DCV サーバーの適切
なサインイン認証情報があることを確認します。

• none — NICE DCV セッションへの接続時にクライアント認証は不要です。NICE DCV サーバーから、
セッションに接続するすべてのクライアントに対して、自動的にアクセス権が付与されます。

NICE DCV サーバーによって使用される認証方法がクライアントに認識されていることを確認してくださ
い。また、セッションに接続するために必要な情報がそろっていることを確認してください。

トピック
• Windows での認証の設定 (p. 76)
• Linux での認証の設定 (p. 77)
• 外部認証システムによる認証の設定 (p. 78)

Windows での認証の設定
NICE DCV サーバーの認証方法を変更するには、Windows レジストリエディタを使用して
authentication パラメータを設定する必要があります。
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Windows で認証方法を変更するには

1. Windows レジストリエディタを開きます。
2. [HKEY_USERS/S-1-5-18/Software/GSettings/com/nicesoftware/dcv/security/] キーに移動して、

[authentication] パラメータを選択します。

レジストリキーに authentication パラメータが存在しない場合は、1 つ作成します。

a. ナビゲーションペインで、[authentication] (認証) キーのコンテンツ (右クリック) メニューを開き
ます。次に、[New] (新規)、[string value] (文字列値) の順に選択します。

b. [名前] に authentication と入力し、[Enter] を押します。
3. [authentication] パラメータを開きます。[値のデータ] に、「system」または「none」と入力しま

す。
4. [OK] を選択して Windows レジストリエディタを閉じます。

Windows 認証情報プロバイダー
Windows 認証情報プロバイダーを使用すると、ユーザーが DCV サーバーに対して認証できた場合
に、Windows ログインをバイパスできます。

Windows 認証情報プロバイダーは、DCV authentication パラメータが system に設定されている場合
にのみサポートされます。DCV authentication パラメータが none に設定されている場合、ユーザー
は DCV サーバに対して自動的に認証された後、Windows に手動でサインインする必要があります。

Windows 認証情報プロバイダーは、デフォルトで、NICE DCV サーバーのインストール時に有効になりま
す。

Windows 認証情報プロバイダーを無効にするには

1. Windows レジストリエディタを開きます。
2. HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\ MicrosoftCurrentVersion\ Windows\\ 認証\ 資格情報プロバイ

ダー\ {8A2C93D0-D55F-4045-99D7-B27F5E263407} キーに移動します。
3. [編集]、[新規]、[DWORD 値] を選択します。
4. 名前には、Disabled と入力します。
5. 値を開きます。[値のデータ] に 1 と入力し、[OK] を選択します。
6. Windows レジストリエディタを閉じます。

Windows 認証情報プロバイダーを再度有効にするには

1. Windows レジストリエディタを開きます。
2. HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\ MicrosoftCurrentVersion\ Windows\\ 認証\ 資格情報プロバイ

ダー\ {8A2C93D0-D55F-4045-99D7-B27F5E263407} キーに移動します。
3. [無効] の値を開きます。[値のデータ] に 0 と入力し、[OK] を選択します。
4. Windows レジストリエディタを閉じます。

Linux での認証の設定
NICE DCV サーバーの認証方法を変更するには、dcv.conf ファイルの authentication パラメータを
設定する必要があります。

Linux で認証方法を変更するには

1. /etc/dcv/ に移動し、任意のテキストエディタで dcv.conf を開きます。
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2. authentication パラメータを [security] セクションで見つけます。次に、既存の値を system
または none のいずれかに置き換えます。

[security] セクションに authentication パラメータが存在しない場合は、次の形式を使用して
追加します。

[security]  
authentication=method

3. ファイルを保存して閉じます。

PAM サービス
Linux では、NICE DCV authentication パラメータが system に設定されている場合、PAM サービス
を実行することによって認証が実施されます。

デフォルトでは、NICE DCV サーバーによって実行される特権的アクセス管理 (PAM) サービスは /etc/
pam.d/dcv になります。

NICE DCV を通じてユーザー認証を行う際に PAM で実行されるステップに変更を加えたい場
合、dcv.conf の authentication セクションで pam-service パラメータを設定できます。

PAM サービスを変更する方法

1. root として /etc/pam.d ディレクトリに進み、新しいファイル (dcv-custom など) を作成します。
2. 任意のテキストエディタを使用して dcv-custom ファイルを編集します。PAM サービスファイルの

構文については、お使いのシステムのマニュアルを参照してください。
3. /etc/dcv/ に移動し、任意のテキストエディタで dcv.conf を開きます。
4. pam-service パラメータを [authentication] セクションで見つけます。次に、既存のサービス

名を新しい PAM サービス名に置き換えます。

[authentication] セクションに pam-service パラメータが存在しない場合は、次の形式を使用
して手動で追加します。

[authentication]
pam-service=service_name

Note

PAM サービス名は、/etc/pam.d で作成したファイルの名前と一致していなければなりま
せん。

5. ファイルを保存して閉じます。

外部認証システムによる認証の設定
DCV は外部認証システムを使用するように設定できます。このプロセスとその要件の詳細については、を
参照してください外部認証を使用する (p. 102)。

NICE DCV 認可の設定
認可は、特定の NICE DCV 機能に対して、NICE DCV クライアントのアクセス許可を付与する場合や拒否
する場合に使用されます。NICE DCV では、認可はアクセス許可ファイルを使用して設定されます。アク
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セス許可ファイルは、セッションに接続するときに特定のユーザーが利用できる特定の NICE DCV 機能を
定義するものです。

NICE DCV では、次の 2 種類のアクセス許可ファイルがサポートされています。

トピック
• デフォルトのアクセス許可ファイル (p. 79)
• カスタムアクセス許可ファイル (p. 79)
• アクセス許可ファイルでの作業 (p. 79)

デフォルトのアクセス許可ファイル
セッションの作成時にカスタムアクセス許可ファイルを指定しない場合、デフォルトのアクセス許可ファ
イルはすべてのセッションに使用されます。デフォルトのアクセス許可ファイルは、セッション所有者の
みに、すべての機能へのフルアクセスを許可します。

デフォルトのアクセス許可ファイルをカスタマイズして、カスタム承認を含めることができます。デフォ
ルトのアクセス許可ファイルは、Windows NICE DCV サーバー上の C:\Program Files\NICE\DCV
\Server\conf\default.perm、および Linux NICE DCV サーバー上の /etc/dcv/default.perm に
あります。

デフォルトのアクセス許可ファイルのカスタマイズについては、「アクセス許可ファイルでの作
業 (p. 79)」を参照してください。

カスタムアクセス許可ファイル
カスタムアクセス許可ファイルを使用すると、特定のユーザーまたはグループが NICE DCV セッションに
接続するときにアクセスする機能を明示的に定義できます。カスタムアクセス許可ファイルを使用する場
合、デフォルトのアクセス許可ファイルを上書きします。

カスタムアクセス許可ファイルを使用するには、まずアクセス許可ファイルを作成する必要があります。
次に、dcv create-session コマンドで --permissions-file オプションを使用してセッションを開
始するときに指定します。セッション開始の詳細については、「NICE DCV セッションの開始 (p. 86)」
を参照してください。

カスタムアクセス許可ファイルの作成については、「アクセス許可ファイルでの作業 (p. 79)」を参照し
てください。

アクセス許可ファイルでの作業
カスタムアクセス許可ファイルを作成したり、任意のテキストエディタを使用して既存のアクセス許可
ファイルを更新することができます。アクセス許可ファイルは、通常、次の形式になります。

#import file_to_import

[groups]
group_definitions
    
[aliases]
alias_definitions
    
[permissions]
user_permissions
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次のセクションでは、アクセス許可ファイルを更新または作成するときにセクションを設定する方法を説
明します。

目次
• アクセス許可ファイルをインポートする (p. 80)
• グループを作成する (p. 80)
• エイリアスを作成する (p. 81)
• アクセス許可を追加する (p. 82)

アクセス許可ファイルをインポートする
imports セクションは一般的に、アクセス許可ファイルの最初のセクションです。このセクションでは、
既存のアクセス許可ファイルを参照したり含めたりすることができます。これにより、以前に定義された 
NICE DCV アクセス許可をアクセス許可ファイルに組み込むことができます。

アクセス許可ファイルには複数のインポートを含めることができます。インポートされたアクセス許可
ファイルは、他のアクセス許可ファイルをインポートする場合があります。

アクセス許可ファイルをユーザーのアクセス許可ファイルにインポートするには

• #import ステートメントを使用して、絶対パスまたは相対パスでファイルの場所を指定します。

• Windows NICE DCV サーバー:

#import ..\file_path\file

• Linux NICE DCV サーバー:

#import ../file_path/file

例

次のステートメントでは、絶対パスを使用して dcv-permissions.file という名前のアクセス許可ファ
イルをインポートします。これは Windows NICE DCV サーバーの NICE DCV インストールフォルダ内に
あります。

#import c:\Program Files\NICE\DCV\dcv-permissions.file

グループを作成する
アクセス許可ファイルの [groups] セクションを使えば、類似するユースケースやアクセス許可要件を持
つユーザーのためにユーザーグループを定義することができます。グループには特定のアクセス許可が割
り当てられます。グループに割り当てられたアクセス許可は、グループに含まれるすべてのユーザーに適
用されます。

アクセス許可ファイルでグループを作成するには、まずファイルにグループのセクション見出しを追加し
ます。

[groups]

次に、セクション見出しの下にグループを作成することができます。グループを作成するには、グループ
名を指定してから、カンマ区切りリストでグループメンバーを指定します。グループメンバーは、個々の
ユーザー、他のグループ、およびオペレーティングシステムのユーザーグループです。
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group_name=member_1, member_2, member_3

ユーザーをグループに追加するには

ユーザー名を指定します。

Note

ユーザー名の先頭を user: で始めます。Windows ドメインユーザー名にドメイン名を含めるこ
とができます。

group_name=user_1, user:user_2, domain_name\user_3

既存のグループをグループに追加するには

先頭が group: で始まるグループ名を指定します。

group_name=group:group_1, group:group_2

オペレーティングシステムユーザーグループをグループに追加する方法 (Linux NICE DCV サーバーのみ)

先頭が osgroup: で始まるグループの名前を指定します。

group_name=osgroup:os_group_1, osgroup:os_group2

例

次の例では、groups セクション見出しを追加して、my-group という名前のグループを作成します。この
グループには個々のユーザーが含まれます。これらには john と jane という名前が付けられています。1 
つはobservers という名前の既存のグループです。もう 1 つは、guests という名前のオペレーティン
グシステムユーザーグループです。

[groups]
my-group=john, user:jane, group:observers, osgroup:guests

エイリアスを作成する
アクセス許可ファイルの [aliases] セクションでは、NICE DCV 機能のセットを作成することができま
す。エイリアスが定義されると、エイリアスを使用するアクセス許可をグループまたは個々のユーザーに
付与もしくは拒否することができます。アクセス許可の付与または拒否により、エイリアスに含まれてい
るすべての機能に対するアクセス許可が付与、または拒否されます。

アクセス許可ファイルでエイリアスを作成するには、まずファイルにエイリアスのセクション見出しを追
加します。

[aliases]

その後、セクション見出しの下にエイリアスを作成することができます。新しいエイリアスを作成するに
は、エイリアス名を指定してから、カンマ区切りリストでエイリアスメンバーを指定します。エイリアス
メンバーは、個々の NICE DCV 機能やその他のエイリアスです。

alias_name=member_1, member_2, member_3

例
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次の例では、aliases セクション見出しを追加して、file-management という名前のエイリアスを作成
します。これには、file-upload 機能、file-download 機能、および、clipboard-management と
いう名前の既存のエイリアスが含まれます。

[aliases]
file-management=file-upload, file-download, clipboard-management

アクセス許可を追加する
アクセス許可ファイルの [permissions] セクションでは、特定の機能やエイリアスへの、ユーザーおよ
びグループアクセスを制御することができます。

ユーザーのアクセス許可ファイルにアクセス許可を追加するには、まずファイルにアクセス許可のセク
ション見出しを追加します。

[permissions]

その後、セクション見出しの下にアクセス許可を追加することができます。アクセス許可を追加するに
は、制御するアクター、適用されるルール、および許可を適用する機能を指定します。

actor rule features

アクターは、ユーザー、グループ、またはオペレーティングシステムグループのいずれかになります。グ
ループにはプレフィックス group: を付ける必要があります。オペレーティングシステムグループには
osgroup: をプレフィックスとして付ける必要があります。NICE DCV には、セッション所有者の参照に
使用される組み込み %owner% リファレンスが含まれています。これは、任意のユーザーの参照に使用で
きる組み込み %any% リファレンスを参照する場合にも使用できます。

以下のルールは、アクセス許可ステートメントで使用できます。

• allow — 機能へのアクセスを許可します。
• disallow — 機能へのアクセスを拒否しますが、後からアクセス許可で上書きできます。
• deny — 機能へのアクセスを拒否します。後からアクセス許可で上書きすることはできません。

機能には、個々の NICE DCV 機能、エイリアス、または両方の組み合わせが含まれる場合があります。機
能のリストはスペースで区切る必要があります。NICE DCV には、すべての NICE DCV 機能を含む組み込
み builtin エイリアスが含まれます。

アクセス許可ファイルでは、以下の機能を参照できます。

• audio-in — NICE DCV サーバー にクライアントからオーディオを入力します。
• audio-out — クライアントで NICE DCV サーバー オーディオを再生します。
• builtin — すべての機能です。
• clipboard-copy — NICE DCV サーバー からクライアントクリップボードにデータをコピーします。
• clipboard-paste — クライアントクリップボードのデータを NICE DCV サーバー に貼り付けます。
• display — NICE DCV サーバー からビジュアルデータを受信します。
• extensions-client— インストール済みの拡張機能を NICE DCV クライアントで起動できます。
• extensions-server— NICE DCV サーバーでインストールされている拡張を起動できます。
• file-download — セッションストレージからファイルをダウンロードします。
• file-upload — セッションストレージにファイルをアップロードします。
• gamepad— セッションでクライアントコンピュータに接続されているゲームパッドを使用します。バー

ジョン NICE DCV 2022.0 以降でサポートされています。
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• keyboard — NICE DCV サーバー にキーボードから入力します。
• keyboard-sas — セキュアアテンションシーケンス (Ctrl+Alt+Del) を使用します。keyboard 機能が必

要です。NICE DCV 2017.3 以降のバージョンでサポートされています。
• mouse — NICE DCV サーバー にクライアントポインタから入力します。
• pointer — NICE DCV サーバーのマウス位置イベントとポインタの形状を表示します。NICE DCV 

2017.3 以降のバージョンでサポートされています。
• printer — NICE DCV サーバーからクライアントに対して PDF ファイルまたは XPS ファイルを作成

します。
• screenshot — リモートデスクトップのスクリーンショットを保存します。バージョン NICE DCV 

2021.2 以降でサポートされています。

screenshot 認可を外す際に clipboard-copy アクセス許可を無効にすることをお勧めしました。
これにより、ユーザーがサーバーのクリップボードでスクリーンショットをキャプチャしてクライアン
トに貼り付けることができなくなります。screenshot 認可が拒否された場合、Windows と macOS 
は、外部ツールを使ったクライアントのスクリーンショットのキャプチャも実行できなくなります。例
えば、NICE DCV クライアントウィンドウで Windows Snipping Tool を使用すると、黒いイメージにな
ります。

• smartcard — クライアントからスマートカードを読み込みます。
• stylus — 特殊な USB デバイス (例: 3D ポインティングデバイス、グラフィックタブレット) から入力

します。
• touch — ネイティブタッチイベントを使用します。バージョン DCV 2017.3 以降でサポートされていま

す。
• unsupervised-access— コラボレーションセッションでのユーザーへの所有者なしアクセスを設定

する場合に使用します。
• usb — クライアントから USB デバイスを使用します。
• webcam — セッションでクライアントコンピュータに接続されているウェブカメラを使用します。バー

ジョン NICE DCV 2021.0 以降でサポートされています。

例

次の例では、アクセス許可のセクション見出しを追加して、4 つのアクセス許可を追加します。最初の
アクセス許可は、ユーザーに john、display、および file-upload 機能への file-download と
いう名前のアクセスを付与します。2 番目のアクセス許可は、audio-in 機能および audio-out 機
能、clipboard-management 機能エイリアスへの observers グループアクセスを拒否します。3 番
目のアクセス許可は、guests オペレーティングシステムグループに clipboard-management および
file-management エイリアスへのアクセスを付与します。4 番目のアクセス許可は、セッション所有者
にすべての機能へのアクセスを付与します。

[permissions]
john allow display file-upload file-download    
group:observers deny audio-in audio-out clipboard-management
osgroup:guests allow clipboard-management file-management
%owner% allow builtin
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NICE DCV セッションの管理
クライアントを NICE DCV セッションに接続できるようにするには、NICE DCV サーバーでセッション
を作成する必要があります。アクティブなセッションがある場合にのみ、クライアントを NICE DCV サー
バーに接続できます。

各 NICE DCV セッション には次の属性があります。

• セッション ID — NICE DCV サーバーで特定のセッションを識別するために使用します。
• 所有者 — セッションを作成した NICE DCV ユーザー。デフォルトでは、所有者のみがセッションに接

続できます。

セッションに接続するのに、NICE DCV クライアントはこの情報を必要とします。

トピック
• NICE DCV セッションの概要。 (p. 84)
• コマンドラインツールを使用した NICE DCV セッションの管理 (p. 85)
• NICE DCV セッションの開始 (p. 86)
• NICE DCV セッションの停止 (p. 91)
• 実行中の NICE DCV セッションの管理 (p. 92)
• セッションのタイムゾーンの管理 (p. 97)
• NICE DCV セッションの表示 (p. 98)
• NICE DCV セッションのスクリーンショットの取得 (p. 100)

NICE DCV セッションの概要。
NICE DCV には、コンソールセッションと仮想セッションの 2 種類のセッションがあります。次の表はこ
れら 2 種類のセッションの違いをまとめたものです。

セッ
ション
タイプ

サポート 複数のセッション 必要なアクセス許
可

直接画面キャプ
チャー

GPU 
加速 
OpenGL 
サポー
ト

コン
ソール

Linux と Windows 
の NICE DCV サー
バー

不可。各サーバー
で許容されるコン
ソールセッション
は 1 つのみ

セッションの開始
と終了を実行で
きるのは管理ユー
ザーのみ

可 可。追
加ソフ
トウェ
アなし

仮想 Linux NICE DCV 
サーバーのみ

可。1 つのサー
バーで複数の仮想
セッションが許容
される

すべてのユーザー
がセッションの開
始と終了を実行で
きる

不可。各仮想セッ
ションに対して
専用の X サーバ 
(Xdcv) が実行さ
れる。X サーバー
から画面がキャプ
チャーされる。

可。た
だし 
DCV-
GL パッ
ケージ
が必要
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Note

同一の NICE DCV サーバーにおいて、コンソールセッションと仮想セッションを同時に実行する
ことはできません。

コンソールセッション
コンソールセッションは、Windows および Linux NICE DCV サーバーでサポートされています。Windows 
NICE DCV サーバーを使用している場合は、コンソールセッションしか使用できません。

NICE DCV サーバー で一度にホストできるコンソールセッションは 1 つのみです。コンソールセッション
は、Windows NICE DCV サーバーの管理者および Linux NICE DCV サーバーのルートユーザーによって作
成および管理されます。

コンソールセッションでは、NICE DCV によりデスクトップ画面のコンテンツが直接キャプチャーされま
す。サーバーが GPU で設定されている場合、NICE DCV コンソールセッションは GPU に直接アクセスし
ます。

仮想セッション
仮想セッションは、Linux NICE DCV サーバーでのみサポートされます。

同一の NICE DCV サーバーにおいて、複数の仮想セッションを同時にホストすることができます。仮想
セッションの作成と管理は NICE DCV ユーザーが行います。NICE DCV ユーザーは、自分が作成したセッ
ションしか管理できません。ルートユーザーは NICE DCV サーバー で現在実行されているすべての仮想
セッションを管理できます。

仮想セッションの場合、NICE DCV では、X サーバーインスタンス Xdcv が起動され、X サーバ内でデス
クトップ環境が実行されます。NICE DCV により、仮想セッションごとに新しい専用 X サーバーインスタ
ンスが起動されます。各仮想セッションは、X サーバーインスタンスによって提供される表示を使用しま
す。

Note

NICE DCVXdcv では各仮想セッションが独立して表示されますが、ユーザーのホームフォルダー
内のファイル、D-Bus サービス、デバイスなど、他の多くのシステムリソースはユーザーごとに
表示されるため、同じユーザーが複数の仮想セッションで共有およびアクセスできます。
共有リソースに関する懸念を軽減するためにオペレーティングシステムを設定していない限り、
同じユーザーに対して同じ NICE DCV サーバー上で複数の仮想セッションを同時に実行しないで
ください。

dcv-gl パッケージがインストールされており、ライセンスを取得している場合、NICE DCV 仮想セッ
ションにおいてサーバーの GPU へのアクセス権が共有されます。複数の仮想セッション間でハードウェ
アベースの OpenGL を共有するには、dcv-gl.conf ファイルを設定して、仮想 X サーバーインスタンス
を GPU に接続する必要があります。

コマンドラインツールを使用した NICE DCV セッ
ションの管理

NICE DCV サーバーには、NICE DCV セッションの開始、停止、表示に使用できるコマンドラインツール
が含まれています。
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Windows NICE DCV サーバーでのコマンドライン
ツールの使用
Windows NICE DCV サーバーでコマンドラインツールを使用するには、NICE DCV インストールディレク
トリからコマンドを実行するか、または NICE DCV ディレクトリを PATH 環境変数に追加する必要があり
ます。NICE DCV ディレクトリを PATH 環境変数に追加すると、任意のディレクトリからコマンドを使用
できます。

NICE DCV インストールディレクトリからコマンドラインツールを使用するには

dcv.exe ファイルがあるフォルダ (デフォルトで C:\Program Files\NICE\DCV\Server\bin\) に移
動し、コマンドプロンプトウィンドウを開きます。

または、別のディレクトリからコマンドを実行するときにフルパスを指定することもできます。

C:\> "C:\Program Files\NICE\DCV\Server\bin\dcv.exe" list-sessions

NICE DCV ディレクトリを PATH 環境変数に追加するには

1. ファイルエクスプローラーで、[この PC] を右クリックし、[プロパティ]を選択します。
2. [システムの詳細設定] を選択します。
3. [Advanced] (詳細設定) タブで、[Environment Variables] (環境変数) を選択します。
4. [システム環境変数] セクションで、[Path] 変数を選択し、[編集]] を選択します。
5. [New] (新規) を選択し、NICE DCV インストールディレクトリ内の bin フォルダへのフルパス (例: C:

\Program Files\NICE\DCV\Server\bin\) を指定します。
6. [OK] を選択し、環境変数ウィンドウを閉じます。

Linux NICE DCV サーバーでのコマンドラインツール
の使用
Linux NICE DCV サーバーでは、コマンドラインツールは、$PATH 環境変数で自動的に設定されます。こ
のツールは任意のフォルダから使用できます。ターミナルウィンドウを開き、実行するコマンドを入力し
ます。

NICE DCV セッションの開始
デフォルトを使用して Windows NICE DCV サーバーをインストールすると、サーバーのインストール後
にコンソールセッションが自動的に作成され (p. 85) (p. 8)、アクティブになります。デフォルトのコン
ソールセッションは Administrator によって所有されており、デフォルトのセッション ID は console
です。このセッションを使用することも、セッションを閉じて新しいセッションを作成することもできま
す (p. 91)。

NICE DCV サーバーのインストール時に自動コンソールセッションの無効化を選んだ場合は、手動でセッ
ションを作成する必要があります。NICE DCV サーバーのインストール後はいつでも、コンソールセッ
ションの自動化を有効または無効にすることができます (p. 90)。

Note

Linux NICE DCV サーバーでは、インストール後にデフォルトのコンソールセッションが取得さ
れません。
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オンプレミスまたは代替のクラウドベースサーバーでフローティングライセンスを使用していて、ライセ
ンスでサポートされている同時セッションの最大数を超えたとします。その場合は no licenses エラー
が発生する可能性があります。このエラーが発生した場合は、未使用のセッションを停止してライセンス
をリリースしてから再試行してください。

セッションを開始するには、NICE DCV サーバー を実行している必要があります。詳細については、
「NICE DCV サーバーの起動 (p. 52)」を参照してください。

トピック
• コンソールセッションおよび仮想セッションの手動開始 (p. 87)
• 自動コンソールセッションの有効化 (p. 90)

コンソールセッションおよび仮想セッションの手動開
始
NICE DCV セッションはいつでも開始することができます。一度に 1 つのコンソールセッションしか実行
できません。Linux NICE DCV サーバーを使用している場合は、複数の仮想セッションを同時に実行でき
ます。

特に Windows NICE DCV サーバーを使用している場合は、dcv list-sessionsセッションを作成する
前に実行することをお勧めします。

Windows または Linux の NICE DCV サーバーでコンソールまたは仮想セッションを作成するには、dcv 
create-session コマンドを使用します。

トピック
• 構文 (p. 87)
• オプション (p. 88)
• 例 (p. 89)

構文
セッションを開始するコマンドの最低限の構文は以下のとおりです。

dcv create-session session_ID

すべてのオプションを含む完全な構文は次のとおりです。

dcv create-session \ 
    --type console|virtual \ 
    --name session_name \ 
    --user username \ 
    --owner owner_name \ 
    --permissions-file /path_to/permissions_file \ 
    --storage-root /path_to/storage_directory \ 
    --gl on|off \ 
    --max-concurrent-clients number_of_clients \ 
    --init /path_to/init_script \ 
     session_ID

Note

\この記号は、コマンドを複数行に分割する構文を表します。

dcv create-session --helpを使用して構文のクイックリファレンスを表示することもできます。
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オプション
以下のオプションは dcv create-session コマンドで使用できます。

--type

このオプションは、Linux NICE DCV サーバーでのみサポートされます。作成されるセッションのタ
イプを指定します。console または virtual のいずれかになります。

タイプ: 文字列

許可される値: console | virtual

必須: いいえ
--name

セッションの名前を指定します。セッション名は、最大 256 文字までの任意の文字列とします。文字
列が 256 文字を超えると、コマンドは失敗します。セッション名は、実行中のセッション間で一意で
ある必要はありません。

セッション名は dcv set-name コマンドを使用していつでも変更できます。詳細については、
「セッション名の管理 (p. 96)」を参照してください。

型: 文字列

必須: はい
--user

このオプションは Linux NICE DCV セッションの仮想セッションでのみサポートされています。この
値は、セッションの作成に使用されるユーザーです。ルートユーザーのみが他のユーザーを偽装でき
ます。

型: 文字列

必須: いいえ
--owner

セッションの所有者を指定します。省略した場合、デフォルトは現在サインインしているユーザーで
す。

型: 文字列

必須: いいえ
--permissions-file

カスタムアクセス権限ファイルへのパスを指定します。省略した場合、デフォルトはサーバーのデ
フォルトです。

型: 文字列

必須: いいえ
--storage-root

セッションストレージに使用されるフォルダのパスを指定します。

%home% を使用して、現在サインインしているユーザーのホームディレクトリを指定できます。
たとえば、以下では、セッションストレージのディレクトリを Windows サーバーで c:\Users
\username\storage\、または Linux サーバーで $HOME/storage/ に設定します。

--storage-root %home%/storage/
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Note

指定したサブディレクトリが存在しない場合、セッションストレージは無効になります。

型: 文字列

必須: いいえ
--gl

このオプションは Linux NICE DCV セッションの仮想セッションでのみサポートされています。デ
フォルトの dcv-gl 状態をオーバーライドします。on または off のいずれかになります。

タイプ: 文字列

許可される値: on | off

必須: いいえ
--max-concurrent-clients

セッションへの接続が許可されている NICE DCV クライアントの最大数を指定します。省略した場
合、デフォルトは無制限の接続です。

タイプ: 整数

必須: いいえ
--init

このオプションは Linux NICE DCV サーバーの仮想セッションでのみサポートされています。カスタ
ム init スクリプトへのパスを指定します。このスクリプトを使用して特定のデスクトップ環境を起
動し、セッションの開始時に特定のアプリケーションを自動的に起動することができます。スクリプ
トは実行可能である必要があります。省略した場合、デフォルトはデフォルトのデスクトップ環境を
起動するスクリプトです。

型: 文字列

必須: いいえ
session ID

コマンドの最後にセッションの ID を指定します。

型: 文字列

必須: はい

例
例 1 - コンソールセッション

以下のコマンドにより、dcv-userが所有する console セッションが作成されます。セッション ID は一意
のセッション ID でmy-session、セッション名は 1my graphics session です。perm-file.txt と
いう名前のアクセス許可ファイルも指定されます。

• Windows NICE DCV サーバー

C:\> dcv create-session^ 
    --owner dcv-user^ 
    --name "my graphics session"^ 
    --permissions-file perm-file.txt^ 
     my-session
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• Linux NICE DCV サーバー

$ sudo dcv create-session \ 
    --type=console \ 
    --owner dcv-user \ 
    --name "my graphics session" \ 
    --permissions-file perm-file.txt \ 
     my-session

例 2 - 仮想セッション (Linux NICE DCV サーバーのみ)

以下のコマンドは、root ユーザーを使用して目的のセッション所有者になりすまして仮想セッションを
作成しますdcv-user。セッションは rootdcv-user ユーザーによって作成されたものの、所有者はセッ
ションです

$ sudo dcv create-session \ 
    --owner dcv-user \ 
    --user dcv-user \ 
     my-session

例 3 - 仮想セッション (Linux NICE DCV サーバーのみ)

次のコマンドは、作成したユーザーが所有する仮想セッションを作成します。

$ dcv create-session my-session

自動コンソールセッションの有効化
自動コンソールセッションを有効にすると、NICE DCV サーバーが起動するたびに、コンソールセッショ
ンが自動的に作成されます。自動コンソールセッションは、owner 設定パラメータで指定された NICE 
DCV ユーザーによって所有されています。そのセッション ID は常に console です。

自動コンソールセッションに影響するパラメータには他にも、max-concurrent-
clients、permissions-file、および storage-root があります。これらのパラメータの詳細につい
ては、session-management/automatic-console-session パラメータ (p. 141)を参照してくださ
い。

Note

NICE DCV では自動仮想セッションがサポートされません。

Windows NICE DCV server

Windows NICE DCV サーバーで自動コンソールセッションを有効にするには

1. Windows レジストリエディタを開きます。
2. HKEY_USERS/S-1-5-18/Software/GSettings/com/nicesoftware/dcv/session-management キーに

移動します。
3. create-session パラメータの作成

a. ナビゲーションペインで、[session-management] キーのコンテキスト (右クリック) メニュー
を開き、[New] (新規)、[DWORD (32-bit) Value] (DWORD (32 ビット) 値) の順に選択しま
す。

b. [名前] に create-session と入力し、[Enter] を押します。
c. [create-session] パラメータを開きます。[値のデータ] に 1 と入力し、[OK] を選択します。
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4. HKEY_USERS/S-1-5-18/Software/GSettings/com/nicesoftware/dcv/session-management/
automatic-console-session キーに移動します。

5. owner パラメータの作成

a. ナビゲーションペインで、automatic-console-sessionキーのコンテキスト (右クリック) メ
ニューを開き、[New]、[String Value] を選択します。

b. [名前] に owner と入力し、[Enter] を押します。
c. [owner] パラメータを開きます。[値のデータ] にセッションの所有者名を入力し、[OK] を選

択します。
6. [OK] を選択して Windows レジストリエディタを閉じます。
7. NICE DCV サーバーを停止 (p. 53)して再起動 (p. 52)します。

Linux NICE DCV server

Linux NICE DCV サーバー で自動コンソールセッションを有効にするには

1. /etc/dcv/ に移動し、任意のテキストエディタで dcv.conf を開きます。
2. 次の形式を使用して、create-session および owner パラメータを [session-management/

automatic-console-session] セクションに追加します。

[session-management]
create-session = true

[session-management/automatic-console-session]
owner="session-owner" 
      

3. ファイルを保存して閉じます。
4. NICE DCV サーバーを停止 (p. 53)して再起動 (p. 52)します。

NICE DCV セッションの停止
コンソールセッションを停止できるのは、Windows NICE DCVサーバーでは管理者、Linux NICE DCV 
サーバーではルートユーザーだけです。Linux NICE DCV サーバーの仮想セッションは、ルートユー
ザー、またはこのセッションを作成した NICE DCV ユーザーのみが停止できます。

Note

セッションを停止すると、そのセッションで実行されているすべてのアプリケーションが閉じま
す。

Windows または Linux の NICE DCV サーバーでコンソールセッションや仮想セッションを停止するに
は、dcv close-session コマンドを使用して一意のセッション ID を指定します。

トピック
• 構文 (p. 91)
• 例 (p. 92)

構文
dcv close-session session-id
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例
例えば、次のコマンドでは一意の ID my-session を使用してセッションが停止されます。

dcv close-session my-session

実行中の NICE DCV セッションの管理
次のセクションでは、実行中の NICE DCV セッションの管理について説明します。

トピック
• NICE DCV セッションストレージの管理 (p. 92)
• NICE DCV セッション認可の管理 (p. 93)
• NICE DCV セッション表示レイアウトの管理 (p. 94)
• セッション名の管理 (p. 96)

NICE DCV セッションストレージの管理
セッションストレージは NICE DCV サーバーにあるディレクトリで、NICE DCV セッションに接続されて
いるクライアントによるアクセスが可能です。

NICE DCV サーバーでセッションストレージが有効になっている場合、dcv set-storage-root コマン
ドを使用して、セッションストレージに使用するディレクトリを指定できます。NICE DCV サーバーでの
セッションストレージの有効化の詳細については、「セッションストレージの有効化 (p. 67)」を参照して
ください。

セッションストレージパスを設定するには、dcv set-storage-root コマンドを使用して、セッション 
ID と、使用するディレクトリへのパスを指定します。

トピック
• 構文 (p. 92)
• オプション (p. 92)
• 例 (p. 93)

構文

dcv set-storage-root --session session_id /path_to/directory

ディレクトリパスについては、%home% を使用して、現在サインインしているユーザーのホームディ
レクトリを指定できます。たとえば、%home%/storage/ パスは Windows サーバーで c:\Users
\username\storage\ に解決されます。Linux サーバでは $HOME/storage/ に解決されます。

オプション
以下のオプションは dcv set-storage-root コマンドで使用できます。

--session

ストレージディレクトリを指定するセッション ID。
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型: 文字列

必須: はい

例
Windows NICE DCV サーバーの例

次の例では、セッション ID が my-session であるセッションのストレージパスを c:\session-
storage に設定します。

C:\> dcv set-storage-root --session my-session c:\session-storage

Linux NICE DCV サーバーの例

次の例では、セッション ID が my-session であるセッションの場合、現在のユーザーのホームディレク
トリにある session-storage という名前のディレクトリへのストレージパスをに設定します。

$ dcv set-storage-root --session my-session %home%/session-storage/

NICE DCV セッション認可の管理
認可は、特定の NICE DCV 機能に対して、NICE DCV クライアントのアクセス許可を付与する場合や拒
否する場合に使用されます。通常、認可は NICE DCV セッションの起動時に設定されます。ただし、実行
中のセッションのアクセス許可を編集することはできます。NICE DCV 認可の詳細については、「NICE 
DCV 認可の設定 (p. 78)」を参照してください。

実行中のセッションのアクセス許可に変更を加えるには、dcv set-permissions コマンドを使用しま
す。

トピック
• 構文 (p. 93)
• オプション (p. 93)
• 例 (p. 94)

構文
dcv set-permissions --session session-id --none | --reset-builtin | --file /path_to/
permissions_file

--none、--reset-builtin、--file のいずれかを指定する必要があります。

オプション
以下のオプションは dcv set-permissions コマンドで使用できます。

--session

アクセス許可を設定するセッションの ID を指定します。
--reset-builtin

セッションのアクセス許可をデフォルトのセッションアクセス許可にリセットします。デフォルトの
アクセス許可では、セッション所有者のみにすべての機能へのフルアクセス権を付与します。
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--none

セッションのすべてのアクセス許可を取り消します。
--file

カスタムアクセス許可ファイルへのパスを指定します。指定したファイルが空の場合、すべてのアク
セス許可が取り消されます。カスタムアクセス許可ファイルの作成の詳細については、「アクセス許
可ファイルでの作業 (p. 79)」を参照してください。

例
例 1 — すべてのアクセス許可の取り消し

次の例では、ID が my-session であるセッションのすべてのクライアントアクセス許可を取り消しま
す。

C:\> dcv set-permissions --session my-session --none

例 2 — カスタムアクセス許可の指定

次の例では、ID が my-session であるセッションに対して、perm-file.txt という名前のカスタムア
クセス許可ファイルを指定します。この ファイルは c:\dcv\ ディレクトリにあります。

C:\> dcv set-permissions --session my-session --file c:\dcv\perm-file.txt

例 3 - アクセス許可のリセット

次の例では、ID が my-session であるセッションのアクセス許可をデフォルトにリセットします。

C:\> dcv set-permissions --session my-session --reset-builtin

NICE DCV セッション表示レイアウトの管理
実行中の NICE DCV セッションの表示レイアウトを設定できます。この表示レイアウトは、クライアント
がセッションに接続するときに使用されるデフォルト設定を指定します。ただし、クライアントは、NICE 
DCV クライアント設定またはオペレーティングシステムのネイティブ表示設定を使用して、手動でレイア
ウトを上書きできます。

ホストサーバーのハードウェアとソフトウェアの設定において、指定された解像度または画面数がサポー
トされていない場合、NICE DCV サーバーでは指定された表示レイアウトが適用されません。

トピック
• 表示レイアウトの制限 (p. 94)
• 表示レイアウトを指定する (p. 95)
• 表示レイアウトの表示 (p. 96)

表示レイアウトの制限
指定した範囲外の表示レイアウトをクライアントがリクエストしないように NICE DCV サーバーを設定で
きます。表示レイアウトの変更を制限するには、次の NICE DCV サーバーパラメータを設定します。

• enable-client-resize (p. 122) — クライアントが表示レイアウトを変更できないようにするに
は、このパラメータを false に設定します。
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• min-head-resolution (p. 125) および max-head-resolution (p. 124) — 許容される最小解像
度と最大解像度をそれぞれ指定します。

• web-client-max-head-resolution (p. 126) — ウェブブラウザクライアントの最大許容解像度を
指定します。max-head-resolution 制限は、web-client-max-head-resolution 制限の上に適
用されます。デフォルトでは、ウェブブラウザクライアントの最大解像度は 1920x1080 です。より高い
解像度を指定すると、ウェブブラウザとクライアントコンピュータの仕様によっては、パフォーマンス
の問題が発生する可能性があります。

• max-num-heads (p. 124) - 最大表示数を指定します。
• max-layout-area (p. 124) - 画面領域に許可される最大ピクセル数を指定します。総画面面積 (ピ

クセル) が指定された値を超えているリクエストは無視されます。

これらのパラメータの詳細については、パラメータリファレンスの「display パラメータ (p. 122)」を
参照してください。

表示レイアウトを指定する
実行中の NICE DCV セッションの表示レイアウトを設定するには

dcv set-display-layout コマンドを使用して、表示レイアウトと表示レイアウト記述子を設定する
セッションを指定します。

dcv set-display-layout --session session-id display-layout-descriptor

表示レイアウト記述子は、表示の数と、各表示の解像度と位置オフセットを指定します。説明は、次の形
式で指定する必要があります。

widthxheight+|-x-position-offset+|-y-position-offset

複数の画面を指定する場合は、画面記述子をカンマで区切ります。画面位置のオフセットは、画面 1 に対
する画面の左上隅の位置を指定します。画面の位置オフセットを指定しない場合、デフォルトは x=0 およ
び y=0 です。

Important

複数の画面を指定する場合は、画面の重なりを避けるために、各画面の位置オフセットを適切に
設定してください。

たとえば、次の表示レイアウト記述子は 2 つの画面を指定します。

• 画面 1: 解像度 1920x1080、オフセット x=0、y=0
• 画面 2: 解像度 800x600、オフセット x=1920、y=0、画面 1の右側に表示されます。

1920x1080+0+0,800x600+1920+0

次の表示レイアウト記述子は、3 つの画面を指定します。
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• 画面 1: 解像度 1920x1080、オフセット x=0、y=0
• 画面 2: 解像度 1920x1080、オフセット x=1920、y=0、画面 1 の右側に表示されます。
• 画面 3: 解像度 1024x768、オフセット x=-1024、y=0、画面 1 の左側に表示されます。

1920x1080+0+0,1920x1080+1920+0,1024x768-1024+0

表示レイアウトの表示
セッションの表示レイアウトを表示するには

dcv describe-session コマンドを使用して、出力の display layout 要素を確認します。詳細につ
いては、「NICE DCV セッションの表示 (p. 98)」を参照してください。

セッション名の管理
実行中のセッションの名前は、いつでも変更できます。特定のセッション名を使用すれば、その名前に基
づいてセッションをすばやく識別できます。セッション名は、実行中のセッション間で一意である必要は
ありません。

実行中のセッションの名前を変更するには、dcv set-name コマンドを使用します。

トピック
• 構文 (p. 96)
• オプション (p. 96)
• 例 (p. 92)

構文

$ dcv set-name --session session_id --none |--name "session-name"

--name または --none のどちらかを指定する必要があります。

オプション
以下のオプションは dset-name コマンドで使用できます。

--session

名前を設定するセッションの ID。

型: 文字列

必須: はい
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--name

セッションに割り当てる名前。セッションに名前を割り当てる場合にのみ、このオプションを指定し
ます。名前を削除する場合は、このパラメータを省略します。セッション名の長さは 256 文字以下に
してください。パスワードには、文字、数字、特殊文字を使用できます。指定した文字列が 256 文字
を超えると、コマンドは失敗します。

型: 文字列

必須: いいえ
--none

セッションから既存の名前を削除するには、このパラメータを指定します。セッション名を削除しな
い場合は、このオプションを省略します。

必須: いいえ

例
例 1 - セッション名の変更

次の例では、ID が my-session であるセッションの名前を my graphics session に設定します。

$ dcv set-name --session my-session --name "my graphics sessions"

例 2 - セッション名の削除

次の例では、ID が my-session であるセッションの名前を削除します。

$ dcv set-name --session my-session --none

セッションのタイムゾーンの管理
DCVを使用すると、セッションの所有者とユーザーは、DCVサーバーの場所または現在の場所のいずれか
を反映するようにセッションのタイムゾーンを設定できます。

タイムゾーンのリダイレクトの自動化を有効化

この機能は、特定のセッションのすべてのユーザーに対して有効または無効にできます。

1. enable-timezone-redirection (p. 132)パラメータを次のいずれかの値に変更します。

• always-on: タイムゾーンリダイレクトは常に有効になっています。

この機能がオンになり、セッションにはクライアントのタイムゾーン情報が表示されます。ユー
ザーはこの機能をオフにすることはできません。

• always-off: タイムゾーンリダイレクトは常に無効です。

この機能はオフになり、セッションには独自のタイムゾーン情報が表示されます。ユーザーは、機
能を有効にすることができなくなります。

• client-decides: タイムゾーンのリダイレクトはデフォルトで有効になっています。

セッションではこの機能が有効になり、クライアントのタイムゾーンが表示されます。ユーザーは
これを無効にして、サーバーのタイムゾーンを表示できます。
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Note

この設定は標準のデフォルト設定です。

Note

セッション内の個々のユーザーのみがこの機能を使用する必要がある場合は、まずすべての
ユーザーに対して一元化されたパラメータを設定してから、でカスタム権限ファイルを作成
して個々の権限を個別に調整する必要がありますアクセス許可を追加する (p. 82)。

2. 変更内容を表示するには、影響を受けたセッションをすべて再起動します。

NICE DCV セッションの表示
Windows NICE DCV サーバーの管理者または Linux NICE DCV サーバーのルートユーザーは、サーバーで
実行されているすべてのアクティブなセッションを表示できます。NICE DCV ユーザーは、自分が作成し
たセッションのみ表示できます。

トピック
• すべてのアクティブなセッションを一覧表示する (p. 98)
• 特定のセッションに関する情報を表示する (p. 98)

すべてのアクティブなセッションを一覧表示する
Windows または Linux の NICE DCV サーバーでアクティブなコンソールまたは仮想セッションを一覧表示
するには、dcv list-sessions コマンドを使用します。

トピック
• 構文 (p. 98)
• 出力 (p. 98)

構文

dcv list-sessions

出力
このコマンドから、次の形式でアクティブなセッションのリストが返されます。

Session: session-id (owner:session-owner type:virtual|console name:'my session')

特定のセッションに関する情報を表示する
セッションに関する情報を表示するには、dcv describe-session コマンドを使用して、一意のセッ
ション ID を指定します。

トピック
• 構文 (p. 99)
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• 出力 (p. 98)

構文

$ dcv describe-session session_id

出力
次の出力例では、display-layout 要素は、セッションの表示レイアウトが 800x600 画面を 2 つ使用す
るように設定されていることを示しています。このうち、2 番目の画面は 1 番目の画面の x=800 (右側) に
オフセットされます。

Session: test 
  owner: session-id
  name: session-name
  x display: :1 
  x authority: /run/user/1009/dcv/test.xauth 
  display layout: 800x600+0+0,800x600+800+0

--json (または -j) オプションを指定して、コマンドが出力を JSON 形式で返すようにすることもできま
す。JSON 出力には、セッションに関する追加の詳細が表示されます。

$ dcv describe-session session-id --json

JSON 出力の例を次に示します。

{ 
  "id" : "session-id", 
  "owner" : "dcvuser", 
  "name" : "session-name", 
  "num-of-connections" : 0, 
  "creation-time" : "2020-03-02T16:08:50Z", 
  "last-disconnection-time" : "", 
  "licenses" : [ 
    { 
      "product" : "dcv", 
      "status" : "licensed", 
      "check-timestamp" : "2020-03-02T16:08:50Z", 
      "expiration-date" : "2020-03-29T00:00:00Z" 
    }, 
    { 
      "product" : "dcv-gl", 
      "status" : "licensed", 
      "check-timestamp" : "2020-03-02T16:08:50Z", 
      "expiration-date" : "2020-03-29T00:00:00Z" 
    } 
  ], 
  "storage-root" : "", 
  "type" : "virtual", 
  "x11-display" : ":2", 
  "x11-authority" : "/run/user/1009/dcv/vsession.xauth", 
  "display-layout" : [ 
    { 
      "width" : 800, 
      "height" : 600, 
      "x" : 0, 
      "y" : 0 
    }, 
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    { 
      "width" : 800, 
      "height" : 600, 
      "x" : 800, 
      "y" : 0 
    } 
  ]
}

NICE DCV セッションのスクリーンショットの取得
dcv get-screenshot コマンドを使用すれば、実行中のセッションのデスクトップのスクリーンショッ
トを取得できます。

構文
dcv get-screenshot --max-width pixels --max-height pixels --format JPEG|PNG --primary --
json --output /path_to/destination session_name

オプション
--max-width

スクリーンショットの最大幅 (ピクセル) を指定します。幅と高さを指定しない場合は、セッションの
表示解像度がスクリーンショットに使用されます。高さのみを指定すると、縦横比が維持されるよう
に幅が自動的に調整されます。

タイプ: 整数

必須: いいえ
--max-height

スクリーンショットの最大高さ (ピクセル) を指定します。幅と高さを指定しない場合は、セッション
の表示解像度がスクリーンショットに使用されます。幅のみを指定すると、縦横比が維持されるよう
に高さが自動的に調整されます。

タイプ: 整数

必須: いいえ
--format

スクリーンショットのファイル形式。現在サポートされている形式は JPEG と PNG のみです。--
format と --output のオプションに競合するファイルタイプを指定した場合は、--format に対し
て指定した値が優先されます。例えば、--format JPEG と --output myfile.png を指定した場
合、NICE DCV で JPEG イメージファイルが作成されます。

タイプ: 文字列

許可される値: JPEG | PNG

必須: いいえ
--primary

プライマリディスプレイのスクリーンショットのみを取得するかどうかを示します。プライマリディ
スプレイのスクリーンショットのみを取得するには、--primary を指定します。すべてのディスプ
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例

レイのスクリーンショットを取得するには、このオプションを省略します。すべてのディスプレイ
のスクリーンショットを取得することを選択した場合、すべてのディスプレイが単一のスクリーン
ショットにまとめられます。

必須: いいえ
--json, -j

base64 でエンコードされた JSON 形式で出力を配信するかどうかを示します。JSON 出力を取得す
るには、--json を指定します。それ以外の場合はこれを省略します。

必須: いいえ
--output, -o

スクリーンショットの保存先のパス、ファイル名、およびファイルタイプを指定します。例
えば、Windows の場合は c:\directory\filename.format を指定し、Linux の場合は /
directory/filename.format を指定します。形式は .png または .jpeg でなければなりませ
ん。--format と --output のオプションに競合するファイルタイプを指定した場合は、--format
に対して指定した値が優先されます。例えば、--format JPEG と --output myfile.png を指定
した場合、NICE DCV で JPEG イメージファイルが作成されます。

型: 文字列

必須: いいえ

例
例 1

次のコマンド例では、my-session という名前のセッションのスクリーンショットを取得します。スク
リーンショットにはサーバーの解像度が使用されます。

dcv get-screenshot --output myscreenshot.png my-session

例 2

次のコマンド例では、幅 200 ピクセル、高さ 100 ピクセルのスクリーンショットを取得します。my-
session という名前のセッションのスクリーンショットが取得されます。スクリーンショットが
myscreenshot.png というファイル名で現在のディレクトリに保存されます。

dcv get-screenshot --max-width 200 --max-height 100 --output myscreenshot.png my-session

例 3

次のコマンド例では、my-session という名前のセッションのスクリーンショットを撮影します。スク
リーンショットはプライマリディスプレイのもののみです。ファイルが現在のディレクトリに保存され、
スクリーンショットに myscreenshot.png という名前が付けられます。

dcv get-screenshot --primary --output myscreenshot.jpeg my-session

例 4

次のコマンド例では、my-session という名前のセッションのスクリーンショットを取得します。このコ
マンドにより、base64 および JSON 形式でエンコードされたファイルが出力されます。

dcv get-screenshot --json --format png my-session
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方法
トピック

• 外部認証を使用する (p. 102)
• アイドル状態のセッションの検索と停止 (p. 105)
• X サーバーへのリモート X 接続を有効にする (p. 106)
• NICE DCV ウェブブラウザクライアントを iFrame 内に埋め込む (p. 107)

外部認証を使用する
デフォルトでは、NICE DCV クライアント認証は基盤となるオペレーティングシステムに委譲されま
す。Windows NICE DCV WinLogon Linux NICE DCV サーバーの場合、認証は PAM に委譲されます。

外部認証サーバーを使用してクライアントを認証するように NICE DCV を設定することができます。その
場合は既存の認証システムを使用できます。外部認証の場合は、NICE DCV で既存のログインメカニズム
を活用し、認証を外部認証サーバーに委譲します。

外部認証では、DCV サーバーへのアクセス権を持つユーザーがセッション作成を使用できることを確認し
ます。独自の外部認証システムをセットアップしない限り、システム認証のように基盤となる OS に対し
てユーザーを認証することはありません。

DCV セッションマネージャーには、外部認証システムが組み込まれています。この機能を使用するに
は、DCV サーバーが Session Manager auth-token-verifierアドレスでパラメーターを設定する必要があり
ます。

外部認証サーバーを使用するには、以下が必要です。

• ログインメカニズム — これは、ユーザーがログインに使用するフロントエンドメカニズムです。既存の
認証情報検証システムを使用してユーザーを検証する機能と、トークンを生成して NICE DCV サーバー
に提供できる機能を備えています。詳細については、「トークンの使用 (p. 103)」を参照してくださ
い。

• 認証サーバー — これは、ログインメカニズムによって生成されたトークンを認証するサーバーです。
このサーバーでは、トークンを含む HTTP (S) POST リクエストを NICE DCV サーバーから受信し、必
要な認証を実行して、応答を NICE DCV サーバーに送信できます。認証サーバーの実装の詳細について
は、「認証サービス要件 (p. 104)」を参照してください。

• NICE DCV サーバー設定 — NICE DCV サーバーは、外部認証サーバーが使用されるように設定する必
要があります。詳細については、「NICE DCV サーバー設定 (p. 102)」を参照してください。

トピック
• NICE DCV サーバー設定 (p. 102)
• トークンの使用 (p. 103)
• 認証サービス要件 (p. 104)

NICE DCV サーバー設定
外部認証サービスが使用されるように NICE DCV サーバーを設定する必要があります。
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Linux NICE DCV server

Linux で外部認証サーバーを指定する方法

1. /etc/dcv/ に移動し、任意のテキストエディタで dcv.conf を開きます。
2. [security] セクションにある auth-token-verifier パラメータを見つけて、既存

の値を、外部認証サーバーの URL と通信用ポート (url:port 形式) に置き換えます。
たとえば、を使用している場合はDcvSimpleExternalAuthenticator、次のように指定しま
すhttp://127.0.0.1:8444。

auth-token-verifier セクションに [security] パラメータが存在しない場合は、次の形式
を使用して手動で追加します。

[security] auth-token-verifier=url:port

3. ファイルを保存して閉じます。

Windows NICE DCV server

Windows で外部認証サーバーを指定する方法

1. Windows レジストリエディタを開きます。
2. [HKEY_USERS/S-1-5-18/Software/GSettings/com/nicesoftware/dcv/] キーに移動します。
3. auth-token-verifierセキュリティパラメータでパラメータを探します (p. 133)。
4. 以下のいずれかを実行します。

• 値のデータを使用する場合、外部認証サーバーの URL と通信用ポートを url:port 形式で入
力します。

Example

たとえば、を使用している場合は DcvSimpleExternalAuthenticator、次のように指定しま
すhttp://127.0.0.1:8444。

• auth-token-verifierセキュリティセクションにパラメータがない場合は、そのパラメータをに追
加します PowerShell。「設定パラメータの変更」 を参照してください。

5. Windows レジストリエディタを閉じます。
6. NICE DCV サーバーを停止 (p. 53)して再起動 (p. 52)します。

トークンの使用
トークンを生成したら、それを NICE DCV サーバーに送信できます。ウェブブラウザクライアントで、次
のようにトークンを接続 URL に追加します。

https://server_hostname_or_IP:port/?authToken=token#session_id

例:

https://my-dcv-server.com:8443/?authToken=1234567890abcdef#my-session
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認証サービス要件
カスタム認証サービスは、NICE DCV サーバーの同一ホストで実行することも、別のホストで実行するこ
ともできます。認証サービスにより、NICE DCV サーバーからの HTTP (S) POST リクエストがリッスン
されます。

NICE DCV サーバーで使用される POST リクエスト形式を以下に示します。

POST / HTTP/1.1
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
sessionId=session_id&authenticationToken=token&clientAddress=client_address

認証サービスにより、指定されたトークンが有効かどうかが判断されます。

トークンの検証後、認証サーバーから NICE DCV サーバーにレスポンスが返されます。レスポンス本文に
は、認証プロセスの結果に応じて、次のいずれかを含める必要があります。

• 認証が成功した場合、認証サービスから yes の結果とユーザー識別子が返されます。例:

<auth result="yes"><username>username</username></auth>

• 認証が成功しなかった場合、認証サービスから no の結果が返されます。例:

<auth result="no"><message>message</message></auth>

DcvSimpleExternalAuthenticator
NICE DCV には、DcvSimpleExternalAuthenticator という基準外部認証サーバーが付属していま
す。DcvSimpleExternalAuthenticator は、独自のカスタム認証サーバーの作成に開始点を使用できる単一の 
Python スクリプトです。

DcvSimpleExternalAuthenticator サーバーは、HTTP と HTTPS をサポートしており、NNICE 
DCV E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E デフォルトで
は、DcvSimpleExternalAuthenticator 8444はポートのリクエストをリッスンします。必要に応じて、ポー
トを変更できます。これを行うには、任意のテキストエディタで /etc/dcv/simpleextauth.conf を
開き、EXTAUTH_PORT パラメータを見つけて、既存の値を必要なポート番号に置き換えます。

使用するには DcvSimpleExternalAuthenticator、nice-dcv-simple-external-authenticatorパッ
ケージをインストールする必要があります。詳細については、「NICE DCV サーバーをインストールす
る (p. 21)」を参照してください。

簡易外部認証システムの使用

1. 認証ディレクトリに移動します。

sudo mkdir -p /var/run/dcvsimpleextauth
2. 認証トークンを生成します。

Example

この例では、123456はサンプル認証トークン、session-123はサンプルセッション ID、usernameは
ユーザーです。

echo "123456" | sudo dcvsimpleextauth add-user —session session-123 —auth-
dir /var/run/dcvsimpleextauth/ —user username -append
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3. サーバーを起動します。

sudo dcvsimpleextauth --port 8444 --auth-dir /var/run/dcvsimpleextauth/ 
start-server

4. サーバーが稼働したら、構成をテストして検証します。

Example

繰り返しますが、この例を使用すると、テストは次のように実行されます。

curl -k http://localhost:8444 -d sessionId=session-123 -d 
authenticationToken=123456

成功すると、の認証結果が表示されますyes。

アイドル状態のセッションの検索と停止
アイドル状態の NICE DCV セッションを識別するには、-j コマンドオプションがある dcv describe-
sessions CLI コマンドを使用します。-j オプションを指定すると、コマンドが JSON 形式で出力を返す
ように設定され、セッションに関する追加の詳細情報が提供されます。

たとえば、次のコマンドは、my-session という名前のセッションに関する情報を返します。

$ dcv describe-session my-session -j

出力:

{ 
    "id" : "my-session", 
    "owner" : "dcvuser", 
    "x11-display" : ":1", 
    "x11-authority" : "/run/user/1009/dcv/test3.xauth", 
     "num-of-connections" : 1,
    "creation-time" : "2019-05-13T13:21:19.262883Z", 
     "last-disconnection-time" : "2019-05-14T12:32:14.357567Z",
    "licensing-mode" : "DEMO", 
    "licenses" : [ 
        { 
            "product" : "dcv", 
            "status" : "LICENSED", 
            "check-timestamp" : "2019-05-14T12:35:40Z", 
            "expiration-date" : "2019-05-29T00:00:00Z" 
        }, 
        { 
            "product" : "dcv-gl", 
            "status" : "LICENSED", 
            "check-timestamp" : "2019-05-14T12:35:40Z", 
            "expiration-date" : "2019-05-29T00:00:00Z" 
        } 
    ]
}

コマンド出力で、num-of-connections パラメータは、アクティブなクライアント接続の数を示しま
す。値が 0 の場合は、アクティブなクライアント接続がなく、セッションが現在アイドル状態であること
を示します。また、last-disconnection-time パラメータを使用して、セッションが最後にアクティ
ブなクライアント接続を確立した日時を判別することもできます。

この情報を使用してアイドル状態のセッションを識別するスクリプトまたは cron ジョブを作成できます。
その後、dcv close-session (p. 91) コマンドを使用して、それらの使用を停止できます。
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Note

セッションを停止すると、そのセッションで実行されているすべてのアプリケーションが閉じま
す。

X サーバーへのリモート X 接続を有効にする
デフォルトでは、Xdcv固有のセキュリティリスクにより X 転送の使用が禁止されています。この動作
は、新しいバージョンの Xorg サーバーから NICE DCV に継承されます。NICE DCV E E E E E E E E E E 
E E E E E E E E E

• X サーバーは、ネットワークからの X 接続が禁止されています。X サーバーは、-nolisten tcpコマ
ンドラインオプションを使用して起動するように設定されています。ただし、X サーバーへのリモート 
X 接続を有効にするようにデフォルトの動作を変更できます。この回避策の詳細については、「X サー
バーへのリモート X 接続を有効にする (p. 106)」を参照してください。

• X サーバーは GLX 間接コンテキストを無効にします。DCV-GL との競合のため、現在、GLX 間接コン
テキストを有効にするための回避策はありません。

セキュリティ上のリスクとその緩和策の詳細については、「X.Org セキュリティアドバイザリ」を参照し
てください。

X サーバーへのリモート X 接続を有効にする
デフォルトでは、Xdcv は、セキュリティ上のリスクにさらされる可能性を低くするために、-nolisten 
tcp コマンドラインオプションを使用して起動するように設定されています。ただし、X 転送を有効にす
るようにデフォルトの動作を変更できます。

X 転送を有効にするには

お好みのテキストエディタを使用して/etc/dcv/dcv.confを開きます。ファイルの末尾に以下を追加し
ます。

• IPv4 および IPv6 を介した X 転送を有効にするには

[session-management]
virtual-session-xdcv-args="-listen tcp"

• IPv4 のみを介した X 転送を有効にするには

[session-management]
virtual-session-xdcv-args="-listen tcp -nolisten inet6"

Note

X 転送を有効にしても既存のセッションには影響しません。有効化後に開始された新しいセッ
ションのみに影響します。

X 転送をテストするには

1. NICE DCV セッションを接続します。
2. NICE DCV サーバーによるリッスンが、ポートで、6000～6063 の範囲で行われていることを確認し

ます。

$ netstat -punta | grep 600
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3. NICE E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E E

$ xhost +remote_server

4. NICE DCV セッションの表示番号を取得します。

$ dcv describe-session session_name | grep display

5. アプリケーションがホストされているリモートサーバーに SSH で接続します。

$ ssh user@remote_server

6. リモートサーバーから、NICE DCV セッションの X サーバーを参照する表示環境変数をエクスポート
します。

$ export DISPLAY=dcv_server_ip:display_number

7. リモートサーバーから、X 転送機能をテストするアプリケーションを実行します。例:

xterm

テストアプリケーション (この場合は xterm) が NICE DCV サーバーのデスクトップ環境に表示されま
す。

NICE DCV ウェブブラウザクライアントを iFrame 
内に埋め込む

クリックジャック攻撃から保護するために、NICE DCV ではデフォルトで、ウェブブラウザクライアント
を iFrame 内に埋め込むことができないようになっています。ただし、このデフォルトの動作をオーバー
ライドすれば、ウェブブラウザクライアントが iFrame 内で実行できるようにすることができます。

クリックジャック攻撃防止対策の詳細については、「コンテンツセキュリティポリシーのチートシート」
を参照してください。

ウェブブラウザを iFrame 内で実行できるようにするには、次の追加の HTTP レスポンスヘッダーがウェ
ブブラウザクライアントに送信されるように NICE DCV サーバーを設定する必要があります。

• web-x-frame-options
• web-extra-http-headers

ウェブブラウザ間で最適な互換性を確保するために、両方のヘッダーを追加することをお勧めします。

Windows server

1. Windows レジストリエディタを開き、HKEY_USERS/S-1-5-18/Software/GSettings/com/
nicesoftware/dcv/connectivity/ キーに移動します。

2. web-x-frame-optionsパラメータを開きます。[Value data] (値のデータ) に "ALLOW-FROM 
https://server_hostname" を入力します。

Note

このパラメータが存在しない場合は、新しい文字列パラメータを作成して web-x-
frame-options という名前を付けます。
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3. web-extra-http-headersパラメータを開きます。[Value data] (値のデータ) に [("Content-
Security-Policy", "frame-ancestors https://server_hostname")] を入力しま
す。

Note

このパラメータが存在しない場合は、新しい文字列パラメータを作成して web-extra-
http-headers という名前を付けます。

4. Windows レジストリエディタを閉じます。
5. NICE DCV サーバーを停止 (p. 53)して再起動 (p. 52)します。

Linux server

1. 任意のテキストエディタで /etc/dcv/dcv.conf を開きます。
2. [[connectivity]] セクションで、次の操作を行います。

• [web-x-frame-options] に「"ALLOW-FROM https://server_hostname"」と入力しま
す。

• [web-extra-http-headers] に「[("Content-Security-Policy", "frame-
ancestors https://server_hostname")]」と入力します。

例:

[connectivity]
web-x-frame-options="ALLOW-FROM https://my-dcv-server.com"
web-extra-http-headers=[("Content-Security-Policy", "frame-ancestors https://my-
dcv-server.com")]

3. ファイルを保存して閉じます。
4. NICE DCV サーバーを停止 (p. 53)して再起動 (p. 52)します。

ほとんどのブラウザでは、デフォルトで、マイクアクセスや全画面アクセスなどの一部の機能へのアクセ
スが禁止されています。これらの機能へのアクセスを許可するには、ウェブページの iFrame 要素を変更
します。例えば、マイクと全画面表示モードへのアクセスを許可するには、iFrame 要素を次のように変更
します。

<iframe src="..." allow="microphone; fullscreen">/iframe>
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NICE DCV のトラブルシューティン
グ

この章では、NICE DCV で発生する可能性のある問題を識別して解決する方法について説明します。

トピック
• ログファイルの使用 (p. 109)
• Linux での仮想セッション作成のトラブルシューティング (p. 110)
• UID の変更後に Linux セッションが開始されない (p. 112)
• Windows でのカーソルの問題の修正 (p. 113)
• コピーして IntelliJ IDEA に貼り付ける (p. 113)
• 自己署名証明書によるリダイレクションの説明 (p. 113)

NICE DCV オンプレミスのお客様で、追加のサポートが必要な場合は、NICE DCV リセラーに連絡して、
第 1 レベルのサポートを受けてください。Amazon EC2 で NICE DCV を使用している場合は、サポー
トチケットを使用すれば AWS サポートが受けられます。AWS サポートプランに加入していない場合
は、AWS フォーラムに質問を投稿すれば NICE DCV コミュニティのヘルプを受けることができます。

ログファイルの使用
NICE DCV ログファイルは、NICE DCV サーバーの問題を特定して解決するために使用できます。NICE 
DCV ログファイルは、NICE DCV サーバーの次の場所にあります。

• Windows サーバー

C:\ProgramData\NICE\dcv\log\server.log

Note

デフォルトでは、ProgramData フォルダは非表示になっている場合がありま
す。ProgramData フォルダが表示されない場合は、非表示の項目を表示するようにファイル
ブラウザを設定します。または、アドレスバーに「%programdata%」と入力し、Enter キーを
押します。

• Linux サーバー

/var/log/dcv/server.log

NICE DCV サーバーにより、ログファイルの詳細レベルを設定できるようになります。以下の詳細レベル
を使用できます。

• error - 最小限の詳細を提供します。エラーのみが含まれています。
• warn - エラーと警告を含みます。
• info - デフォルトの詳細レベルです。エラー、警告、情報メッセージが含まれています。
• debug - 最も詳細な情報を提供します。問題のデバッグに役立つ詳細情報を提供します。
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Windows でのログファイルの詳細レベル変更
ログファイルの詳細レベルを設定するには、Windows レジストリエディタを使用して level パラメータ
を設定する必要があります。

Windows でログファイルの詳細レベルを変更するには

1. Windows レジストリエディタを開きます。
2. [HKEY_USERS/S-1-5-18/Software/GSettings/com/nicesoftware/dcv/log/] キーに移動します。
3. [level] パラメータをダブルクリックして開きます。[値のデータ] に、必要な詳細レベルに応じて

「error」、「warn」、「info」、または「debug」のいずれかを入力します。
4. [OK] を選択して Windows レジストリエディタを閉じます。

Linux でのログファイルの詳細レベル変更
ログファイルの詳細レベルを設定するには、level ファイルの dcv.conf パラメータを設定する必要が
あります。

Linux でログファイルの詳細レベルを変更するには

1. /etc/dcv/ に移動し、任意のテキストエディタで dcv.conf を開きます。
2. level セクションで [log] パラメータを見つけ、既存の詳細レベルを error、warn、info または

debug のいずれかで置き換えます。

[log]
level="verbosity_level" 
    

3. ファイルを保存して閉じます。

Linux での仮想セッション作成のトラブルシュー
ティング

トピック
• Linux での仮想セッション作成失敗の調査 (p. 110)
• Linux でのフェイルセーフ仮想セッションの作成 (p. 111)

仮想セッションに接続したときにNo session available ORThe sessionId session is not 
available エラーが発生する場合は、仮想セッションの作成が失敗して終了したことが原因と考えられ
ます。

セッションが存在するかどうかは、dcv list-sessionsコマンドで確認できます。the section called 
“セッションの表示” (p. 98)実行中のセッションの検査の詳細については、を参照してください。セッショ
ンがリストにない場合は、失敗した可能性があります。

Linux での仮想セッション作成失敗の調査
仮想セッションは Linux 上で以下のコマンドで作成されます (p. 87)。

110



NICE DCV 管理者ガイド
Linux でのフェイルセーフ仮想セッションの作成

$ dcv create-session session

このコマンドは、セッションの作成が失敗した場合にのみエラーを返します。ただし、セッションは最
初は正常に作成されても、ユーザーが接続する前に終了することがあります。たとえば、dcv list-
sessionsコマンドやを使用して既存のセッションを確認しても、セッションが一覧表示されない場合が
あるためdcv describe-session session、これに気付くかもしれません。

ほとんどの場合、これは、デスクトップセッションが作成されてすぐに失敗することが原因です。たとえ
ば、init スクリプトによって起動されたアプリケーションの 1 つがクラッシュまたは失敗した場合や、必
要なツールの 1 つが見つからない場合などです。

セッションの作成に失敗した場合は、次の点を確認してください。

• 新しいセッションプロセスを作成する dcv/var/log/dcv/sessionlauncher.log コンポーネントに
関連するログを含むファイルを確認してください。

• dcv init/var/log/dcv/dcv-session.user.session.log スクリプトに関連するログを含むファイ
ルを確認してください。

• $HOME/.xsession-errorsセッション所有者に対応するホームディレクトリのファイルを確認してく
ださい。このファイルには、システムXセッション初期化スクリプトによって生成されたログが含まれ
ており、通常はデスクトップセッションマネージャーまたはスクリプトによって呼び出される他のアプ
リケーションによって生成されたログが含まれています。

• システムログをチェックして、障害が発生したシステムやコンポーネントに関する詳細情報を取得して
ください。まず、dmesg (プロセス障害の場合など) との出力を確認しますjournalctl -xe。

• フェイルセーフセッションでテストして (p. 111)、問題が使用中のセッションマネージャーに依存しな
いことを確認します。

障害が特定のユーザーにのみ発生する場合は、次の方法も試してください。

• ユーザー構成を確認してください。特に、ユーザー構成が削除されたり名前が変更されたりするとどう
なるかを確認してください。

デスクトップ環境とバージョンによっては、.gnome.kde.config設定ディレクトリはユーザーディレ
クトリにまたはまたはある場合があります。

• PATHユーザーまたは環境に影響する特定のユーザー構成を確認してください。多くの場合、特定のユー
ザーによるセッション開始の失敗は、anaconda標準のネイティブコマンドをオーバーライドするなど
のフレームワークが原因で、dbusセッションの初期化で接続が失敗する可能性があります。

• 権限の問題がないか確認してください。~/.dbusローカルで間違った権限を設定した
り、~/.Xauthority (rootユーザーではなく所有している場合など) デスクトップセッションがすぐに
終了する可能性があります。

Linux でのフェイルセーフ仮想セッションの作成
セッション作成の失敗がデスクトップ環境の起動に関連しているかどうかを確認する一般的な方法は、最
小限のセッションを作成することです。このセッションを「フェイルセーフ」セッションと呼びます。
フェイルセーフセッションの作成が正常に機能していれば、デフォルトのシステムデスクトップ環境が起
動しないために通常のセッションが失敗したと推測できます。逆に、フェイルセーフセッションも失敗し
た場合、問題は NICE DCV サーバの設定に関連している可能性が高くなります。

フェイルセーフセッションは通常、シンプルなウィンドウマネージャーとターミナルのみを含むデスク
トップセッションで構成されます。これにより、ユーザーは、使用中の特定のセッション環境 (通常は 
gnome または KDE) に関連するセッション作成の問題があるかどうかを確認できます。

フェイルセーフセッションを作成するには、次のような内容を含む init スクリプトをユーザー用に作成す
る必要があります。

111



NICE DCV 管理者ガイド
UID の変更後に Linux セッションが開始されない

#!/bin/sh
metacity &
xterm

metacityこれによりウィンドウマネージャーが起動し、xtermターミナルが起動します。xtermプロセ
スが終了するとすぐにセッションも終了します。

システムで使用できる場合は、別のセッションマネージャーまたは任意のターミナルを使用できます。

Note

スクリプトがすぐに終了しないことを確認する必要があります。そのためには、スクリプトの最
後までにすぐに終了しないプログラムを起動する必要があります。(xtermこの例では) 最後のコ
マンドが終了すると、init セッションも終了します。同時に、ウィンドウマネージャーの後に別の
ツールを起動するときは、次のコマンドが呼び出されるように、(&例ではを追加して) バックグラ
ウンドで実行されていることを確認する必要があります。

次に、init スクリプトが実行可能であることを確認する必要があります。

$ chmod a+x init.sh

ユーザーシェルから指定した init スクリプトを使用してセッションを作成するには、次のコマンドを実行
します。ここでinit.sh、以前に作成したスクリプトは次のとおりです。

$ dcv create-session dummy --init init.sh

スーパーユーザーとして別のユーザーのセッションを作成するには、代わりに次のコマンドを実行しま
す。

$ sudo dcv create-session test --user user --owner user --init init.sh

最後に、たとえばテストアプリケーションを起動したりdcvgltestglxgears (nice-dcv-gltestパッ
ケージがインストールされている場合のみ)、OpenGL やその他のアプリケーションが正しく動作している
ことを確認したりできます。

UID の変更後に Linux セッションが開始されない
Linux ホストでは、ユーザーのユーザー ID (UID) を変更したり、ユーザーの UID を変更する別の Active 
Directory 構成を使用したりすると、ホスト上の NICE DCV セッションの開始に失敗する可能性がありま
す。

この問題は、新しい UID で実行される DCV セッションのプロセスが、以前の UID を保持しているファイ
ルやフォルダーにアクセスする権限がないことが原因です。特に、次のことに注意してください。

• NICE DCV ログディレクトリ内のログファイル (p. 109)
• ユーザーのホームフォルダー

この問題は、コンソールセッションと仮想セッションに当てはまります。

この問題を解決するには、ユーザーのホームフォルダーとそこに含まれるファイルのUIDが正しいことを
確認し、以前のUIDの古いNICE DCVログファイルを削除します (p. 109)。

112



NICE DCV 管理者ガイド
Windows でのカーソルの問題の修正

Windows でのカーソルの問題の修正
NICE DCV サーバーが Windows Server 2012 または Windows 8 以降で実行されている場合、マウスカー
ソルは常に矢印として表示されます。これは、テキスト入力フィールドまたはシングルクリックのナビ
ゲーション項目で一時停止する場合にも発生します。これは、サーバーに接続されている物理マウスがな
い場合、またはデバイスマネージャーにマウスデバイスが表示されていない場合に発生します。

問題を解決するには

1. コントロールパネルを開き、[簡単アクセスセンター] を選択します。
2. [マウスを使いやすくする] を選択します。
3. [マウスキーを有効にする] を選択します。
4. [適用]、[OK] の順に選択します。

コピーして IntelliJ IDEA に貼り付ける
macOS NICE DCV クライアントからテキストをコピーして IntelliJ IDEA に貼り付けることはできませ
ん。IntelliJ は、NICE DCV でデフォルトにより使用されるクロスプラットフォーム形式に対応していま
せん。NICE DCV でクロスプラットフォームテキストを無効にして IntelliJ にテキストを貼り付けるに
は、NICE DCV サーバの disabled-targets フィールドに変更を加えます。

この変更により、NICE DCV ウェブクライアントでのコピーと貼り付けが機能しなくなります。この変更
を行う前に、Intellij IDEA のコピーと貼り付けが NICE DCV クライアントでのみ動作することを確認して
ください。

IntelliJ IDEA にテキストを貼り付けるためにサーバーを設定するには

1. /etc/dcv/ に移動し、任意のテキストエディタで dcv.conf を開きます。
2. disabled-targets パラメータを [clipboard] セクションで見つけます。disabled-targets

セクションも [clipboard] セクションも存在しない場合は、それらを手動で追加します。
3. disabled-targets の値を定義するには、次の内容を追加します。

[clipboard]
disabled-targets = ['dcv/text', 'JAVA_DATAFLAVOR:application/x-java-jvm-local-
objectref; class=com.intellij.codeInsight.editorActions.FoldingData']

4. ファイルを保存して閉じます。
5. NICE DCV セッションを停止 (p. 91)して再起動 (p. 86)します。

自己署名証明書によるリダイレクションの説明
Web ベースのポータルまたはアプリケーションから NICE DCV セッションにリダイレクトする場合、証
明書が以前に信頼されていなければ、自己署名証明書によってブラウザのセッションとの信頼が損なわれ
る可能性があります。この場合の例は次のとおりです。

1. ユーザーは、アプリが読み込まれている企業ポータルサイトに接続します。
2. アプリは、自己署名証明書を使用して NICE DCV サーバーとの直接かつ安全な接続を開こうとします。
3. 証明書が自己署名証明書である場合は、セキュア接続を拒否します。
4. 接続が確立されていないため、ユーザーにはリモートサーバーが表示されません。
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信頼性の問題はステップ 3 に固有です。ユーザーが自己署名証明書を使用して Web サイトに接続すると 
(たとえば、https://example.com に移動すると)、ブラウザは証明書を信頼するかどうかを尋ねます。ただ
し、HTTP または HTTPS 経由で提供される Web アプリ/ページが DCV WebSocket サーバーへの安全な
接続を確立しようとする場合。証明書が自己署名証明書である場合は、ブラウザはその証明書が以前に信
頼証明書である場合は、以前に信頼証明書である場合は、その証明書が以前に信頼証明書である場合は、
以前に信頼されていなかった場合は、証明書を信頼するかどうかをユーザーに求めることなく、接続を拒
否します。

この場合に考えられる解決策:

• 企業がマシンにカスタムドメインを使用している場合は、DCV サーバーマシン用の有効な証明書を用意
してください。証明書については、エンタープライズ証明書を DCV に配布できます。

Example

ユーザー---[有効な証明書]---> DCV サーバーインスタンス
• DCV サーバー群をプロキシ/ゲートウェイで保護します。この場合のみ、プロキシ/ゲートウェイには有

効な証明書が必要で、DCV サーバーインスタンスは自己署名証明書を保持できます。このオプションで
は、DCV 接続ゲートウェイ、ALB/NLB、または別のプロキシソリューションを使用できます。

Example

User/Cx---[ここでは有効な証明書が必要です]---> プロキシ/ゲートウェイ---[自己署名証明書]---> DCV 
サーバインスタンス

• SDK 経由で接続を開始する前に、ユーザーに自己署名証明書を信頼してもらいます。これは、この
URLを別のタブ/ウィンドウ/ポップアップで開くだけで可能になるはずです:https://example.com/
version.

Note

/version エンドポイントは、HTTPS 接続で DCV サーバーバージョンの簡単な Web ページを返
します。

同じ自己署名証明書を後で実際の DCV サーバー接続で使用できます。
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audio パラメータ

NICE DCV サーバーパラメータリ
ファレンス

以下の表に、NICE DCV サーバー をカスタマイズするために設定可能なパラメータを示します。

Note

各テーブルの再ロードコンテキスト列には、パラメータがいつ再ロードされるかが示されます。
可能なコンテキストには、以下が含まれます。

• server — このパラメータはサーバーの起動時に一度ロードされます。パラメータ値が更新さ
れると、サーバーの再起動時に新しい値がロードされます。

• session — このパラメータはセッションの作成時にロードされます。パラメータ値が更新さ
れると、新しい値が後続のセッション用にロードされます。

• connection — このパラメータは新しいクライアント接続が確立されたときにロードされま
す。パラメータ値が更新されると、新しい値が後続のクライアント接続に使用されます。

• custom — このパラメータがロードされる条件は、このパラメータに固有です。詳細について
は、パラメータの説明を参照してください。

トピック
• audio パラメータ (p. 115)
• clipboard パラメータ (p. 116)
• connectivity パラメータ (p. 118)
• display パラメータ (p. 122)
• display/linux パラメータ (p. 126)
• input パラメータ (p. 126)
• license パラメータ (p. 127)
• log パラメータ (p. 128)
• printer パラメータ (p. 131)
• redirection パラメータ (p. 132)
• security パラメータ (p. 133)
• session-management パラメータ (p. 138)
• session-management/automatic-console-session パラメータ (p. 141)
• session-management/defaults パラメータ (p. 142)
• smartcard パラメータ (p. 143)
• webcam パラメータ (p. 144)
• windows パラメータ (p. 144)
• 設定パラメータの変更 (p. 145)

audio パラメータ
以下の表に、Linux NICE DCV サーバーの /etc/dcv/dcv.conf ファイルの [audio] セクションの設定
パラメータと、Windows NICE DCV サーバーの audio レジストリキーを示します。
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パラメータ タイプ - 
Windows 
レジスト
リの種類

コンテキ
ストの再
ロード

デフォルト値 説明

avsync-support string セッショ
ン

'auto' クライアントによるオーディオ/
ビデオ同期の有効化を可能に
するかどうかを決める — 接続
されたクライアントによるオー
ディオ/ビデオ同期の有効化を
許可します。有効値は、「有
効」、「無効」、「auto」(デ
フォルトは 'auto') です。'auto' 
を指定すると、オーディオ/ビデ
オの同期はコンソールセッショ
ンでのみ有効になり、高速ビデ
オ圧縮が使用可能な場合のみ有
効になります。— バージョン
2021.1-10557 (p. 165) から使
用可能。

source-channels integer - 
DWORD 
(32 ビッ
ト)

セッショ
ン

2 Linux のスピーカーデバイスの
チャンネル数 — Linux スピー
カーデバイスのチャンネル数
を設定します。値は、デバイス
によってサポートされるチャ
ネル数以下とします。許容さ
れる値は、2 (4 (4.0 チャネル
ステレオ)、8 (7.1 サラウンド) 
です。デフォルト値 は 2 (ス
テレオ) です。— バージョン
2020.0-8428 (p. 169) から使用
可能。

clipboard パラメータ
以下の表に、Linux NICE DCV サーバーの /etc/dcv/dcv.conf ファイルの [clipboard] セクション
の設定パラメータと、Windows NICE DCV サーバーの clipboard レジストリキーを示します。

パラメータ タイプ - 
Windows 
レジスト
リの種類

コンテキ
ストの再
ロード

デフォルト値 説明

enabled true また
は false - 
DWORD 
(32 ビッ
ト)

セッショ
ン

Linux: true -
Windows: 1

クリップボード機能を有効にす
るかどうか - クリップボード機能
を有効にするかどうかを指定し
ます。クリップボード機能が無
効になっている場合、ユーザー
はクリップボードのリモート
化を使用できなくなります。ク
リップボードのモニタリングも
無効になります。— バージョン
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パラメータ タイプ - 
Windows 
レジスト
リの種類

コンテキ
ストの再
ロード

デフォルト値 説明

2020.0-8428 (p. 169) から使用
可能。

max-image-area integer - 
DWORD 
(32 ビッ
ト)

セッショ
ン

-1 クリップボードのイメージの最
大領域 — サーバーとクライア
ント間で転送できるクリップ
ボードのイメージの最大領域 
(ピクセル数) を指定します。こ
の値が欠落しているか、-1 に
設定されている場合、制限は適
用されません。— バージョン
2017.0-4334 (p. 177) から使用
可能。

max-payload-size integer - 
DWORD 
(32 ビッ
ト)

セッショ
ン

20971520 クリップボードのデータの最
大サイズ — サーバーとクライ
アント間で転送できるクリッ
プボードのデータの最大サイ
ズ (バイト) を指定します。サ
ポートされる最大値は 20 MB で
す。この値がない場合、上限が
適用されます。— バージョン
2017.0-4334 (p. 177) から使用
可能。

max-text-len integer - 
DWORD 
(32 ビッ
ト)

セッショ
ン

-1 クリップボードのテキストの
最大文字数 — サーバーから
クライアントに転送できるク
リップボードテキストの最大
文字数を指定します。余分な
文字は切り詰められます。こ
の値が欠落しているか、-1 に
設定されている場合、制限は適
用されません。— バージョン
2017.0-4334 (p. 177) から使用
可能。

primary-selection-
copy

true また
は false - 
DWORD 
(32 ビッ
ト)

セッショ
ン

Linux: false -
Windows: 0

Linux からの一次選択コピーを
有効にする — Linux デスクトッ
プは、汎用クリップボードと一
次選択の複数のクリップボード
をサポートします。コンテンツ
を選択すると、プライマリ選択
が更新またはコピーされます。
その後、マウスの中央ボタンを
使用するか、Shift+Insert キー
の組み合わせを使用して貼り
付けられます。有効にすると、
プライマリ選択がモニタリング
され、更新がクライアントに
伝播されます。— バージョン
2019.0-7318 (p. 171) から使用
可能。
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パラメータ タイプ - 
Windows 
レジスト
リの種類

コンテキ
ストの再
ロード

デフォルト値 説明

primary-selection-
paste

true また
は false - 
DWORD 
(32 ビッ
ト)

セッショ
ン

Linux: false -
Windows: 0

Linuxで一次選択貼り付けを有
効にする — Linuxデスクトップ
は、汎用クリップボードと一
次選択の複数のクリップボード
をサポートします。コンテンツ
を選択すると、プライマリ選択
が更新またはコピーされます。
その後、マウスの中央ボタン
または Shift+Insert キーの組み
合わせを使用して貼り付けられ
ます。有効にすると、クライ
アントのクリップボードのコ
ンテンツもプライマリ選択に
挿入されます。— バージョン
2019.0-7318 (p. 171) から使用
可能。

update-timeout integer - 
DWORD 
(32 ビッ
ト)

セッショ
ン

200 イベント通知タイムアウトの更
新— クライアントに通知を送
信するための最終更新イベント
からの待機時間をミリ秒単位で
指定します。デフォルト値は 
200 ミリ秒です。— バージョン
2020.1-8942 (p. 168) から使用
可能。

connectivity パラメータ
以下の表に、Linux NICE DCV サーバーの /etc/dcv/dcv.conf ファイルの [connectivity] セクショ
ンの設定パラメータと、Windows NICE DCV サーバーの connectivity レジストリキーを示します。

パラメータ タイプ - 
Windows 
レジスト
リの種類

コンテキ
ストの再
ロード

デフォルト値 説明

enable-quic-frontend true また
は false - 
DWORD 
(32 ビッ
ト)

server Linux: false -
Windows: 0

QUIC フロントエンドを有効に
するかどうか - QUIC フロント
エンドを有効にするかどうか
を指定します。— バージョン
2020.2-9508 (p. 167) から使用
可能。

idle-timeout integer - 
DWORD 
(32 ビッ
ト)

custom 60 アイドルタイムアウト — アイ
ドルクライアントを切断するま
での待機時間 (分) を指定しま
す。0 に指定すると、アイドルク
ライアントは切断されません。
このパラメータ値は 5 秒ごとに
読み込まれます。— バージョン
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パラメータ タイプ - 
Windows 
レジスト
リの種類

コンテキ
ストの再
ロード

デフォルト値 説明

2017.0-4100 (p. 177) から使用
可能。

idle-timeout-warning integer - 
DWORD 
(32 ビッ
ト)

custom 350 アイドルタイムアウトの警告
— アイドル状態のクライアン
トに対してアイドルタイムア
ウトの切断を警告するまでの
アイドルタイムアウト関連待
機時間 (秒) を指定します。ア
イドル状態のクライアントに
警告しないようにするには、0 
を指定します。— バージョン
2017.4-6898 (p. 172) から使用
可能。

quic-listen-endpoints string server ['0.0.0.0'、':: '] DCV が着信 QUIC 接続をリッ
スンするエンドポイントを指
定 — DCV が着信 QUIC 接続を
リッスンするエンドポイント
のリストを指定します。エンド
ポイントには、バインド可能な
ローカルIPv4アドレスのリスト 
(「0.0.0.0」ですべてのアドレス
をワイルドカードにする)、バイ
ンド可能なIPv6アドレス (「::」
を指定するとすべてのアドレス
をワイルドカードにする)、オプ
ションのポートをコロン (':') で
区切ったバインド可能なIPv6ア
ドレス (':') にすることができま
す。たとえば、「1.2.3. 4:5678」
は、ポート5678の「1.2.3.4」
アドレスに関連付けられたイ
ンターフェイスで着信接続を
待ち受けます。ポートが指定
されていない場合、'quic-port' 
の設定がデフォルトとして使
用されます。IPv6 アドレスの
ポートを指定するには、アド
レスを角括弧で囲みます (例:'[:: 
1]: 8443')。明示的なインター
フェースを含む IPv6 アドレス
もサポートされています (例:'[: 
%eth1]: 8443')。— バージョン
2022.0-11954 (p. 160) 以降で
使用可能です。
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パラメータ タイプ - 
Windows 
レジスト
リの種類

コンテキ
ストの再
ロード

デフォルト値 説明

quic-port integer - 
DWORD 
(32 ビッ
ト)

server 8443 QUIC フロントエンドの UDP
ポート — クライアント接続で 
DCV サーバーがリッスンする 
UDP ポートを指定します。ポー
ト番号は 1024～65535 の間で
ある必要があります。この設
定の適用方法の詳細について
は、quic-listen-endpoints「」設
定を参照してください。— バー
ジョン 2020.2-9508 (p. 167) か
ら使用可能。

web-listen-endpoints string server ['0.0.0.0'、':: '] DCV が受信 Web 接続をリッ
スンするエンドポイントを指
定 — DCV が受信 Web 接続を
リッスンするエンドポイントの
リストを指定します。エンド
ポイントには、バインド可能な
ローカルIPv4アドレスのリスト 
(「0.0.0.0」ですべてのアドレス
をワイルドカードにする)、バイ
ンド可能なIPv6アドレス (「::」
を指定するとすべてのアドレス
をワイルドカードにする)、オプ
ションのポートをコロン (':') で
区切ったバインド可能なIPv6ア
ドレス (':') にすることができま
す。たとえば、「1.2.3. 4:5678」
は、ポート5678の「1.2.3.4」
アドレスに関連付けられたイ
ンターフェイスで着信接続を
待ち受けます。ポートが指定
されていない場合、'web-port' 
の設定がデフォルトとして使
用されます。IPv6 アドレスの
ポートを指定するには、アド
レスを角括弧で囲みます (例:'[:: 
1]: 8443')。明示的なインター
フェースを含む IPv6 アドレス
もサポートされています (例:'[: 
%eth1]: 8443')。— バージョン
2022.0-11954 (p. 160) 以降で
使用可能です。
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パラメータ タイプ - 
Windows 
レジスト
リの種類

コンテキ
ストの再
ロード

デフォルト値 説明

web-port integer - 
DWORD 
(32 ビッ
ト)

server 8443 クライアントの TCP ポート — 
クライアント接続で DCV サー
バーがリッスンする TCP ポー
トを指定します。ポート番号
は 1024～65535 の間である必
要があります。この設定の適用
方法の詳細については、web-
listen-endpoints「」設定を参照
してください。— バージョン
2017.0-4100 (p. 177) から使用
可能。

web-root string server '' 埋め込みウェブサーバーのド
キュメントのルート — 埋め込み
ウェブサーバーのドキュメント
のルートを指定します。— バー
ジョン 2017.0-4100 (p. 177) か
ら使用可能。

web-url-path string server '/' 埋め込みウェブサーバーの URL 
パス — 埋め込みウェブサー
バーの URL パスを指定します 
(先頭は必ず '/')。たとえば、/
test/foo に設定すると、ウェ
ブサーバーは https://host:port/
test/foo にアクセスできるよ
うになります。— バージョン
2017.0-4100 (p. 177) から使用
可能。

web-use-hsts true また
は false - 
DWORD 
(32 ビッ
ト)

server Linux: true -
Windows: 1

HSTS を使用するかどうか — 
これを有効にして、ブラウザが 
HTTP 経由で送信される通信を強
制的に禁止するようにします。
ウェブページ (およびすべての
サブドメイン) へのすべての転
送は、代わりに HTTPS を使用
して行われます。— バージョン
2017.0-4100 (p. 177) から使用
可能。

ws-keepalive-interval integer - 
DWORD 
(32 ビッ
ト)

server 10 Websocket のキープアライブ
間隔 — キープアライブメッ
セージを送信する間隔 (秒) を
指定します。0 に設定すると、
キープアライブメッセージは無
効になります。— バージョン
2017.0-4100 (p. 177) から使用
可能。
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display パラメータ
以下の表に、Linux NICE DCV サーバーの /etc/dcv/dcv.conf ファイルの [display] セクションの設
定パラメータと、Windows NICE DCV サーバーの display レジストリキーを示します。

パラメータ タイプ - 
Windows 
レジスト
リの種類

コンテキ
ストの再
ロード

デフォルト値 説明

console-session-
default-layout

string セッショ
ン

[] コンソールセッションにおける
デフォルトの画面解像度と画面
位置 — コンソールセッション
におけるデフォルトの画面解像
度と画面位置を指定します。設
定すると、DCV によって、リク
エストされたレイアウトが起動
時に設定されます。モニタごと
に、解像度 (w,h) と位置 (x,y) で
設定できます。指定されたモニ
タはすべて、有効になります。
デフォルトレイアウトの値の例: 
[{'w':<800>, 'h':<600>, 'x':<0>, 
'y': <0>}, {'w':<1024>, 'h':<768>, 
'x':<800>,'y':<0>}] — バージョン
2017.0-5600 (p. 176) から使用
可能。

cuda-devices string connection [] ストリームエンコーディング
に使用される CUDA デバイス
— DCV がエンコーディング
と CUDA ワークロードを分散
するために使用するローカル 
CUDA デバイスのリストを指定
します。各デバイスは、nvidia-
smi コマンドから取得できる
番号によって識別されます。
例えば、cuda-devices= ['0', 
'2'] は、DCV が 2 つの GPU を
使用し、ID が 0 と 2 である
ことを示します。この設定は 
CUDA_VISIBLE_DEVICES 環
境変数と似ていますが、DCV 
にのみ適用されます。このオ
プションが設定されていない
場合、DCV は 0 から始まる増
分セッションインデックスを使
用して、次に使用するデバイス
を選択します。— バージョン
2017.2-6182 (p. 174) から使用
可能。

enable-client-resize true また
は false - 
DWORD 

セッショ
ン

Linux: true -
Windows: 1

クライアントによるディスプ
レイレイアウトの設定を許可
するかどうか — クライアント
によるディスプレイレイアウ
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パラメータ タイプ - 
Windows 
レジスト
リの種類

コンテキ
ストの再
ロード

デフォルト値 説明

(32 ビッ
ト)

トの設定を許可するかどうか
を指定します。— バージョン
2017.0-4100 (p. 177) から使用
可能。

enable-qu true また
は false - 
DWORD 
(32 ビッ
ト)

セッショ
ン

Linux: true -
Windows: 1

品質更新を送信するかどうか
— 品質更新を送信するかどうか
を指定します。— バージョン
2017.0-4100 (p. 177) から使用
可能。

-yuv444 エンコー
ディングを有効にす
る

string セッショ
ン

'default-off' YUV444 エンコーディングを有
効にするかどうか — YUV444 
エンコーディングを有効また
は無効にします。「常時オン」
の場合、サーバーは高い色精
度に最適化された YUV444 形
式を好みます。「always-off」
の場合、サーバーはストリー
ミングパフォーマンスに最適
化された形式を好みます。
「default-on」と「default-off」
の値のセマンティクスは同
じで、これはクライアントに
決定させるためです。使用で
きる値: 'always-off'、'default-
on'、'default-off'。— バージョン
2022.0-11954 (p. 160) 以降で
使用可能です。

grabber-target-fps integer - 
DWORD 
(32 ビッ
ト)

セッショ
ン

0 フレームグラバーの 1 秒あたり
のターゲットフレーム — 1 秒
あたりにフレームをグラブする
上限です。値が 0 の場合、特
定のフレームバッファリーダー
の標準動作がデフォルトになり
ます。たとえば、target-fps に
フォールバックしたり、グラビ
ングを制限しないなどです。す
べてのフレームキャプチャバッ
クエンドでこの設定が優先され
るわけではありません。— バー
ジョン 2017.1-5870 (p. 175) か
ら使用可能。

max-compressor-
threads

integer - 
DWORD 
(32 ビッ
ト)

セッショ
ン

4 最大圧縮スレッド — 圧
縮スレッドの最大数を指
定します。— バージョン
2017.0-4100 (p. 177) から使用
可能。
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パラメータ タイプ - 
Windows 
レジスト
リの種類

コンテキ
ストの再
ロード

デフォルト値 説明

max-head-resolution string custom (4096、2160) 最大ヘッド解像度 — クライアン
トがリクエストできるディスプ
レイヘッドの最大解像度。ディ
スプレイヘッドは、ホストモ
ニターに相当します。この設定
は、クライアントのレイアウト
リクエストごとに再ロードされ
ます。クライアントに、より大
きなヘッド解像度がリクエスト
されると、サーバーはこのオプ
ションで設定された最大幅と最
大高の値と一致するように解像
度を調整します。— バージョン
2017.0-4100 (p. 177) から使用
可能。

max-layout-area integer - 
DWORD 
(32 ビッ
ト)

custom 0 最大レイアウト領域 (ピクセル
単位) — クライアントがリクエ
ストできる表示レイアウトの最
大領域 (ピクセル単位)。この制
限より大きいレイアウトは無視
されます。この最大値は、表示
レイアウトジオメトリに制約を
与えずに、送信する必要のある
表示データの量に上限を提供す
ることを目的としています。0 
に設定すると、レイアウト領
域に制限は適用されません。
この設定は、クライアントの
レイアウトリクエストごとに再
ロードされます。— バージョン
2019.1-7423 (p. 170) から使用
可能。

max-num-heads integer - 
DWORD 
(32 ビッ
ト)

custom 4 ヘッドの最大数 — クライアン
トがリクエストできるディスプ
レイヘッドの最大数を指定しま
す。ディスプレイヘッドは、ホ
ストモニターに相当します。こ
の設定は、クライアントのレイ
アウトリクエストごとに再ロー
ドされます。クライアントか
らより多くのヘッドがリクエス
トされると、サーバーはその値
がこのオプションで設定された
値を超えないようにヘッドの数
を調整します。— バージョン
2017.0-4100 (p. 177) から使用
可能。
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パラメータ タイプ - 
Windows 
レジスト
リの種類

コンテキ
ストの再
ロード

デフォルト値 説明

min-head-resolution string custom (640、480) 最小ヘッド解像度 — クライア
ントがリクエストできるディ
スプレイヘッドの最小解像度。
ディスプレイヘッドは、ホスト
モニターに相当します。この設
定は、クライアントのレイアウ
トリクエストごとに再ロードさ
れます。クライアントに、より
小さい解像度がリクエストされ
ると、サーバーはこのオプショ
ンで設定された最小幅と最大
高の値と一致するように解像度
を調整します。— バージョン
2017.0-4100 (p. 177) から使用
可能。

target-fps integer - 
DWORD 
(32 ビッ
ト)

セッショ
ン

-1 1 秒あたりの目標フレーム — 
1 秒あたりに許可される最大
フレームを指定します。値を 
0 にすると、無制限に設定さ
れます。値を -1 にすると、
サーバー特性とセッションタ
イプに応じて target-fps 値が
決定されます。2020.2 より前
のバージョンでは、値 -1 は
認識されず、デフォルト値は 
25 になります。— バージョン
2017.0-4100 (p. 177) から使用
可能。

use-grabber-dirty-
region

true また
は false - 
DWORD 
(32 ビッ
ト)

セッショ
ン

Linux: true -
Windows: 1

ダーティー領域を使用するか
どうか — ダーティー画面領
域を使用するかどうかを指定
します。有効にすると、グラ
バーは、画面からダーティー
領域における新しいフレーム
を計算します。— バージョン
2017.0-4100 (p. 177) から使用
可能。
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パラメータ タイプ - 
Windows 
レジスト
リの種類

コンテキ
ストの再
ロード

デフォルト値 説明

web-client-max-head-
解像度

string custom (1920、1080) ウェブクライアントの最大ヘッ
ド解像度 — ウェブクライアント
によってリクエストされるディ
スプレイヘッドの最大解像度。
ディスプレイヘッドは、ホスト
モニターに相当します。この設
定は、クライアントのレイアウ
トリクエストごとに再ロードさ
れます。この設定は、ウェブク
ライアントが最大解像度を明示
的に設定している場合に無視さ
れます。 max-head-resolution 
制限オプションは、このオプ
ションで設定された最大幅と高
さの値の上に適用されます。値
が (0、0) に設定されている場合
は無視されます。— バージョン
2020.0-8428 (p. 169) から使用
可能。

display/linux パラメータ
以下の表に、Linux NICE DCV サーバーの /etc/dcv/dcv.conf ファイルの [display/linux] セク
ションの設定パラメータと、Windows NICE DCV サーバーの display/linux レジストリキーを示しま
す。

パラメータ タイプ - 
Windows 
レジスト
リの種類

コンテキ
ストの再
ロード

デフォルト値 説明

gl-displays string セッショ
ン

[':0.0'] 3D 高速 X ディスプレイ — 仮想
セッションで OpenGL レンダ
リングに DCV が使用するロー
カル 3D 高速 X 表示および画
面のリストを指定します。この
値がない場合は、仮想セッショ
ンで OpenGL アプリケーショ
ンを実行できません。この設定
は、コンソールセッションでは
無視されます。— バージョン
2017.0-4100 (p. 177) から使用
可能。

input パラメータ
以下の表に、Linux NICE DCV サーバーの /etc/dcv/dcv.conf ファイルの [input] セクションの設定
パラメータと、Windows NICE DCV サーバーの input レジストリキーを示します。
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パラメータ タイプ - 
Windows 
レジスト
リの種類

コンテキ
ストの再
ロード

デフォルト値 説明

enable-autorepeat true また
は false - 
DWORD 
(32 ビッ
ト)

セッショ
ン

Linux: true -
Windows: 1

Linux での自動リピートを許可す
るかどうか — 単一のキーに対し
て自動リピートを許可するかど
うかを指定します。— バージョ
ン 2017.2-6182 (p. 174) から使
用可能。

ゲームパッドを有効
にする

true また
は false - 
DWORD 
(32 ビッ
ト)

セッショ
ン

Linux: true -
Windows: 1

ゲームパッド入力を許可す
るかどうか — ゲームパッ
ドを有効にするかどうかを
指定します。— バージョン
2022.0-11954 (p. 160) 以降で
使用可能です。

enable-relative-
mouse

true また
は false - 
DWORD 
(32 ビッ
ト)

セッショ
ン

Linux: true -
Windows: 1

相対マウス移動を許可する
かどうか — 相対マウス移
動を許可するかどうかを指
定します。— バージョン
2017.0-5121 (p. 177) から使用
可能。

enable-stylus true また
は false - 
DWORD 
(32 ビッ
ト)

セッショ
ン

Linux: true -
Windows: 1

スタイラス入力を許可するかど
うか — スタイラスを有効にする
かどうかを指定します。— バー
ジョン 2019.0-7318 (p. 171) か
ら使用可能。

enable-touch true また
は false - 
DWORD 
(32 ビッ
ト)

セッショ
ン

Linux: true -
Windows: 1

タッチ入力を許可するかどうか
— タッチを有効にするかどうか
を指定します。— バージョン
2017.3-6698 (p. 173) から使用
可能。

license パラメータ
以下の表に、Linux NICE DCV サーバーの /etc/dcv/dcv.conf ファイルの [license] セクションの設
定パラメータと、Windows NICE DCV サーバーの license レジストリキーを示します。

パラメータ タイプ - 
Windows 
レジスト
リの種類

コンテキ
ストの再
ロード

デフォルト値 説明

license-file string セッショ
ン

'' ライセンス — EC2 以外のイン
スタンスで実行する場合に DCV 
サーバーに使用するライセン
スを指定します。ライセンス
はRLMライセンスを通じて付
与されます。Windows では ';' 
で区切って、Linux では ':' で区

127



NICE DCV 管理者ガイド
log パラメータ

パラメータ タイプ - 
Windows 
レジスト
リの種類

コンテキ
ストの再
ロード

デフォルト値 説明

切って、ライセンス仕様のリス
トを含めることができます。各
ライセンス仕様は、拡張評価ラ
イセンスの場合はローカルライ
センスファイル、フローティン
グライセンスの場合は PORT 
@HOSTNAME の形式で指定さ
れた RLM サーバーポートとホ
スト名にすることができます。
複数のライセンスが指定されて
いる場合、サーバーは最初のラ
イセンスが検証されるまで (た
とえば、ライセンスファイルが
正しく認識されるか、リモート 
RLM サーバーに接続できるま
で) 各ライセンスを順番に試しま
す。値を指定しない場合、サー
バーは Linux ではデフォルトの
ライセンスファイル '/usr/share/
license/license.lic'、Windows で
は 'C:\Program Files\ NICE\ DCV
\ Server\ license\ license.lic' を
探します。デフォルトのライ
センスファイルが見つからな
い場合は、デモライセンスが
使用されます。このパラメー
タは EC2 インスタンスでは
無視されます。— バージョン
2017.0-4100 (p. 177) から使用
可能。

log パラメータ
以下の表に、Linux NICE DCV サーバーの /etc/dcv/dcv.conf ファイルの [log] セクションの設定パ
ラメータと、Windows NICE DCV サーバーの log レジストリキーを示します。

パラメータ タイプ - 
Windows 
レジスト
リの種類

コンテキ
ストの再
ロード

デフォルト値 説明

directory string server '' ログ出力ディレクトリ — ログ
の保存先を指定します。指定し
ない場合、Windows では「C:\
\ NICEProgramData\ DCV\ log
\」がデフォルトになり、Linux 
では「/var/log/dcv/」がデフォ
ルトになります。— バージョ
ン 2017.0-4100 から使用可
能 (p. 177)。
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パラメータ タイプ - 
Windows 
レジスト
リの種類

コンテキ
ストの再
ロード

デフォルト値 説明

enable-image-audit true また
は false - 
DWORD 
(32 ビッ
ト)

server Linux: false -
Windows: 0

転送された画像のコンテンツ
監査を有効にする-転送された
画像のコンテンツを別のファ
イルに保存する必要があるか
どうかを指定します。画像は
ログサブディレクトリに保存
され、ファイル名は監査 CSV 
ファイルに報告されます。転
送監査を無効にすると、値は
無視されます。— バージョン
2023.0-14852 (p. 154) 以降で
使用可能です。

level string custom 'info' ログレベル — ログファイルの
詳細レベルを指定します。詳
細度レベルは、「エラー」、
「警告」、「情報」、「デバッ
グ」です（提供される詳細度
の順）。新しい値は、設定上
で変更され、DCV エージェ
ントプロセスに伝播されると
すぐに有効になります。バー
ジョン <= 2019.1 の場合、DCV 
エージェントプロセスのロ
グレベルは、開始時にのみ設
定されます。— バージョン
2017.0-4100 (p. 177) から使用
可能。

max-file-size integer - 
DWORD 
(32 ビッ
ト)

server 0 MegaBytes ローテーション前の
最大ログファイルサイズ — ロー
テーションがトリガーされる前
の最大ログファイルサイズを指
定します。値が「0」の場合、
サイズによるローテーション
は無効になり、代わりにファイ
ルを生成するプロセスが再開さ
れたときにファイルがローテー
ションされます。— バージョン
2022.1-13067 (p. 158) 以降で
使用可能です。

rotate integer - 
DWORD 
(32 ビッ
ト)

server 10 ログファイルのローテーショ
ンの数 — 削除される前にログ
ファイルがローテーションさ
れる回数を指定します。値を 
0 にした場合、古いバージョ
ンはローテーションされずに
削除されます。— バージョン
2017.0-4100 (p. 177) から使用
可能。
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パラメータ タイプ - 
Windows 
レジスト
リの種類

コンテキ
ストの再
ロード

デフォルト値 説明

回転間隔 string server 'none' 2 回の連続したログファイル
ローテーション間の最大時間間
隔 — 2 回の連続するログファ
イルローテーション間の最大
時間間隔を指定します。値が 
'none' の場合、ファイルは時間
に基づいてローテーションさ
れません。他に指定できる値
は、「毎分」、「毎時間」、
「毎日」です。— バージョン
2022.1-13067 (p. 158) 以降で
使用可能です。

ローテーションサ
フィックス

string server 「カウンター' ローテーションされたログファ
イルに追加するサフィックス — 
ローテーションされたログファ
イルに追加するサフィックス
を指定します。「counter」が
指定されている場合、ローテー
ションされた各ログファイル
に、単純に増加するカウンター
サフィックスが追加されます。
「タイムスタンプ」が指定され
ている場合、「YYYY-MM-DD-
HH-MM」形式のタイムスタン
プがログファイルに適用されま
す。そのタイムスタンプのロー
テーションされたファイルがす
でにログフォルダーに存在する
場合、タイムスタンプに数値カ
ウンタが追加されます。— バー
ジョン 2022.1-13067 (p. 158)
以降で使用可能です。

transfer-audit string server 'none' 監査を転送する方向 — 監査を転
送する方向を指定します。この
パラメータが有効になっている
場合、新しい CSV ファイルの
ログはサーバーとクライアント
間で転送されます。指定できる
値は 'none'、''、server-to-client 
'client-to-server'、および 'all' で
す。この値が設定されていない
か、「none」でない場合、転送
監査は無効になり、ファイルは
作成されません。— バージョン
2017.0-4100 (p. 177) から使用
可能。
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printer パラメータ
以下の表に、Linux NICE DCV サーバーの /etc/dcv/dcv.conf ファイルの [printer] セクションの設
定パラメータと、Windows NICE DCV サーバーの printer レジストリキーを示します。

パラメータ タイプ - 
Windows 
レジスト
リの種類

コンテキ
ストの再
ロード

デフォルト値 説明

file-printer-name string custom 「DCV プリンター」 ファイルダウンロード用の仮
想 DCV プリンターの名前 — 
DCV サーバー上の仮想 DCV 
プリンターの名前を表す文字
列。Linux では、この値は新し
い Linux DCV セッションが作成
されるたびに設定から読み込ま
れます。この設定が空でなく、
値として文字列 PREFIX がある
場合は、「PREFIX-SESSION-
NUMBER」という名前の新し
い仮想プリンターが CUPS に
登録されます。この設定が空の
場合、DCV 仮想プリンターは
登録されません。Windows で
は、この設定を使用してシス
テムのデフォルトプリンター
を変更します。空の文字列に
設定すると、DCV によって
現在の既定のプリンターは変
更されません。— バージョン
2022.0-11954 (p. 160) 以降で
使用可能です。

use-default-printer string custom 「クライアントが決
定」

デフォルトプリンターの設定
方法を決定します — サーバー
は、どのプリンターをデフォ
ルトプリンターとして設定する
かを決定します。指定できる値
は、「クライアントが決定」、
「常時オン」、「常時オフ」
です。この設定の値が 'always-
off' の場合、サーバーはどのプ
リンタもデフォルトとして設定
しません。値が 'always-on' の
場合、セクション 'printer' の設
定'file-printer-name 'で指定され
ているプリンタを設定します。
値が 'client-decides' の場合、
クライアントから送信されるデ
フォルトのプリンタが設定され
ます。クライアントからデフォ
ルトプリンタが送信されない場
合、「printer」セクションのfile-
printer-name「」で指定されたプ
リンタが設定されます。デフォ
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パラメータ タイプ - 
Windows 
レジスト
リの種類

コンテキ
ストの再
ロード

デフォルト値 説明

ルト値は「クライアント決定」
です。現在、Windows でのみ
サポートされています。— バー
ジョン 2022.2-13907 (p. 157)
以降で使用可能です。

redirection パラメータ
以下の表に、Linux NICE DCV サーバーの /etc/dcv/dcv.conf ファイルの [redirection] セクショ
ンの設定パラメータと、Windows NICE DCV サーバーの redirection レジストリキーを示します。

パラメータ タイプ - 
Windows 
レジスト
リの種類

コンテキ
ストの再
ロード

デフォルト値 説明

enable-timezone-
redirection

string セッショ
ン

「クライアントが決
定」

クライアントからサーバーへの
タイムゾーンのリダイレクトを
許可または拒否 — クライアン
トからサーバーへのタイムゾー
ンのリダイレクトを許可または
拒否します。指定できる値は、
「常時オン」、「常時オフ」、
「クライアント決定」です。
「always-on」に設定されてい
る場合、優先ユーザークライ
アントはタイムゾーンをサー
バーに送信し、それがサーバー
のタイムゾーンになります。
「always-off」に設定されてい
る場合、サーバーは独自のタイ
ムゾーンをクライアントに表示
します。クライアントのタイム
ゾーンメッセージはすべて破棄
されます。'client-decides' に設
定すると、優先ユーザーのクラ
イアントは自分のタイムゾーン
をサーバーに送信でき、それが
サーバーのタイムゾーンになり
ます。クライアントは、自分の
タイムゾーンをサーバーに送信
しないことを選択できます。デ
フォルト値は、「クライアント
による決定」です。— バージョ
ン 2022.2-13907 (p. 157) 以降
で使用可能です。

132



NICE DCV 管理者ガイド
security パラメータ

security パラメータ
以下の表に、Linux NICE DCV サーバーの /etc/dcv/dcv.conf ファイルの [security] セクションの
設定パラメータと、Windows NICE DCV サーバーの security レジストリキーを示します。

パラメータ タイプ - 
Windows 
レジスト
リの種類

コンテキ
ストの再
ロード

デフォルト値 説明

allowed-http-host-
regex

string server '^.+$' 許可されたホストの正規表現
— この DCV サーバーで処理可
能なホスト名を表す正規表現
パターンを指定します。着信 
HTTP リクエストのホストヘッ
ダーがこのパターンに一致して
いない場合、リクエストそのも
のが、HTTP 403 (禁止) ステー
タスコードで失敗します。これ
は、HTTP ホストヘッダー攻撃
を回避するためのセキュリティ
対策です。Javascript のように
有効な正規表現のパターンであ
る必要があります。パターンの
文字は、大文字と小文字の両方
に一致します。例: '^(www\.)?
example\.com$' — バージョン
2017.0-4100 (p. 177) から使用
可能。

allowed-ws-origin-
regex

string server '^https://.+$' 許可されたオリジン — この DCV 
サーバーが受け入れるオリジン
を表す正規表現パターンを指定
します。 WebSocket 接続を確
立すると、クライアントのハン
ドシェイクの Origin ヘッダー
フィールドに、接続を確立する
スクリプトの生成元が示されま
す。着信 HTTP リクエストのオ
リジンヘッダーがこのパターン
に一致していない場合、リクエ
ストそのものが、HTTP 403 (禁
止) ステータスコードで失敗しま
す。これは、 WebSocket クロス
サイトハイジャック (CSWSH) 攻
撃を防ぐためのセキュリティ対
策です。Javascript のように有効
な正規表現のパターンである必
要があります。パターンの文字
は、大文字と小文字の両方に一
致します。オリジンヘッダーの
形式は <scheme> "://" <host> [ ":" 
<port> ] です。例:'^ https://(www
\.)? 例\ .com (: 443)? $'。— バー
ジョン 2017.0-4100 (p. 177) か
ら使用可能。
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パラメータ タイプ - 
Windows 
レジスト
リの種類

コンテキ
ストの再
ロード

デフォルト値 説明

auth-connection-
setup-timeout

integer - 
DWORD 
(32 ビッ
ト)

server 120 認証チャネル接続セットアップ
のタイムアウト — タイムアウ
トまでに認証チャネル接続セッ
トアップ手順の完了に費やす時
間 (秒) を指定します。手順にこ
れ以上の時間がかかった場合、
チャネルは閉じられます。0 に
設定すると、認証チャネル接続
セットアップのタイムアウトは
無効になります。— バージョン
2017.0-4100 (p. 177) から使用
可能。

auth-token-verifier string server '' 認証トークンの検証装置のエン
ドポイント — DCV サーバーで
使用される認証トークンの検証
装置のエンドポイント (URL) を
指定します。空にすると、内
部認証トークンの検証装置が
使用されます。— バージョン
2017.0-4100 (p. 177) から使用
可能。

auth-token-verifier-
timeout

integer - 
DWORD 
(32 ビッ
ト)

server 100 認証トークン検証者のタイム
アウト (秒単位)。— DCV サー
バーで使用される認証トークン
の検証を待機する時間 (秒単位) 
を指定します。— バージョン
2023.0-14852 (p. 154) 以降で
使用可能です。

認証 string server 'system' 認証メソッド — DCV サーバー
で使用されるクライアント認
証方法を指定します。クライア
ント認証を基盤となるオペレー
ティングシステムに委任するに
は、「system」を使用します。
クライアント認証を無効にし、
すべてのクライアントへのアク
セスを付与するには、「none」
を使用します。— バージョン
2017.0-4100 (p. 177) から使用
可能。

authentication-
threshold

integer - 
DWORD 
(32 ビッ
ト)

server 3 認証しきい値 — サーバーの
接続が閉じられるまでの各
クライアントの認証試行回
数を指定します。試行回数を
無制限に設定するには、0 を
使用します。— バージョン
2017.0-4100 (p. 177) から使用
可能。
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パラメータ タイプ - 
Windows 
レジスト
リの種類

コンテキ
ストの再
ロード

デフォルト値 説明

ca-file string server '' CA ファイル — DCV サーバーで
信頼されている認証機関 (CA) を
含むファイルを指定します。空
にすると、システムによって提
供されるデフォルトの信頼スト
アが使用されます。— バージョ
ン 2017.0-4100 (p. 177) から使
用可能。

certificate-to-user-file string custom '' 証明書からユーザーへのマッピ
ングファイル — 証明書とユー
ザーのマッピングリストを含む
ファイルを指定します。— バー
ジョン 2022.0-11954 (p. 160)
以降で使用可能です。

ciphers string server 'ECDHE-RSA-
AES128-GCM-
SHA256:ECDHE-
ECDSA-
AES128-GCM-
SHA256:ECDHE-
RSA-AES256-GCM-
SHA384:ECDHE-
ECDSA-
AES256-GCM-
SHA384:ECDHE-
RSA-AES128-
SHA256:ECDHE-
RSA-AES256-
SHA384'

TLS 接続で使用される暗号リス
ト — TLS 接続で使用する暗号
リストを指定します。暗号は、
「:」文字を使用して区切る必要
があります。また、openssl とク
ライアントでサポートされてい
る必要があります。— バージョ
ン 2017.0-4100 (p. 177) から使
用可能。

connection-estab-
timeout

integer - 
DWORD 
(32 ビッ
ト)

server 5 接続確立のタイムアウト — 
タイムアウトまでに接続手順
の完了に費やす時間 (秒) を指
定します。手順にこれ以上の
時間がかかった場合、接続は
閉じられます。0 に設定する
と、接続の確立はタイムアウ
トしません。— バージョン
2017.0-4100 (p. 177) から使用
可能。
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パラメータ タイプ - 
Windows 
レジスト
リの種類

コンテキ
ストの再
ロード

デフォルト値 説明

connection-setup-
timeout

integer - 
DWORD 
(32 ビッ
ト)

server 5 チャネル接続セットアップのタ
イムアウト — タイムアウトまで
にチャネル接続セットアップ手
順の完了に費やす時間 (秒) を指
定します。手順にこれ以上の時
間がかかった場合、チャネルは
閉じられます。0 に設定すると、
チャネル接続セットアップはタ
イムアウトしません。— バー
ジョン 2017.0-4100 (p. 177) か
ら使用可能。

CRL ファイル string custom '' CRL ファイル — 証明書失効
リスト (CRL) を含むファイル
を指定します。— バージョン
2022.0-11954 (p. 160) 以降で
使用可能です。

enable-gssapi true また
は false - 
DWORD 
(32 ビッ
ト)

server Linux: false -
Windows: 0

GSSAPI SASL メカニズムを有効
にする — Kerberos を使用して 
DCV 認証を可能にする GSSAPI 
SASL メカニズムを有効または
無効にします。— バージョン
2017.3-6698 (p. 173) から使用
可能。

max-connections-
per-user

integer - 
DWORD 
(32 ビッ
ト)

server 10 ユーザーの最大接続数 — ユー
ザーあたりに許可される同時
接続の最大数を指定します。
この数を超えると接続は拒
否されます。— バージョン
2017.0-4100 (p. 177) から使用
可能。

no-tls-strict true また
は false - 
DWORD 
(32 ビッ
ト)

server Linux: false -
Windows: 0

厳格な証明書検証を無効にする 
— 外部証明書トークンの検証
装置に接続する際、厳格な証明
書検証を有効または無効にしま
す。認証トークンの検証装置で
自己署名証明書が使用される場
合は厳格な認証の検証を無効に
する必要があります。— バー
ジョン 2017.0-4100 (p. 177) か
ら使用可能。
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パラメータ タイプ - 
Windows 
レジスト
リの種類

コンテキ
ストの再
ロード

デフォルト値 説明

os-auto-lock true また
は false - 
DWORD 
(32 ビッ
ト)

セッショ
ン

Linux: true -
Windows: 1

最後のクライアント接続が終
了したときに OS セッション
をロックするかどうか — 有
効にすると、最後のクライ
アント接続が閉じられたと
きに、OS セッションがロッ
クされます。— バージョン
2017.1-5777 (p. 176) から使用
可能。

pam-service-name string server 'dcv' PAM サービス名 — DCV で使
用される PAM 設定ファイルの
名前を指定します。デフォルト
の PAM サービス名は「dcv」で
あり、/etc/pam.d/dcv 設定ファ
イルに該当します。このパラ
メータは、「system」の認証
メソッドを使用する場合にのみ
使用されます。— バージョン
2017.0-4100 (p. 177) から使用
可能。

passwd-file string server '' パスワードファイル — ユー
ザーの認証情報を確認するた
めに使用するパスワードファ
イルを指定します (dcv 認証
モードの場合のみ)。空にする
と、${XDG_CONFIG_HOME}/
NICE/dcv/passwd (Linux の場
合)、%CSIDL_LOCAL_APPDATA
%\NICE\dcv\passwd (Windows 
の場合) のデフォルトファイル
が使用されます。— バージョン
2017.0-4100 (p. 177) から使用
可能。

server-fqdn string server '' サーバー FQDN — サーバー
の完全修飾ドメイン名。
空は gethostname() を意
味します。— バージョン
2017.3-6698 (p. 173) から使用
可能。

service-name string server 'dcv' サービス名 — サービスの登録名 
(通常はプロトコル名)。— バー
ジョン 2020.0-8428 (p. 169) か
ら使用可能。
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パラメータ タイプ - 
Windows 
レジスト
リの種類

コンテキ
ストの再
ロード

デフォルト値 説明

監視制御 string custom 「無効」 セッションの監視制御のタイ
プ — セッションの監視制御の
タイプを指定します。設定可
能な値は「無効」と「強制」で
す。この値を「強制」に設定
すると、非監視アクセス権限を
設定して、共同セッションでの
ユーザーによる所有者なしの
アクセスを許可または拒否で
きます。監視されていないアク
セスがユーザーに許可されてい
る場合、ユーザーは所有者なし
でセッションにアクセスできま
す。所有者を除くすべてのユー
ザーは、デフォルトでこの権
限を拒否されます。この値を 
'disabled' (デフォルト) に設定す
ると、サーバーはこの監視制御
と権限を強制しません。新しい
値は、構成で変更されるとすぐ
に有効になります。— バージョ
ン 2021.3-11591 (p. 161) 以降
で使用可能です。

user-realm string server '' サーバーユーザー領域 — 
サーバーのユーザー領域を
指定します。— バージョン
2017.3-6698 (p. 173) から使用
可能。

session-management パラメータ
以下の表に、Linux NICE DCV サーバーの /etc/dcv/dcv.conf ファイルの [session-management]
セクションの設定パラメータと、Windows NICE DCV サーバーの session-management レジストリ
キーを示します。

パラメータ タイプ - 
Windows 
レジスト
リの種類

コンテキ
ストの再
ロード

デフォルト値 説明

create-session true また
は false - 
DWORD 
(32 ビッ
ト)

server Linux: false -
Windows: 0

サーバースタートアップ時にコ
ンソールセッションを作成する
— サーバースタートアップ時
に自動的にコンソールセッショ
ン (ID 「console」を使用) が起
動されるようにするかどうか
を指定します。— バージョン
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パラメータ タイプ - 
Windows 
レジスト
リの種類

コンテキ
ストの再
ロード

デフォルト値 説明

2017.0-4100 (p. 177) から使用
可能。

enable-gl-in-virtual-
セッション

string セッショ
ン

'default-on' dcv-gl 機能を使用するかど
うか — dcv-gl 機能を使用
するかどうかを指定します 
(要ライセンス)。使用でき
る値: 'always-off'、'default-
on'、'default-off'。— バージョン
2017.0-4100 (p. 177) から使用
可能。

max-concurrent-
clients

integer - 
DWORD 
(32 ビッ
ト)

セッショ
ン

-1 セッションあたりの最大同時ク
ライアント数 — セッションあた
りの最大同時クライアント数を
指定します。-1 に設定すると、
制限は適用されません。自動
セッションのみに制限を設定す
るには、'session-management/
max-concurrent-clients 'セクショ
ンのautomatic-console-session' 
'を使用してください。— バー
ジョン 2017.0-4100 から使用可
能 (p. 177)。

max-concurrent-
sessions

integer - 
DWORD 
(32 ビッ
ト)

server 0 同時セッションの最大数 — 許可
される同時セッションの最大数
を指定します。コンソールセッ
ションは本質的に 1 つに制限
されているため、この制限は現
在、仮想セッションにのみ適用
されます。制限を強制しない場
合は、0 を指定します。— バー
ジョン 2019.0-7318 (p. 171) か
ら使用可能。

max-sessions-per-
user

integer - 
DWORD 
(32 ビッ
ト)

server 0 ユーザーあたりの最大セッショ
ン数 - 各ユーザーが所有できる
同時セッションの最大数を指
定します。この制限は現在、仮
想セッションにのみ適用されま
す。制限を強制しない場合は、0 
を指定します。— バージョン
2021.0-10242 (p. 166) から使
用可能。
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パラメータ タイプ - 
Windows 
レジスト
リの種類

コンテキ
ストの再
ロード

デフォルト値 説明

virtual-session-
default-layout

string セッショ
ン

[] 仮想セッションのデフォルト
のレイアウト — これが設定
されている場合、Xdcv はス
タートアップ時に指定したレ
イアウトを作成するように設
定されます。モニタごとに、
解像度 (w,h) と位置 (x,y) で設
定できます。指定されたモニ
タはすべて、有効になります。
デフォルトのレイアウト例値:
[{'w':, <800>'h':, <600>'x<0>':, 
'y':<0>}, {'w<1024>':, 'h<768>':, 
'x<800>':, 'y':<0>}] この設定で
は、（ virtual-session-monitors 
設定で指定された）モニター
の最大数が配列の要素数より
も優先されます。たとえば、5 
つのモニターが設定されてい
て、モニターの最大数が 4 の
場合、最初の 4 つのモニター
だけが作成されます。この
キーを設定すると、有効になっ
ているモニターの数 ( virtual-
session-monitors 設定で指定) は
無視されます。— バージョン
2017.0-5600 (p. 176) から使用
可能。

virtual-session-font-
path

string セッショ
ン

'' 特殊なフォントのパスを追加す
るかどうか — 特殊なフォントの
パスを指定します。アプリケー
ションによっては、特殊なフォ
ントを X サーバーに渡す必要が
ある場合があります。— バー
ジョン 2017.0-4100 (p. 177) か
ら使用可能。

virtual-session-
source-profile

true また
は false - 
DWORD 
(32 ビッ
ト)

セッショ
ン

Linux: false -
Windows: 0

セッションスターターでユー
ザープロファイルを取得する
かどうか — セッションスター
タースクリプトを実行するシェ
ルがユーザープロファイルを
取得するかどうかを指定しま
す。デフォルトではこれは false 
で、DCV は「bash--noprofile--
norc」でセッションスターター
スクリプトを実行します。バー
ジョン 2021.3-11591 (p. 161)
以降で使用可能です。
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パラメータ タイプ - 
Windows 
レジスト
リの種類

コンテキ
ストの再
ロード

デフォルト値 説明

virtual-session-xdcv-
args

string セッショ
ン

'' Xdcv に渡す追加の引数 — 必要
に応じて、Xdcv に渡す追加の引
数を指定します。— バージョン
2017.0-4334 (p. 177) から使用
可能。

session-management/automatic-console-
session パラメータ

以下の表に、Linux NICE DCV サーバーの /etc/dcv/dcv.conf ファイルの [session-management/
automatic-console-session] セクションの設定パラメータと、Windows NICE DCV サーバーの
session-management/automatic-console-session レジストリキーを示します。

パラメータ タイプ - 
Windows 
レジスト
リの種類

コンテキ
ストの再
ロード

デフォルト値 説明

client-eviction-policy string server 'reject-new-
connection'

制限に達したときのクライア
ント接続の処理方法を指定 — 
セッションあたりの同時接続の
最大数に達したときに、新しい
接続を拒否するか、既存の接続
を自動的に閉じるかを指定しま
す。指定できる値はreject-new-
connection '' (受信接続が閉じ
られる) と 'same-user-oldest-
connection' (サーバーは、セッ
ションを長時間操作していない
同じユーザーの接続を閉じる、
または、その情報がない場合は
接続時間が最も古いユーザーの
接続を閉じる) です。— バージョ
ン 2022.1-13067 (p. 158) 以降
で使用可能です。

max-concurrent-
clients

integer - 
DWORD 
(32 ビッ
ト)

server -1 セッションあたりの最大同時
クライアント数 — セッション
ごとに許可する最大同時クラ
イアント数を指定します。-1 
に設定すると、制限は適用
されません。— バージョン
2017.0-5600 (p. 176) から使用
可能。

所有者 string server '' 自動作成された「console」セッ
ションの所有者 — 「console」
セッションの所有者のユーザー
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session-management/defaults パラメータ

パラメータ タイプ - 
Windows 
レジスト
リの種類

コンテキ
ストの再
ロード

デフォルト値 説明

ネームを指定します。空にする
と、DCV サーバーを起動した
ユーザーが所有者になります。
この設定は、サーバー起動時に
自動的に作成した「console」
セッションにのみ適用されま
す (create-session 設定を true 
にした場合)。— バージョン
2017.0-5600 (p. 176) から使用
可能。

permissions-file string server '' 「console」の自動セッションの
アクセス許可ファイル — ユー
ザーによる DCV 機能へのアクセ
スを確認するために使用するア
クセス許可ファイルへのパスを
指定します。空にすると、所有
者にセッションへのフルアクセ
スが許可されます。— バージョ
ン 2017.0-5600 (p. 176) から使
用可能。

storage-root string server '' ファイルストレージのルート
フォルダへのパス — コンソー
ルセッションストレージに使用
されるフォルダの完全パスを指
定します。storage-root が空の
場合や、フォルダが存在しない
場合、ファイルストレージは無
効になります。— バージョン
2017.0-5600 (p. 176) から使用
可能。

session-management/defaults パラメータ
以下の表に、Linux NICE DCV サーバーの /etc/dcv/dcv.conf ファイルの [session-management/
defaults] セクションの設定パラメータと、Windows NICE DCV サーバーの session-management/
defaults レジストリキーを示します。

パラメータ タイプ - 
Windows 
レジスト
リの種類

コンテキ
ストの再
ロード

デフォルト値 説明

permissions-file string セッショ
ン

'' すべてのセッションに含まれ
るデフォルトのアクセス許可
— 各セッション用にユーザー
によって選択されるアクセス
許可に自動的にマージされ
るアクセス許可ファイルへの
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パラメータ タイプ - 
Windows 
レジスト
リの種類

コンテキ
ストの再
ロード

デフォルト値 説明

パスを指定します。空にする
と、'default.perm' ファイルが使
用されます。このファイルは、/
etc/dcv/ (Linux の場合)、また
は DCV のインストールフォル
ダ (例: 'C:\Program Files\NICE
\DCV\Server\conf') (Windows の
場合) にあります。— バージョン
2017.0-5600 (p. 176) から使用
可能。

smartcard パラメータ
以下の表に、Linux NICE DCV サーバーの /etc/dcv/dcv.conf ファイルの [smartcard] セクション
の設定パラメータと、Windows NICE DCV サーバーの smartcard レジストリキーを示します。

パラメータ タイプ - 
Windows 
レジスト
リの種類

コンテキ
ストの再
ロード

デフォルト値 説明

enable-cache string custom 'default-on' スマートカードキャッシュを有
効にするかどうか — スマート
カードキャッシュを有効また
は無効にします。有効にする
と、NICE DCV サーバーは、
クライアントのスマートカード
から受信した最後の値をキャッ
シュします。その後の呼び出し
では、クライアントからでは
なく、サーバーのキャッシュ
から直接取得されます。これ
により、クライアントとサー
バー間で転送されるトラフィッ
クの量が削減されるため、パ
フォーマンスが向上します。
使用できる値には、'always-
on'、'always-off'、'default-
on'、'default-off' が含まれます。
この値は、クライアントスマー
トカードアプリケーションが
起動されるたびに設定から読
み取られます。— バージョン
2017.2-6182 (p. 174) から使用
可能。
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webcam パラメータ
以下の表に、Linux NICE DCV サーバーの /etc/dcv/dcv.conf ファイルの [webcam] セクションの設
定パラメータと、Windows NICE DCV サーバーの webcam レジストリキーを示します。

パラメータ タイプ - 
Windows 
レジスト
リの種類

コンテキ
ストの再
ロード

デフォルト値 説明

max-resolution string connection (1280, 720) ウェブカメラの最大解像度 — 
アプリケーションに適用され
るウェブカメラの最大解像度
を指定します。— バージョン
2021.0-10242 (p. 166) から使
用可能。

preferred-resolution string connection (640、480) 好ましいウェブカメラの解像
度— クライアントによって提供
される解像度のうち、優先する
ウェブカメラの解像度を指定し
ます。指定した解像度がサポー
トされていない場合は、一致す
る解像度のうち最も近いものが
選択され、アプリケーションに
適用されます。値の 1 つを 0 に
指定すると、ウェブカメラの共
有が無効になります。— バー
ジョン 2021.0-10242 (p. 166)
から使用可能。

windows パラメータ
以下の表に、Linux NICE DCV サーバーの /etc/dcv/dcv.conf ファイルの [windows] セクションの設
定パラメータと、Windows NICE DCV サーバーの windows レジストリキーを示します。

パラメータ タイプ - 
Windows 
レジスト
リの種類

コンテキ
ストの再
ロード

デフォルト値 説明

disable-display-sleep true また
は false - 
DWORD 
(32 ビッ
ト)

セッショ
ン

Linux: true -
Windows: 1

ディスプレイが省電力モー
ドになるのを防ぐ — ディス
プレイが省電力モードにな
らないようにするかどうかを
指定します。— バージョン
2017.0-4100 (p. 177) から使用
可能。

printer string セッショ
ン

'' プリンターをデフォルトとし
て設定する — 仮想 DCV プリ
ンターの名前を指定します。
この名前を使用してシステム
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パラメータ タイプ - 
Windows 
レジスト
リの種類

コンテキ
ストの再
ロード

デフォルト値 説明

のデフォルトプリンターを変
更します。空の文字列に設定
すると、DCV によって現在の
既定のプリンターは変更され
ません。非推奨:セクションfile-
printer-name 'printer' の' 'を使
用してください。— バージョ
ン 2017.0-4100 から使用可
能 (p. 177)。

設定パラメータの変更
このセクションでは、NICE DCV サーバーの設定パラメータを変更する方法について説明しま
す。Windows サーバーのレジストリキー、Linux サーバーのセクション、パラメータの名前、タイプ、有
効値の詳細については、「NICE DCV サーバーパラメータリファレンス (p. 115)」を参照してください。

トピック
• Windows NICE DCV サーバー (p. 145)
• Linux NICE DCV サーバー (p. 146)

Windows NICE DCV サーバー
Windows NICE DCV サーバーの場合は、Windows レジストリエディタまたはコマンドラインを使用して
設定パラメータを変更します。 PowerShell

Windows レジストリエディタを使用して設定パラメータを変更するには

1. Windows レジストリエディタを開きます。
2. 以下のレジストリパスに移動します。

HKEY_USERS/S-1-5-18/Software/GSettings/com/nicesoftware/dcv/

3. パラメータがあるレジストリキーを選択します。そのレジストリキーがない場合は、「NICE DCV 
サーバーパラメータリファレンス (p. 115)」に説明されている正確なキー名を使用して作成します。

4. そのパラメータを開きます (ダブルクリックします)。そのパラメータがない場合は、「NICE DCV 
サーバーパラメータリファレンス (p. 115)」に説明されているタイプと名前を使用して作成します。

を使用して設定パラメータを変更するには PowerShell

1. PowerShell 管理者として実行します。
2. 「NICE DCV サーバーパラメータリファレンス (p. 115)」に説明されているキー名を使用して、レジ

ストリキーを追加します。

PS C:\>  New-Item -Path "Microsoft.PowerShell.Core\Registry::\HKEY_USERS
\S-1-5-18\Software\GSettings\com\nicesoftware\dcv\" -Name registry_key -Force

3. 「NICE DCV サーバーパラメータリファレンス (p. 115)」に説明されているタイプと名前を使用し
て、レジストリキーにパラメータを作成します。
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PS C:\>  New-ItemProperty -Path "Microsoft.PowerShell.Core\Registry::\HKEY_USERS
\S-1-5-18\Software\GSettings\com\nicesoftware\dcv\registry_key" -Name parameter_name -
PropertyType parameter_type -Value parameter_value -Force

コマンドラインを使用して起動設定を変更するには

1. 管理者としてコマンドラインを実行します。
2. 「NICE DCV サーバーパラメータリファレンス (p. 115)」に説明されているキー名、パラメータのタ

イプと名前を使用して、レジストリキーを作成し、パラメータを追加します。

C:\>  reg.exe ADD "HKEY_USERS\S-1-5-18\Software\GSettings\com\nicesoftware\dcv
\registry_key" /v parameter_name /t parameter_type /d parameter_value /f

Linux NICE DCV サーバー
Linux NICE DCV サーバーの場合、設定パラメータはテキストエディタや crudini などのコマンドライン
ツールを使用して変更できます。

テキストエディタを使用して設定パラメータを変更するには

1. お好みのテキストエディタを使用して/etc/dcv/dcv.confを開きます。
2. そのファイルで該当するセクションを見つけます。そのセクションがない場合は、「NICE DCV サー

バーパラメータリファレンス (p. 115)」に説明されているセクション名を使用して追加します。

[section]

3. そのセクションでパラメータを見つけ、値を変更します。そのパラメータがセクションにない場合
は、「NICE DCV サーバーパラメータリファレンス (p. 115)」に説明されているパラメータ名を使用
して追加します。

parameter_name="parameter_value"

4. ファイルを保存して閉じます。

crudini を使用して設定パラメータを変更するには

「NICE DCV サーバーパラメータリファレンス (p. 115)」に説明されているセクション名とパラメータ名
を使用して、セクションを作成し、パラメータを追加します。

$  sudo crudini --set /etc/dcv/dcv.conf section_name parameter_name 'parameter_value'

146



NICE DCV 管理者ガイド
EOSL タイムライン

NICE DCV のサポート終了
NICE DCV のサポート終了 (EOSL、End of Support Life) は、NICE DCV の特定のメジャーバージョン (お
よびそのすべてのマイナーバージョン) がサポートを受けなくなり、新しいバージョンとの互換性につい
てテストされなくなった時点を定義するものです。

NICE DCV サポートチームは、EOSL 前日まで、設定問題に対する全面的なサポートを継続します。不具
合の解決と機能の要求は、NICE DCV サーバーと NICE DCV クライアントの最新バージョンにのみ反映さ
れます。旧バージョンには反映されません。

EOSL の日付を過ぎると、それ以上のサポートとメンテナンスが提供されなくなります。また、互換性問
題のテストも中止します。引き続きサポートを受けるには、最新の NICE DCV バージョンにアップグレー
ドする必要があります。

トピック
• EOSL タイムライン (p. 147)
• お客様向けの EOSL パス (p. 147)
• EOSL に関するよくある質問 (p. 148)

EOSL タイムライン
次の表に、NICE DCV メジャーバージョンの EOSL タイムラインを示します。

NICE DCV 
メジャー
バージョン

初回リリース日 EOSL 日

NICE DCV 
2016.x

2015 年 12 月 31 日 2021 年 3 月 31 日

NICE DCV 
2017.x

2017 年 12 月 18 日 2021 年 12 月 31 日

NICE DCV 
2019.x

2019 年 8 月 5 日 2022 年 12 月 31 日

NICE DCV 
2020.x

2020 年 4 月 16 日 2023 年 12 月 31 日

NICE DCV 
2021.x

2021 年 4 月 12 日 2024 年 12 月 31 日

NICE DCV 
2022.x

2022 年 2 月 23 日 2025 年 12 月 31 日

お客様向けの EOSL パス
AWS で NICE DCV を稼働させている場合、NICE DCV のライセンスは不要です。お支払いいただくの
はワークロードに使用する基本的な AWS リソースの料金のみとなります。現在使用している NICE DCV 

147



NICE DCV 管理者ガイド
EOSL に関するよくある質問

バージョンが EOSL の日付を過ぎている場合は、NICE ダウンロードページを使用して最新の NICE DCV 
バージョンにアップグレードするか、または AWS Marketplace から NICE DCV AMI を使用して引き続き
サポートを受けてください。

オンプレミスで、またはサードパーティーのクラウドサービスプロバイダーを使用して、NICE DCV を実
行しており、現在使用している NICE DCV のバージョンが EOSL の日付を過ぎている場合は、リセラー
またはディストリビューターに連絡して、利用可能なアップグレードパスを検討してください。有効な
サポート契約がある場合は、NICE DCV の最新バージョンに無償でアップグレードできます。NICE DCV 
ディストリビューターおよびリセラーについては、NICE ウェブサイトを参照してください。

EOSL に関するよくある質問
1. オンプレミスまたはサードパーティーのクラウドサービスプロバイダーで、EOSL に達した NICE DCV 
のバージョンを使用していますが、既存のサポート契約があります。EOSL の影響を受けますか？

有効なサポート契約をお持ちの場合、NICE DCV サポート契約の条件により、NICE DCV ライセンスを追
加料金なしで最新バージョンにアップグレードすることができます。この状況でしたら、影響は最小限に
抑えられます。サポート契約の有効期限が切れた場合は、次の方法のいずれかを利用すれば、引き続き完
全なサポートを受けることができます。

1. 新たな有料ライセンスを入手して、最新の NICE DCV バージョンにアップグレードする。
2. EOSL タイムラインに達する前にサポート契約を更新して、NICE DCV の最新バージョンへのアップグ

レードパスを入手する。
3. サポート契約の有効期限が切れた後のサポートサービスに対して、現在の料金の 70% に相当する回復

手数料を支払うことで、古いサポート契約を再開する。

2. Amazon EC2 で EOSL に達した NICE DCV のバージョンを使用しています。どうすればサポートされ
ているバージョンにアップグレードできますか？

Amazon EC2 でご利用いただいているお客様は、NICE DCV を追加料金なしでいつでも完全サポートバー
ジョンにアップグレードすることができます。

3. サポートされている NICE DCV サーバーで EOSL に達した NICE DCV クライアントのバージョンを使
用できますか？その逆の場合はどうですか？

使用できます。ただし、EOSL に達したバージョンにはバグ修正が適用されなくなるため、クライアント
とサーバーソフトウェアの両方を最新バージョンにアップグレードすることを強くお勧めします。
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セキュリティ
AWS では、クラウドのセキュリティが最優先事項です。AWS の顧客は、セキュリティを最も重視する
組織の要件を満たすように構築されたデータセンターとネットワークアーキテクチャから利点を得られま
す。

セキュリティは、AWS とお客様の間の責任共有です。責任共有モデルでは、これをクラウドのセキュリ
ティおよびクラウド内のセキュリティと説明しています。

• クラウドのセキュリティ - AWS は、AWS クラウドで AWS のサービスを実行するインフラストラク
チャを保護する責任を負います。また、AWS は、使用するサービスを安全に提供します。AWS コンプ
ライアンスプログラムの一環として、サードパーティーの監査が定期的にセキュリティの有効性をテス
トおよび検証しています。NICE DCV に適用されるコンプライアンスプログラムの詳細については、コ
ンプライアンスプログラムによるAWS対象範囲内のサービスコンプライアンスプログラムによるを参照
してください。

• クラウド内のセキュリティ - ユーザーの責任は、使用する AWS のサービスに応じて異なります。ま
た、ユーザーは、データの機密性、企業要件、および適用法令と規制などのその他要因に対する責任も
担います。

このドキュメントは、NICE DCV を使用する際に共有責任共有モデルを適用する方法を理解するのに役立
ちます。以下のトピックでは、セキュリティおよびコンプライアンスの目的を達成するように NICE DCV 
を設定する方法を示します。また、NICE DCVAWS リソースのモニタリングや保護にの他のサービスを利
用する方法についても説明します。

内容
• NICE DCV でのデータ保護 (p. 149)
• NICE DCV のコンプライアンス検証 (p. 150)

NICE DCV でのデータ保護
AWShttp://aws.amazon.com/compliance/shared-responsibility-model/、NICE DCVのデータ保護に適用され
ます。このモデルで説明されているように、AWS は、AWS クラウド のすべてを実行するグローバルイン
フラストラクチャを保護する責任を負います。顧客は、このインフラストラクチャでホストされているコ
ンテンツに対する管理を維持する責任があります。このコンテンツには、使用される AWS のサービス の
セキュリティ構成と管理タスクが含まれます。データプライバシーの詳細については、「データプライバ
シーのよくある質問」を参照してください。欧州でのデータ保護の詳細については、AWS セキュリティブ
ログに投稿された「AWS 責任共有モデルおよび GDPR」のブログ記事を参照してください。

データを保護するため、AWS アカウント の認証情報を保護し、AWS IAM Identity Center (successor to 
AWS Single Sign-On) または AWS Identity and Access Management (IAM) を使用して個々のユーザーを
セットアップすることをお勧めします。この方法により、それぞれのジョブを遂行するために必要なアク
セス許可のみを各ユーザーに付与できます。また、次の方法でデータを保護することをお勧めします。

• 各アカウントで多要素認証 (MFA) を使用します。
• SSL/TLS を使用して AWS リソースと通信します。TLS 1.2 が必要です。TLS 1.3 をお勧めします。
• AWS CloudTrail で API とユーザーアクティビティログをセットアップします。
• AWS のサービス 内でデフォルトである、すべてのセキュリティ管理に加え、AWS の暗号化ソリュー

ションを使用します。
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• Amazon Macie などの高度なマネージドセキュリティサービスを使用します。これらは、Amazon S3 に
保存されている機密データの検出と保護を支援します。

• コマンドラインインターフェイスまたは API を使用して AWS にアクセスするときに FIPS 140−2 検証
済みの暗号化モジュールが必要な場合は、FIPS エンドポイントを使用します。利用可能な FIPS エンド
ポイントの詳細については、連邦情報処理規格 (FIPS) 140-2を参照してください。

顧客の E メールアドレスなどの機密情報は、タグや Name フィールドなどの自由形式のテキストフィール
ドに格納しないことを強くお勧めします。これは、コンソール、API、、、またはAWS SDKAWS のサー
ビス を使用して NICE DCV または他のを使用する場合も同様です。AWS CLI名前に使用する自由記述の
テキストフィールドやタグに入力したデータは、課金や診断ログに使用される場合があります。外部サー
バーへ URL を供給する場合は、そのサーバーへのリクエストを検証するために、認証情報を URL に含め
ないことを強くお勧めします。

データの暗号化
セキュリティで保護されたサービスの重要な特徴として、情報はアクティブに使用されていないときに暗
号化されます。

保管中の暗号化
NICE DCV自体には顧客データは保存されません。NICE DCV サーバホスト上のデータは、保存時に暗号
化できます。NICE DCV を使用する場合はAWS、Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイドの
「保管時の暗号化」セクションと、Windows インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイドの「保管時の
暗号化」セクションを参照してください。

転送中の暗号化
NICE DCV クライアントおよび NICE DCV サーバから送信されるすべてのデータは、HTTPS/TLS 接続を
介した送信により、すべて暗号化されます。

証明書を設定するには、を参照してくださいTLS 証明書の管理 (p. 58)。

NICE DCV のコンプライアンス検証
サードパーティーの監査者は、複数の AWS コンプライアンスプログラムの一部として AWS のサービス
のセキュリティとコンプライアンスを評価します。NICE DCV を使用してサービスにアクセスしても、そ
のサービスのコンプライアンスは変わりません。

特定のコンプライアンスプログラムの対象となる AWS サービスのリストについては、「コンプライア
ンスプログラムによる対象範囲内の AWS のサービス」を参照してください。一般的な情報については、
「AWS コンプライアンスプログラム」を参照してください。

サードパーティーの監査レポートをダウンロードするには、AWS Artifact を使用します。詳細について
は、「AWS Artifact でレポートをダウンロードする」を参照してください。

NICE DCV を使用する際のお客様のコンプライアンス責任は、お客様のデータの機密性や貴社のコンプラ
イアンス目的、適用可能な法律および規制によって決定されます。 AWSでは、コンプライアンスに役立つ
以下のリソースを提供しています。

• 「セキュリティ & コンプライアンス クイックリファレンスガイド」– これらのデプロイガイドには、
アーキテクチャ上の考慮事項の説明と、AWS でセキュリティとコンプライアンスに重点を置いたベース
ライン環境をデプロイするためのステップが記載されています。

• AWS コンプライアンスのリソース – このワークブックおよびガイドのコレクションは、お客様の業界と
拠点に適用されるものである場合があります。
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• 「AWS Config デベロッパーガイド」の「Evaluating resources with rules」(ルールによるリソースの評
価) - AWS Config サービスは、リソース設定が社内の慣行、業界のガイドライン、および規制にどの程
度準拠しているかを評価します。

• AWS Security Hub - この AWS サービスは、AWS 内でのユーザーのセキュリティ状態に関する包括的な
見解を提供し、業界のセキュリティスタンダード、およびベストプラクティスに対するコンプライアン
スを確認するために役立ちます。
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NICE DCV のリリースノートとド
キュメント履歴

このページでは、NICE DCV のリリースノートとドキュメント履歴を掲載します。

トピック
• NICE DCV リリースノート (p. 152)
• ドキュメント履歴 (p. 178)

NICE DCV リリースノート
このセクションでは、NICE DCV の大幅な更新、機能リリース、バグ修正の概要について説明します。更
新はすべてリリースデータ別に整理されています。お客様からお寄せいただいたフィードバックに対応す
るために、ドキュメントを頻繁に更新しています。

トピック
• DCV 2023.0-15022 — 2023 年 4 月 21 日 (p. 153)
• DCV 2023.0-14852 — 2023 年 3 月 28 日 (p. 154)
• DCV 2022.2-14521 — 2023 年 2 月 17 日 (p. 155)
• DCV 2022.2-14357 — 2023 年 1 月 18 日 (p. 155)
• DCV 2022.2-14175 — 2022 年 12 月 21 日 (p. 155)
• DCV 2022.2-14126 — 2022 年 12 月 9 日 (p. 156)
• DCV 2022.2-13907 — 2021 年 11 日 (p. 157)
• DCV 2022.1-13300 — 2022 年 8 月 4 日 (p. 157)
• DCV 2022.1-13216 — 2022 年 7 月 21 日 (p. 158)
• DCV 2022.1-13067 — 2022.1-13067 — 2022.1-13067 — 2022.1-13067 (p. 158)
• DCV 2022.0-12760 — 2022 年 5 月 23 日 (p. 159)
• DCV 2022.0-12627 — 2022 年 5 月 19 日 (p. 159)
• DCV 2022.0-12123 — 2022 年 3 月 23 日 (p. 160)
• DCV 2022.0-11954 (p. 160)
• DCV 2021.3-11591 — 2021 年 12 月 20 日 (p. 161)
• DCV 2021.2-11445 — 2021 年 11 日 (p. 161)
• DCV 2021.2-11190 — 2021 年 10 日 (p. 162)
• DCV 2021.2-11135 — 2021 年 9 日 (p. 162)
• DCV 2021.2-11048 — 2021 年 9 日 (p. 163)
• DCV 2021.1-10851 — 2021 年 7 年 7 月 (p. 164)
• DCV 2021.1-10598 — 2021 年 6 日 (p. 165)
• DCV 2021.1-10557 — 2021.1-10557 — 2021 年 5 月 (p. 165)
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NICE DCV 管理者ガイド
NICE DCV 3.0-1502

• DCV 2021.0-10242 — 2021 年 4 日 (p. 166)
• DCV 2020.2 — 2020 年 12 日 (p. 166)
• DCV 2020.2-9508 — 2020 年 11 日 (p. 167)
• DCV 2020.1-9012 — 2020 年 9 月 (p. 167)
• DCV 2020.1-9012 — 2020 年 8 日 (p. 168)
• DCV 2020.4-2020 年 8 日 (p. 168)
• DCV 2020.0-8428 — 2020 年 4 月 16 日 (p. 169)
• DCV 2019.1-7644 — 2019 年 10 月 24 日 (p. 170)
• DCV 2019.1-7423 — 2019 年 9 月 10 日 (p. 170)
• DCV 2019.0-7318 — 2019 年 8 月 5 日 (p. 171)
• DCV 2017.4-6898 — 2019 年 4 月 16 日 (p. 172)
• DCV 2017.3-6698 — 2019 年 2 月 24 日 (p. 173)
• DCV 2017.2-6182 — 2018 年 10 月 8 日 (p. 174)
• DCV 2017.1-5870 — 2018 年 8 月 6 日 (p. 175)
• DCV 2017.1-5777 — 2018 年 6 月 29 日 (p. 176)
• DCV 2017.0-5600 — 2018 年 6 月 4 日 (p. 176)
• DCV 2017.0-5121 — 2018 年 3 月 18 日 (p. 177)
• DCV 2017.0-4334 — 2018 年 1 月 24 日 (p. 177)
• DCV 2017.0-4100 — 2017 年 12 月 18 日 (p. 177)

DCV 2023.0-15022 — 2023 年 4 月 21 日

ビルド番号 変更とバグ修正

• nice-
dcv-
server: 
15022

• nice-
dcv-
client(ウィ
ンド
ウズ): 
8671

• nice-
dcv-
viewer 
(macOS): 
5456

• nice-
dcv-
viewer 
(Linux): 
5456

• いい履歴
書:547

• nice-
dcv-gl: 
1027

• 画面のサイズ変更後にストリーミングが正しく
機能しなくなる可能性のある同時実行の問題を
修正しました。

• QUIC 接続で障害を引き起こす可能性のある 
NICE DCV サーバーの競合状態を修正しまし
た。

• カーソルが非表示のアプリケーションに関連す
る NICE DCV サーバーのクラッシュを修正しま
した。

• Windows サーバーでの日本語キーボード入力の
問題を修正しました。

• Web カメラストリームのオーディオ/ビデオ同期
が改善されました。

• ICU と libxml2 のサードパーティライブラリを更
新しました。

• XdcvをXServerのバージョン21.1.8に更新
し、XKB仮想セッションの開始を妨げる可能性の
ある問題を修正しました。

• Windows、macOS、Linux のネイティブクライ
アントでビデオのデコードに失敗する可能性が
ある問題を修正しました。

• macOS と Linux のネイティブクライアントの設
定に関する問題を修正しました。
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NICE DCV 管理者ガイド
NICE DCV 3.0-14852

ビルド番号 変更とバグ修正
• nice-

dcv-
gltest: 
318

• nice-
dcv-
simple-
external-
オーセン
ティケー
ター:206

DCV 2023.0-14852 — 2023 年 3 月 28 日

ビルド番号 新機能 変更とバグ修正

• nice-
dcv-
server14852

• nice-
dcv-
client(ウィ
ンドウ
ズ): 865

• nice-
dcv-
viewer 
(macOS): 
5388

• nice-
dcv-
viewer 
(Linux): 
5388

• いい履歴
書:527

• nice-
dcv-gl: 
1022

• nice-
dcv-
gltest: 
318

• nice-
dcv-
simple-
external-
オーセン
ティケー
ター:206

NICE DCV に次の機能が追加されました。

• macOS および Linux 上の NICE DCV クライアン
トで、選択したモニタで全画面表示がサポート
されるようになりました。

• すべてのクライアントでドラッグアンドドロッ
プによるファイルのアップロードを開始するサ
ポートが追加されました。

• レッドハットエンタープライズ Linux 9、ロッ
キーリナックス 9、および CentOS ストリーム 9 
を追加しました。

• Linux 上の NICE DCV サーバーのタイムゾーン
リダイレクトのサポートを追加しました。

• 誤った帯域幅推定や視覚的なアー
ティファクトを引き起こす可能性
のある QUIC トランスポートのい
くつかの問題を修正しました。

• macOS および Linux クライアント
のユーザーインターフェイスを更
新しました。

• Windows インストーラーでは、
ユーザーに表示されるアプリケー
ション名に一貫して NICE DCV が
使用されるようになりました。

• Windows でのクリップボードサ
ポートの実装を見直し、堅牢性を
高めました。

• Windows でドイツ語のキーボード
レイアウトを使用するときの Caps 
Lock キーの問題を修正しました。
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NICE DCV 管理者ガイド
NICE DCV 2022.2-14521 2022.2-14521

DCV 2022.2-14521 — 2023 年 2 月 17 日

ビルド番号 変更とバグ修正

• nice-dcv-server: 14521
• nice-dcv-client(ウィンドウズ): 8570
• nice-dcv-viewer (macOS): 5125
• nice-dcv-viewer (Linux): 4804
• いい履歴書:519
• nice-dcv-gl: 1012
• nice-dcv-gltest: 307
• nice-dcv-simple-external-オーセンティケー

ター:198

• macOS クライアントの日本語キーボードとスペ
イン語のキーボードの問題を修正しました。

• Windows NICE DCV サーバーのテンキーに関す
る問題を修正しました。

• QUIC 接続でのメモリリークを修正しました。
• 古いビデオドライバーを使用する際の Windows 

NICE DCV クライアントの安定性が向上しまし
た。

• OpenSSL と libsoup のサードパーティライブラ
リを更新しました。

• Xdcv を XServer のバージョン 21.1.7 に更新し
ました。

DCV 2022.2-14357 — 2023 年 1 月 18 日

ビルド番号 変更とバグ修正

• nice-dcv-server14357
• nice-dcv-client(ウィンドウズ): 852
• nice-dcv-viewer (macOS): 4804
• nice-dcv-viewer (Linux): 4804
• いい履歴書:487
• nice-dcv-gl: 1012
• nice-dcv-gltest: 307
• nice-dcv-simple-external-オーセンティケー

ター:198

• Suse パッケージの最新のアップデートで発生
し始めた Suse Linux 12 の仮想セッションのク
ラッシュを修正しました。

• X ピックスマップの処理に関連する DCV-GL の
メモリリークを修正しました。

• DCV-GLxrestop をツールと統合して、X ピッ
クスマップが対応するプロセスに関連付けられ
るようにします。

• Windows サーバー上の Web カメラとオーディ
オのリダイレクトを改善して、Windows のネ
イティブな動作とより一貫したものにしまし
た。OS イベントが発生してもストリームが中断
されることはありません。

• Windows NICE DCV クライアントがインプット
メソッドを処理する方法を改善しました。

• 行区切り文字としてキャリッジリターン文字の
みを使用するテキストに関連するWindows NICE 
DCVクライアントのクリップボードの問題を修
正しました。

DCV 2022.2-14175 — 2022 年 12 月 21 日

ビルド番号 変更とバグ修正

• nice-dcv-server: 14175
• nice-dcv-client(ウィンドウズ): 8472

• WebSocket 接続を使用する際のサーバー内の
ファイル記述子のリークを修正しました。
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NICE DCV 管理者ガイド
NICE DCV 2022.2-14126 2022.2-14126 2022.

ビルド番号 変更とバグ修正
• nice-dcv-viewer (macOS): 4804
• nice-dcv-viewer (Linux): 4804
• いい履歴書:487
• nice-dcv-gl: 983
• nice-dcv-gltest: 307
• nice-dcv-simple-external-オーセンティケー

ター:198

• Xdcv が XServer のバージョン 21.1.6 に更新さ
れました。

DCV 2022.2-14126 — 2022 年 12 月 9 日

ビルド番号 変更とバグ修正

• nice-dcv-server: 14126
• nice-dcv-client(ウィンドウズ): 8472
• nice-dcv-viewer (macOS): 4804
• nice-dcv-viewer (Linux): 4804
• いい履歴書:481
• nice-dcv-gl: 983
• nice-dcv-gltest: 301
• nice-dcv-simple-external-オーセンティケー

ター:198

• 韓国語キーボードを使用する際のWindowsサー
バーの問題を修正しました。

• Windows 11 でハングアップする可能性のある 
Windows サーバー上の USB リダイレクトに関
する問題を修正しました。

• 'rotate' パラメーターが 0 に設定されている場合
のサーバー上のログローテーションの問題を修
正しました。

• 特定のネットワーク条件下でストリームがフ
リーズする可能性がある MacOS クライアント
および Linux クライアントの問題を修正しまし
た。

• Windows ネイティブクライアントが全画面表示
になったときにサイズが正しく変更されない問
題を修正しました。

• ファイルのアップロード中にクラッシュを引き
起こす可能性のある MacOS クライアントおよ
び Linux クライアントの問題を修正しました。

• macOS クライアントでオーディオが機能しなく
なる問題を修正しました。

• NVIDIA GPU の使用時にクラッシュを引き起こ
す可能性のある Linux クライアントの問題を修
正しました。

• タイムゾーンリダイレクト UI がサーバーと同期
しなくなる可能性のある Web Client の問題を修
正しました。

• セッション後のページを読み込めないウェブク
ライアントの問題を修正しました。

• LibTIFF と MIT ケルベロスオープンソースの依
存関係を更新しました。
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NICE DCV 管理者ガイド
NICE DCV 2022.2-13907 2022.2-13907 2022.

DCV 2022.2-13907 — 2021 年 11 日

ビルド番号 新機能 変更とバグ修正

• nice-
dcv-
server: 
13907

• nice-
dcv-
client(ウィ
ンド
ウズ): 
8427

• nice-
dcv-
viewer 
(macOS): 
4653

• nice-
dcv-
viewer 
(Linux): 
4653

• いい履歴
書:481

• nice-
dcv-gl: 
983

• nice-
dcv-
gltest: 
301

• nice-
dcv-
simple-
external-
オーセン
ティケー
ター:198

NICE DCV に次の機能が追加されました。

• Windows 上の NICE DCV クライアントで、選択
したモニタで全画面表示がサポートされるよう
になりました。

• macOS での高ピクセル密度ディスプレイのネイ
ティブクライアントのサポートが追加されまし
た。

• macOSとLinuxのNICE DCVクライアントにプリ
ンタリダイレクトを追加しました。

• Windows 上の NICE DCV サーバーのタイムゾー
ンリダイレクトのサポートを追加しました。

• コンソールセッションのシングルサインオン
をサポートするために、Ubuntu 22.04 用の 
GNOME シェル拡張を追加しました。

• オープンソースドライバーを使用する際
に、AMD GPU に VAAPI ベースのエンコーダー
を追加しました。

• Web クライアントのユーザーイン
ターフェイスを Cloudscape デザイ
ンスタイルに更新しました。

• クライアントの再接続によってト
リガーされたエージェント内のメ
モリリークを修正しました。

• Ubuntu 20.04で仮想セッションを
使用する際にGDM3を使用するシ
ステムのサポートが追加されまし
た。

• Ubuntu 20.04の仮想セッションで
断続的にブラックスクリーンが発
生する問題を修正しました。

• タブを変更したときにクリップ
ボードの更新が行われない原因と
なる Web クライアントの問題を修
正しました。

• テンキーパッドの Enter キーの問
題を修正しました。

DCV 2022.1-13300 — 2022 年 8 月 4 日

ビルド番号 変更とバグ修正

• nice-dcv-server: 13300
• nice-dcv-client(ウィンドウズ): 8261
• nice-dcv-viewer (macOS): 4279
• nice-dcv-viewer (Linux): 4251
• いい履歴書:43

• 1 つのセッションに複数の共同編集者が接続して
いる場合に Windows を自動的にロック解除しな
いでください。

• サーバーが指定された証明書ファイルをロード
できない場合の問題を修正しました。
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NICE DCV 管理者ガイド
NICE DCV 2.1-13216

ビルド番号 変更とバグ修正
• nice-dcv-gl: 973
• nice-dcv-gltest: 295
• nice-dcv-simple-external-オーセンティケー

ター:193

• macOS クライアントでオーディオが歪む問題を
修正しました。

DCV 2022.1-13216 — 2022 年 7 月 21 日

ビルド番号 変更とバグ修正

• nice-dcv-server: 13216
• nice-dcv-client(ウィンドウズ): 8261
• nice-dcv-viewer (macOS): 4251
• nice-dcv-viewer (Linux): 4251
• いい履歴書:43
• nice-dcv-gl: 966
• nice-dcv-gltest: 295
• nice-dcv-simple-external-オーセンティケー

ター:193

• 2019.1 以前の NICE DCV サーバーに接続できな
い原因となっていたすべてのクライアントの問
題を修正しました。

• Windows SmartCard サーバーのリダイレクトに
関する問題を修正しました。

• GPU を搭載したホストの NICE DCV サーバーに
接続すると、ストリーミングが失敗する可能性
がある問題を修正しました。

DCV 2022.1-13067 — 2022.1-13067 — 2022.1-13067 
— 2022.1-13067

ビルド番号 新機能 変更とバグ修正

• nice-
dcv-
server13067

• nice-
dcv-
client(ウィ
ンド
ウズ): 
8248

• nice-
dcv-
viewer 
(macOS): 
4241

• nice-
dcv-
viewer 
(Linux): 
4241

• いい履歴
書:43

NICE DCV に次の機能が追加されました。

• サーバーに Ubuntu 22.04 とロッキーリナックス 
8.5 以降のサポートを追加しました。

• ネイティブクライアント用の Ubuntu 22.04 のサ
ポートを追加しました。

• Windows、macOS、および Linux ネイティブク
ライアントのコラボレーションエクスペリエン
スを改善しました。

• パフォーマンスが向上し、GPU 以
外のサーバーでの全体的な CPU 消
費量が最大 30% 削減されました。

• ログローテーションは、時間間隔
またはサイズ制限を指定する設定
で構成できるようになりました。

• 最初のハンドシェイクが失敗する
原因となる可能性のある QUIC ト
ランスポートの問題を修正しまし
た。

• Linuxサーバーでの相対的なマウ
スモーションが一部のアプリケー
ションで期待どおりに機能しない
問題を修正しました。
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NICE DCV 管理者ガイド
NICE DCV 2022.0-12760 2022.0-12760

ビルド番号 新機能 変更とバグ修正
• nice-

dcv-gl: 
966

• nice-
dcv-
gltest: 
295

• nice-
dcv-
simple-
external-
オーセン
ティケー
ター:193

DCV 2022.0-12760 — 2022 年 5 月 23 日

ビルド番号 変更とバグ修正

• nice-dcv-server: 12760
• nice-dcv-client(ウィンドウズ): 8145
• nice-dcv-viewer (macOS): 4131
• nice-dcv-viewer (Linux): 4131
• いい履歴書:424
• nice-dcv-gl: 961
• nice-dcv-gltest: 291
• nice-dcv-simple-external-オーセンティケー

ター:188

変更:

web-url-path オプションを指定するときに Web ク
ライアントが正常に接続できない問題を修正しま
した。

DCV 2022.0-12627 — 2022 年 5 月 19 日

ビルド番号 変更とバグ修正

• nice-dcv-server: 12627
• nice-dcv-client(ウィンドウズ): 8145
• nice-dcv-viewer (macOS): 4131
• nice-dcv-viewer (Linux): 4131
• いい履歴書:424
• nice-dcv-gl: 961
• nice-dcv-gltest: 291
• nice-dcv-simple-external-オーセンティケー

ター:188

変更:

• 誤った帯域幅推定や視覚的なアーティファクト
を引き起こす可能性のある QUIC トランスポー
トのいくつかの問題を修正しました。

• 更新プロセスが失敗する原因となる可能性のあ
る Windows サーバーのインストーラーの Audio 
サービスの問題を修正しました。

• アンインストール処理が失敗する原因となる可
能性のある Windows クライアントのインストー
ラの USB 処理に関する問題を修正しました。

• macOS および Linux クライアントでスクリー
ンショットを保存するときの問題を修正しまし
た。
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NICE DCV 管理者ガイド
NICE DCV 2022.0-12123 2022.0-12123 2022.0

ビルド番号 変更とバグ修正
• OpenSSL、zlib、および gdk-pixbuf のサード

パーティライブラリを更新しました。

DCV 2022.0-12123 — 2022 年 3 月 23 日

ビルド番号 新機能 変更とバグ修正

• nice-dcv-server: 12123
• nice-dcv-client(ウィンドウズ): 

7920
• nice-dcv-viewer (macOS): 

3973
• nice-dcv-viewer (リナックス): 

3973
• いい履歴書:424
• nice-dcv-gl: 961
• nice-dcv-gltest: 291
• nice-dcv-simple-external-オー

センティケーター:188

NICE DCV に次の機能が追加さ
れました。

• macOS および Linux クライア
ントに高い色精度を有効にす
るオプションが追加されまし
た。

変更:

• QUIC トランスポートを使用す
る際の帯域幅推定と画質が向
上しました。

修正内容:

• NVIDIA ドライバー 510.xx を
使用している場合の Linux の
コンソールセッションでのビ
ジュアルアーティファクトが
修正されました。

• Windows ネイティブクライア
ント内の DualShock 4 日

• Web カメラを有効にしたとき
に macOS クライアントで発
生する可能性があったクラッ
シュが修正されました。

DCV 2022.0-11954

ビルド番号 新機能 変更とバグ修正

• nice-dcv-server: 1954
• nice-dcv-client(ウィンドウズ): 

7866
• nice-dcv-viewer (macOS): 

3929
• nice-dcv-viewer (Linux): 3929
• いい履歴書:424
• nice-dcv-gl: 961
• nice-dcv-gltest: 291
• nice-dcv-simple-external-オー

センティケーター:188

NICE DCV に次の機能が追加さ
れました。

• Windows サーバーと Windows 
ネイティブクライアントの
ゲームコントローラーのサ
ポート。

• NICE DCV Web クライアン
トは、 WebCodecs これをサ
ポートするブラウザを利用す
るようになりました。

• Windows クライアントと Web 
クライアントに高い色精度を
有効にするオプションが追加
されました。

• コラボレーションエクスペリ
エンスの向上:誰かがセッショ

変更:

• TLS 証明書は NICE DCV サー
バーを再起動せずに更新でき
るようになりました。

• NICE DCV サーバが特定の
ネットワークインターフェイ
スまたは特定の IPv4 または 
IPv6 アドレスでリッスンする
ように設定できるようになり
ました。

• 「DCV プリンター」は Linux 
システムでも自動的に設定さ
れるようになりました。

• Windows 上の NICE DCV プロ
セスがより高い優先度で実行
されるようになりました。
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NICE DCV 管理者ガイド
NICE DCV 2021.3-11CV 2021.3-11591 2021.

ビルド番号 新機能 変更とバグ修正
ンに参加すると、ユーザーに
通知が届きます

• サポートされている Linux ディ
ストリビューションのリスト
に CentOS 8 ストリームを追加
しました。

修正内容:

• GPU 搭載のインスタンスを
使用しているときに Windows 
2016 でエージェントが再起動
するとクラッシュする問題を
修正しました。

• 一部の USB デバイスが NICE 
DCV クライアントからリダイ
レクトされているときにセッ
ションからログアウトすると 
Windows でクラッシュする問
題を修正しました。

• 認証チェックを実行するとき
は、Windows ドメインを含む
ユーザー名を正規化します。

• Windows クライアントの相対
マウスモードが改善されまし
た。

• CapsLock キーの同期に関する
問題を修正しました。

DCV 2021.3-11591 — 2021 年 12 月 20 日

ビルド番号 新機能 変更とバグ修正

• nice-dcv-server: 11591
• nice-dcv-client(ウィンドウズ): 

7801
• nice-dcv-viewer (macOS): 

3829
• nice-dcv-viewer (Linux): 3829
• いい履歴書:415
• nice-dcv-gl: 952
• nice-dcv-gltest
• nice-dcv-simple-external-オー

センティケーター:176

NICE DCV に次の機能が追加さ
れました。

• Web クライアントのユーザー
インターフェイスが更新され
ました。

• EC2 G5 および G5G インスタ
ンスがサポートされるように
なりました。

• Windows Server 2022と
Windows 11がオペレーティン
グシステムをサポートするよ
うになりました。

• Linux 仮想セッションの init ス
クリプトは、ユーザーの bash 
プロファイルを読み込まなく
なるため、環境変数がシステ
ムのデフォルト値を上書きす
るという問題が繰り返される
のを防ぐことができます。

• には Python 3 nice-dcv-ext-
authenticator が必要になりま
した。

DCV 2021.2-11445 — 2021 年 11 日

ビルド番号 変更とバグ修正

• nice-dcv-server: 1445
• nice-dcv-client(Windows): 7792
• nice-dcv-viewer (macOS): 3797
• nice-dcv-viewer (Linux): 3797

修正内容:

• クライアントが macOS Monterey で正しく動作
しない問題を修正しました。
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NICE DCV 管理者ガイド
NICE DCV 2021.2-11190

ビルド番号 変更とバグ修正
• nice-xdcv: 411
• nice-dcv-gl: 946
• nice-dcv-gltest: 279
• nice-dcv-simple-external-オーセンティケー

ター:160

• Windows におけるサーバーのセキュリティが強
化されました。

• 特にウェブクライアントの使用時にマルチモニ
ターレイアウトが正しく適用されないことがあ
るというバグを修正しました。

• Delete キーが一部の Windows アプリケーショ
ンで正しく動作しなくなるという問題を修正し
ました。

• Linux のウェブクライアントパッケージを、その
ウェブクライアント自体が含まれていた旧バー
ジョンのサーバーパッケージと相互に排他的な
ものとしてマークしました。

DCV 2021.2-11190 — 2021 年 10 日

ビルド番号 変更とバグ修正

• nice-dcv-server: 1190
• nice-dcv-client(Windows): 7788
• nice-dcv-viewer (macOS): 376
• nice-dcv-viewer (Linux): 3776
• nice-xdcv: 411
• nice-dcv-gl: 946
• nice-dcv-gltest: 279
• nice-dcv-simple-external-オーセンティケー

ター:160

修正内容:

• 証明書の期限が切れているサーバーに接続する
と証明書の検証ダイアログを閉じることができ
なくなるという Windows クライアントの問題を
修正しました。

• ネイティブクライアントでスタイラスペンのミ
ドルクリックボタンが期待どおりに動作しない
という問題を修正しました。

• レガシー X11 フォントが読み込まれなくなる 
Xdcv の回帰が修正されました。

• デッドキーを使用するキーボードレイアウトを
使用しているときに、macOS クライアントおよ
び Linux クライアントでキーボードの組み合わ
せが正しく動作しない問題を修正しました。

DCV 2021.2-11135 — 2021 年 9 日

ビルド番号 変更とバグ修正

• nice-dcv-server: 1135
• nice-dcv-client(Windows): 7781
• nice-dcv-viewer (macOS): 3740
• nice-dcv-viewer (Linux): 3740
• nice-xdcv: 408
• nice-dcv-gl: 944
• nice-dcv-gltest: 279
• nice-dcv-simple-external-オーセンティケー

ター:160

修正内容:

• 2021.2 クライアントを使用して古いサーバーに
接続したときに接続問題とパフォーマンス問題
を引き起こす可能性がある QUIC パケットサイ
ズネゴシエーションの問題を修正しました。

• NVENC エンコーダ障害を引き起こす可能性が
ある NVIDIA デバイス選択のバグを修正しまし
た。

• Windows と NVIDIA GPU を搭載したマシンで圧
縮アーティファクトや色精度アーティファクト
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NICE DCV 管理者ガイド
NICE DCV 2021.2-11048

ビルド番号 変更とバグ修正
が発生する可能性があるという問題を修正しま
した。

• Linux サーバーの修飾キーにより一部のキーボー
ドの組み合わせが期待どおりに動作しないこと
があるというバグを修正しました。

• M1 CPU を搭載したマシンでの macOS クライ
アントのパフォーマンス低下を修正しました。

• macOS クライアントで一部のキーボードの組み
合わせが期待どおりに動作しないというバグを
修正しました。

• Linux 仮想セッションにおけるタッチイベントの
処理によりセッションが終了されてしまう可能
性があるという問題を修正しました。

DCV 2021.2-11048 — 2021 年 9 日

ビルド番号 新機能 変更とバグ修正

• nice-dcv-server: 11048
• nice-dcv-client(Windows): 7774
• nice-dcv-viewer (macOS): 

3690
• nice-dcv-viewer (Linux): 3690
• nice-xdcv: 406
• nice-dcv-gl: 944
• nice-dcv-gltest: 279
• nice-dcv-simple-external-オー

センティケーター:160

NICE DCV に次の機能が追加さ
れました。

• ウェブクライアントのクリッ
プボードの改善。これらの改
善により、Google Chrome お
よび Microsoft Edge で NICE 
DCV ウェブクライアントを使
用して、PNG 形式のイメージ
のコピーと貼り付けを実行で
きるようになりました。

• Windows クライアントと 
macOS クライアントのスク
リーンショットブロック機
能。この機能では、ユーザー
が NICE DCV セッションコン
テンツのスクリーンショット
を撮影できないようにするこ
とで、セキュリティレイヤー
を追加します。有効にする
と、ユーザーがキャプチャし
たスクリーンショットがすべ
て空白の画面になります。

• ストリーミングの質の強化。
特に、QUIC プロトコルを
使用した場合の「build-to-
lossless」のパフォーマンスを
向上させることで、ストリー
ミングの質を強化しました。

• クライアントの動作を指
定する certificate-
validation-policy オプ
ションが追加されました。こ

変更:

• NICE DCV ウェブクライアン
トは、Linux の個別のパッケー
ジになり、かつ Windows イ
ンストーラのオプションコン
ポーネントになりました。こ
の変更により、ウェブクライ
アントのデプロイをお客様が
決定できます。

• NVENC エンコーダの使用時
に H.264 杯プロファイルがサ
ポートされるようになりまし
た。NVENC エンコーダーと 
NVIDIA GPU を使用すると、
同じ画質を維持しながら帯域
幅の使用量を減らすことがで
きます。

• NICE DCV サーバーでは、複
数の GPU を搭載したマシンで
使用可能なすべての GPU が圧
縮に使用されるようになりま
した。

• NICE DCV に同梱されている 
Windows ドライバーはすべ
て WHQL の認定を受けていま
す。

• OpenSSL がバージョン 1.1.1 
に更新されました。

• Xdcv が XServer のバージョン 
1.20.13 に更新されました。
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NICE DCV 管理者ガイド
DCV 2021.1-10851

ビルド番号 新機能 変更とバグ修正
れは、自己署名証明書などの
信頼できない X.509 証明書が
サーバーによって提示される
場合に使用できます。

• ランタイム時にオーディオド
ライバーで設定されたチャネ
ル数は変更できます。

• dcvinput Xorg モジュールに 
Pressure2K オプションが追加
されました。これを使用すれ
ば、スタイラスの圧力感度範
囲を 0～65335 から 0～2048 
に変更して、Mari や Nuke な
どのアプリケーションとの互
換性を確保できます。

• Google Chrome と Microsoft 
Edge の実験的な WebCodecs 
API に対するSupport が追加さ
れました。ブラウザでこの API 
を有効にすると、NICE DCV 
ウェブクライアントでこの API 
が使用されてビデオデコード
が高速化され、フレームレー
トがさらに高くなります。

修正内容:

• macOS クライアントのテン
キーに関する問題を修正しま
した。

• 一部の USB デバイス (ゲーム
パッドなど) が Windows サー
バーに正しくリダイレクトさ
れない問題を修正しました。

• 切断時に修飾キーを適切に解
放できないバグを修正しまし
た。

• Ubuntu 20.04 と Intel GPU の
使用時に Linux ネイティブクラ
イアントでクラッシュが発生
する問題を修正しました。

DCV 2021.1-10851 — 2021 年 7 年 7 月

ビルド番号 変更とバグ修正

• nice-dcv-server: 10851
• nice-dcv-client(Windows): 7744
• nice-dcv-viewer(macOS): 3590
• nice-dcv-viewer(Linux): 3560
• nice-xdcv:  392
• nice-dcv-gl: 937
• nice-dcv-gltest: 275
• nice-dcv-simple-external-オーセンティケー

ター:154

変更:

• Windows クライアント、Linux クライアン
ト、macOS クライアントの安定性を強化しまし
た。

修正内容:

• Windows サーバーの AMD および NVIDIA グラ
フィックアダプターで画面がちらつくバグを修
正しました。

• 複数のセッションを実行している Linux サー
バーに接続する際に散発する問題を修正しまし
た。

• Linux サーバーでの非西洋キーボードレイアウト
の処理に関連するバグを修正しました。

• Windows クライアントの接続ウィンドウに表示
されるビジュアルアーティファクトが修正され
ました。
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NICE DCV 管理者ガイド
DCV 2021.1-10598

ビルド番号 変更とバグ修正
• Windows の USB リダイレクトドライバーのい

くつかのバグを修正し、デバイスの互換性を改
善しました。

DCV 2021.1-10598 — 2021 年 6 日

ビルド番号 変更とバグ修正

• nice-dcv-server: 10598
• nice-dcv-client(Windows): 7713
• nice-dcv-viewer(macOS): 3473
• nice-dcv-viewer(Linux): 3473
• nice-xdcv: 392
• nice-dcv-gl: 937
• nice-dcv-gltest: 275
• nice-dcv-simple-external-オーセンティケー

ター:154

• サーバーの Windows インストーラーで
session owner フィールドに現在のユーザー
があらかじめ入力されてしまう問題を修正しま
した。

• MacOS クライアントと Linux クライアントの全
体的な安定性を改善しました。

DCV 2021.1-10557 — 2021.1-10557 — 2021 年 5 月

ビルド番号 新機能 変更とバグ修正

• nice-dcv-server: 10557
• nice-dcv-client(Windows): 7713
• nice-dcv-viewer (macOS): 

3450
• nice-dcv-viewer (Linux): 3454
• nice-xdcv: 392
• nice-dcv-gl: 937
• nice-dcv-gltest: 275
• nice-dcv-simple-external-オー

センティケーター:154

• NICE DCV で、GPU がある
サーバーに接続する時に高精
度のオーディオ/ビデオの同期
を可能にするクライアントオ
プションを追加しました。

• NICE DCV で、Linux コンソー
ルセッションにおけるマイク
のサポートを追加しました。

• GPU がない Windows サー
バーホストでの CPU 使用率を
低下させました。

• MacOS クライアントと Linux 
クライアント内の、.dcv接続
ファイルの読み取り時に発生
する問題を修正しました。

• ハードウェアアクセラレー
ションデコードに対応して
いない MacOS マシンのソフ
トウェアデコードにフォール
バックを追加しました。

• システムキーチェーンに保
存されている CA 証明書を 
MacOS クライアントで読み取
るためのサポートを追加しま
した。
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NICE DCV 管理者ガイド
DCV 2021.0-10242

DCV 2021.0-10242 — 2021 年 4 日

ビルド番号 新機能 変更とバグ修正

• nice-dcv-server: 10242
• nice-dcv-client(Windows): 7643
• nice-dcv-viewer (macOS): 

3186
• nice-dcv-viewer (Linux): 3294
• nice-xdcv: 380
• nice-dcv-gl: 912
• nice-dcv-gltest: 266
• nice-dcv-simple-external-オー

センティケーター:134

• Windows NICE DCV サーバー
のウェブカメラリダイレクト
のサポートを追加しました。

• Linux NICE DCV サーバーの
プリンターリダイレクトのサ
ポートを追加しました。

• macOS クライアントでの M1 
プロセッサのサポートを追加
しました。

• macOS クライアントのマル
チモニターディスプレイのサ
ポートを追加しました。

• Linux サーバー、および 
NVIDIA GPU を使用した 
Amazon EC2 インスタンス
で、GPU と CPU リソースの
使用率を最適化しました。

• Linux NICE DCV サーバー用の 
Amazon EC2 G4ad インスタ
ンスで AMD GPU を使用した 
GPU アクセラレーションビデ
オエンコーディングのサポー
トを追加しました。

• オーディオレイテンシーを低
減するためにオーディオ処理
を最適化しました。

• QUIC プロトコルがサーバーで
有効になっている場合のクラ
イアントのデフォルトを QUIC 
プロトコルに変更しました。

• DCV コマンドラインツールに
新しい get-screenshot コマン
ドを追加しました。

• close-session コマンドの
--logout-user オプション
を使用する強制ログアウトオ
プションを追加しました。こ
のオプションは、コンソール
セッションを閉じるときに使
用できます。

DCV 2020.2 — 2020 年 12 日

ビルド番号 変更とバグ修正

• nice-dcv-server9662
• nice-dcv-client(Windows): 7490
• nice-dcv-viewer (macOS): 2117
• nice-dcv-viewer (Linux): 3007
• nice-xdcv: 359
• nice-dcv-gl: 881
• nice-dcv-gltest: 259
• nice-dcv-simple-external-オーセンティケー

ター:125

• ウェブブラウザクライアントで使用されるセ
キュリティプロトコルを強化しました。

• Windows クライアントで使用される Amazon 
EC2 G4ad インスタンスのパフォーマンスと堅
牢性を向上させました。

• Windows クライアントの接続設定ダイアログで
のポートの選択に関する問題を修正しました。
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NICE DCV 管理者ガイド
DCV 2020.2-9508

DCV 2020.2-9508 — 2020 年 11 日

ビルド番号 新機能 変更とバグ修正

• nice-dcv-server: 9508
• nice-dcv-client(Windows): 7459
• nice-dcv-viewer (macOS): 

2078
• nice-dcv-viewer (Linux): 1737
• nice-xdcv: 359
• nice-dcv-gl: 881
• nice-dcv-gltest: 259
• nice-dcv-simple-external-オー

センティケーター:125

• QUIC (UDP ベース) トランス
ポートプロトコルのサポート
を追加しました。

• SLES 15 と Ubuntu 20.4 のサ
ポートが追加されました。

• Windows NICE DCV サーバー
のスマートカードのサポート
を追加しました。

• NVIDIA GPU があるサーバー
と EC2 インスタンスでホスト
されるコンソールセッション
で、デフォルトの NICE DCV 
フレームレートリミッターを 
60 FPS に変更しました。

• NVIDIA GPU がある EC2 イ
ンスタンスでホストされてい
る Windows NICE DCV サー
バーで使用される GPU および 
CPU リソースを最適化しまし
た。

• list-endpoints NICE DCV 
CLI コマンドを追加しました。
これには現在アクティブなエ
ンドポイントが記載されてい
ます。

• version NICE DCV CLI コマ
ンドは --json オプションに
対応しています。

• Linux サーバーにおいて、
create-session NICE DCV 
CLI コマンドが --disable-
login-monitor オプショ
ンに対応するようになりまし
た。

• Linux NICE DCV サーバーのさ
まざまなディスプレイマネー
ジャーとの互換性を向上させ
ました。

• キーボード入力の処理に関す
るいくつかの問題を修正しま
した。

• USB デバイスの許可リスト
ファイルが動的に再ロードさ
れるようになりました。

DCV 2020.1-9012 — 2020 年 9 月

ビルド番号 変更とバグ修正

• nice-dcv-server: 9012
• nice-dcv-client (Windows): 7342
• nice-dcv-viewer (macOS): 1986
• nice-dcv-viewer (Linux): 1545
• nice-xdcv: 338

• 欠落している macOS クライアントアイコンを
追加しました。
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NICE DCV 管理者ガイド
DCV 2020.1-9012

ビルド番号 変更とバグ修正
• nice-dcv-gl: 840
• nice-dcv-gltest: 246
• nice-dcv-simple-external-オーセンティケー

ター:111

DCV 2020.1-9012 — 2020 年 8 日

ビルド番号 変更とバグ修正

• nice-dcv-server: 9012
• nice-dcv-client (Windows): 7342
• nice-dcv-viewer (macOS): 1910
• nice-dcv-viewer (Linux): 1545
• nice-xdcv: 338
• nice-dcv-gl: 840
• nice-dcv-gltest: 246
• nice-dcv-simple-external-オーセンティケー

ター:111

• AWS GovCloud リージョンでの Amazon S3 へ
のアクセスが修正されました。

• ウェブベースのクライアントの改善

DCV 2020.4-2020 年 8 日

ビルド番号 新機能 変更とバグ修正

• nice-dcv-server: 8942
• nice-dcv-client (Windows): 

7342
• nice-dcv-viewer (macOS): 

1910
• nice-dcv-viewer (Linux): 1545
• nice-xdcv: 338
• nice-dcv-gl: 840
• nice-dcv-gltest: 246
• nice-dcv-simple-external-オー

センティケーター:111

• Linux NICE DCV サーバー
で、AWS Graviton2 ベー
スの Arm インスタンス 
(M6g、C6g、R6gなど) がサ
ポートされるようになりまし
た。詳細については、「AWS 
Graviton プロセッサ」を参照
してください。

• Linux NICE DCV サーバーでの 
RHEL 8.x と CentOS 8.x のサ
ポートを追加しました。

• Windows NICE DCV サーバー
と Windows NICE DCV クライ
アントを使用する場合のプリ
ンターリダイレクトのサポー
トを追加しました。

• macOS と Linux のネイティブ 
NICE DCV クライアントでの
圧力感度のスタイラスサポー
トを追加しました。

• Linux NICE DCV サーバーと 
Linux NICE DCV クライアント
のサラウンドサウンド 5.1 サ
ポートを追加しました。

• GPU がない Amazon EC2 イン
スタンスにおいて新しい NICE 
DCV 仮想ディスプレイドライ
バーのサポートを追加しまし
た。

• NVENC エンコーダーの使用時
にカラースペース変換の結果
として視覚アーティファクト
が発生する問題を修正しまし
た。

• コンソールセッションが存在
する場合は常に dcv list-
sessions コマンドに含まれ
るようになりました。

• 新しい Linux ディストリビュー
ションでは、コンソールセッ
ションのエージェントがデ
スクトップセッションの一
部として開始されるようにな
り、GDM3 などの新しいディ
スプレイマネージャーのサ
ポートが強化されました。

• dcv:// スキームを含む URL 
をアクティブ化すると、ネイ
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NICE DCV 管理者ガイド
DCV 2020.0-8428

ビルド番号 新機能 変更とバグ修正
• Linux NICE DCV ネイティブク

ライアントのタッチスクリー
ンサポートを追加しました。

• カスタム名を NICE DCV セッ
ションに関連付けることがで
きるようになりました。

• macOS ネイティブ NICE DCV 
クライアントにおけるハード
ウェアアクセラレーションデ
コードおよびレンダリングの
サポート。

ティブクライアントが自動的
に開くようになりました。

• macOS ネイティブクライアン
トとウェブクライアントでの
キーボード修飾子の処理方法
を改善しました。

• DCV-GL での視覚要素と 
fbconfig の選択を改善し、一部
のアプリケーションのサポー
トを改善しました。

• ファイル転送中の CPU 使用率
を低下させました。

• ウェブブラウザクライアント
での WebGL レンダリングを改
善し、リソースの使用量を削
減しました。

DCV 2020.0-8428 — 2020 年 4 月 16 日

ビルド番号 新機能 変更とバグ修正

• nice-dcv-server8428
• nice-dcv-client (ウィンドウズ): 

7238
• nice-dcv-viewer (macOS): 

1716
• nice-dcv-viewer (Linux): 1358
• nice-xdcv: 296
• nice-dcv-gl: 759
• nice-dcv-gltest: 229
• nice-dcv-simple-external-オー

センティケーター:87

• Linux サーバーでの画面上のス
タイラスとタッチ操作に関す
るサポートを追加しました。

• Windows サーバーの 7.1 サラ
ウンドサウンド再生サポート
を Windows ネイティブクライ
アントに追加しました。

• Linux ネイティブクライアント
のハードウェアアクセラレー
ションとスタイラスのサポー
トを追加しました。

• サーバー側で表示レイアウト
を設定するための新しい API 
コマンドを追加しました。

• Microsoft Edge ブラウザ (バー
ジョン 79.0.309 以降) のマル
チモニターウェブクライアン
トのディスプレイサポートを
追加しました。

• Windows クライアントのツー
ルバーグリップを、全画面表
示モードで非表示にできるよ
うになりました。

• Windows ネイティブクライ
アントでの NTLM プロキシサ
ポートを追加しました。

• NVIDIA アダプタを使用した 
Windows ヘッドレス物理ホ
ストのサポートが向上しまし
た。

• レガシー NVIDIA NVIFR ライ
ブラリのサポートを削除しま
した。

• 最新の Windows 10 の 
Windows グラフィックキャプ
チャ API 向けのサポートが追
加されました。

• Amazon EC2 のサポートを追
加しました。

EC2 インスタンス上のイン
スタンスメタデータサービス 
(IMDS) v2。

• DCV CLIには、クライアン
トがセッションに接続また
は切断するタイミングを検
出する新しい on-client-
connected/disconnected
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DCV 2019.1-7644

ビルド番号 新機能 変更とバグ修正
コマンドが用意されていま
す。

• 外部認証システムの証明書を
バインドするホスト名を指定
するためのサポートが追加さ
れました。

• DCV-GL は、このライブラリ
をサポートするシステムで GL 
Vendor-Neutral Dispatch ライ
ブラリ (GLvnd) を使用するよ
うになりました。

DCV 2019.1-7644 — 2019 年 10 月 24 日

ビルド番号 変更とバグ修正

• nice-dcv-server7644
• nice-dcv-client (ウィンドウズ): 7114
• nice-dcv-viewer (macOS): 1535
• nice-dcv-viewer (Linux): 1124
• nice-xdcv: 226
• nice-dcv-gl: 544
• nice-dcv-gltest: 220
• nice-dcv-simple-external-オーセンティケー

ター:77

• NICE EnginFrame と他のセッションマネー
ジャーが使用する統合 API の問題を修正しまし
た。

• 32 ビット版の Windows ネイティブクライアン
トの問題が修正されました。

DCV 2019.1-7423 — 2019 年 9 月 10 日

ビルド番号 変更とバグ修正

• nice-dcv-server7423
• nice-dcv-client (ウィンドウズ): 7087
• nice-dcv-viewer (macOS): 1535
• nice-dcv-viewer (Linux): 1124
• nice-xdcv: 226
• nice-dcv-gl: 544
• nice-dcv-gltest: 220
• nice-dcv-simple-external-オーセンティケー

ター:77

• Windows 上の DCV サーバーのセキュリティが
強化されました。

• Linux 上の Autodesk Maya のレンダリングに関
する問題が修正されました。

• キーボードの操作に関する改善とバグ修正が追
加されました。
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DCV 2019.0-7318

DCV 2019.0-7318 — 2019 年 8 月 5 日

ビルド番号 新機能 変更とバグ修正

• nice-dcv-server: 7318
• nice-dcv-client (ウィンドウズ): 

7059
• nice-dcv-viewer (macOS): 

1530
• nice-dcv-viewer (リナックス): 

968
• nice-xdcv: 224
• nice-dcv-gl: 529
• nice-dcv-gltest: 218
• nice-dcv-simple-external-オー

センティケーター:72

• ウェブクライアントでのマル
チモニターをサポート。

• Windows Server 2019 でのス
タイラス入力をサポート。

• macOS および Linux のネイ
ティブクライアントでのオー
ディオ入出力。

• Linux サーバーでのクリップ
ボード機能の拡張 (ミドルク
リックで貼り付け)。

• Windows タッチ入力の圧力感
度の互換性を強化して追加し
ました。

• Windows で異種グラフィック
アダプタを使用するシステム
での動作が向上しました。

• 非アクティブな接続の検出に
必要な時間の短縮 (クライアン
トでの有線ネットワークから 
Wi-Fi ネットワークへの変更時
の対応など)。

• Linux でカーソルアイコンを
キャプチャできない場合のロ
グ記録を削減しました。

• 仮想セッション Xdcv コンポー
ネントで Composite 拡張を無
効にするサポート。

• 同時仮想セッション数の制限
にオプションを追加しまし
た。

• Bash 5 がインストールされて
いるシステムとのスクリプト
互換性を改善しました。

• OpenGL と GLES が検出され
て Linux クライアントでのレン
ダリングに自動的に使用され
るようにデフォルトを変更し
ました。

• GL ウィンドウの表示が変更
されたときの DCV-GL 画面の
バッファを更新しました。

• Windows 7 の Windows クライ
アントでのマウスホイールの
検出を修正しました。

• Windows クライアントが一部
の Windows 7 システムでライ
ブラリのロードに失敗する問
題が修正されました。

• ドキュメントを横向きで印刷
するときの Windows クライア
ントでの印刷が改善されまし
た。
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DCV 2017.4-6898

DCV 2017.4-6898 — 2019 年 4 月 16 日

ビルド番号 新機能 変更とバグ修正

• nice-dcv-server6898
• nice-dcv-client (ウィンドウズ): 

6969
• nice-dcv-viewer (macOS): 

1376
• nice-dcv-viewer (リナックス): 

804
• nice-xdcv: 210
• nice-dcv-gl: 490
• nice-dcv-gltest: 216
• nice-dcv-simple-external-オー

センティケーター:70

• macOS 用の新しいネイティブ
クライアント。

• Windows ネイティブクライア
ントは、システムで使用可能
な場合、デコードとレンダリ
ングにハードウェアアクセラ
レーションを使用するように
なりました。

• dcv コマンドラインツール
は、Windows と Linux の両
方で同じオプションと出力形
式を使用するようになりまし
た。

• dcv コマンドラインツール
は、ライセンスに関する情報
をレポートするようになりま
した。

• クライアントは、非アクティ
ブにより切断する前にユー
ザーに警告を表示するように
なりました。

• 複数の修飾子を使用するキー
ボードの組み合わせのサポー
トが向上しました。

• 通信障害に対する Reprise ラ
イセンスマネージャーとの対
話の堅牢性が向上しました。

• dcvusers コマンドライン
ツールでは、既定で Linux 上の
dcv ユーザーのホームディレ
クトリにデータを保存するよ
うになりました。

• Linux 上で複数の GPU を搭
載した NVENC ハードウェ
アエンコーダーを使用する場
合、nvidia-smi ツールを使
用する場合と同じ順序になり
ました。

• Linux クライアント
は、Windows DCV プリンター
から出力されたファイルを受
信して処理するようになりま
した。
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DCV 2017.3-6698

DCV 2017.3-6698 — 2019 年 2 月 24 日

ビルド番号 新機能 変更とバグ修正

• nice-dcv-server6698
• nice-dcv-client: 5946
• nice-dcv-viewer (リナックス): 

683
• nice-xdcv: 207
• nice-dcv-gl471
• nice-dcv-gltest: 210
• nice-dcv-simple-external-オー

センティケーター:66

• Kerberos (GSSAPI) 認証のサ
ポートが追加されました。

• サポートされている Windows 
版で、タッチイベントのサ
ポートが追加されました。

• システム認証 (Windows 資格情
報プロバイダー) を使用してい
るときに、Windows セッショ
ンを自動的にロック解除しま
す。

• Y'UV444 エンコーディングに
オプトインするオプションが
追加されました。

• EL6 RPM には NVENC エン
コーダーモジュールが搭載さ
れました。

• Windows システム認証で
name@domain 形式が受容され
るようになりました。

• Yubikey USB デバイスが許可
リストに追加されました。

• 日本語キーボードのサポート
が向上しました。

• 入力の認証許可はよりきめ細
かくなりました。仮想カーソ
ルを処理する pointer の許
可が追加されました。相対マ
ウスモードは、マウス (モー
ションインジェクション用) と
ポインタ (モーションフィー
ドバック用) によって異なり
ます。Windows 上で SAS を
扱う keyboard-sas の許可
が追加されました (Control
+Alt+Del)。keyboardsas は
keyboard の許可に依存しま
す。

• 非同期クリップボード API を
サポートするブラウザのウェ
ブクライアントで、空のク
リップボードイベントに関す
る問題が修正されました。

• クライアントが最初のフレー
ムを受信できなくなっていた
キャプチャモジュールの競合
が修正されました。

• 同時ファイルストレージ転送
の処理が向上しました。

• 新しい NVIDIA ドライバーを搭
載した Windows 上の NVIFR 
が修正されました。新しいド
ライバーの動作が変更されま
した。ドライバーのバージョ
ンが自動的に検出され、それ
に応じてメモリ処理が実行さ
れます。

• RLM ライセンストークンの
再取得を中止せずに継続しま
す。これにより、長期間経過
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DCV 2017.2-6182

ビルド番号 新機能 変更とバグ修正
しても licensing error 状
態から回復できます。

• Windows クライアントで全画
面表示のキーボードショート
カットを設定するオプション
を追加しました。

• Windows クライアントで複数
のモニタ間でウィンドウをド
ラッグするときの自動調整ロ
ジックを改善しました。

• Windows クライアントで UIin 
により切断がトリガーされな
い場合のプロンプト再接続オ
プションを修正しました。

• NVIDIA ドライバ 410.xx と 
DCV-GL の非互換性が修正さ
れました。

• Matlab および Blender アプリ
ケーションでの DCV-GL のパ
フォーマンス低下が修正され
ました。

DCV 2017.2-6182 — 2018 年 10 月 8 日

ビルド番号 新機能 変更とバグ修正

• nice-dcv-server6182
• nice-dcv-client: 5890
• nice-dcv-viewer (リナックス): 

503
• nice-xdcv: 180
• nice-dcv-gl: 427
• nice-dcv-gltest: 201
• nice-dcv-simple-external-オー

センティケーター:58

• Linux 仮想セッションでオー
ディオ再生のサポートが追加
されました。

• スマートカードのパフォーマ
ンスが向上しました。

• Linux クライアントでファイル
転送のサポートが追加されま
した。

• キーボードの処理に関する改
善とバグ修正。

• ログレベルの設定を変更して
も、サーバーを再起動する必
要がなくなりました。

• Windows サーバーインストー
ラは、既にインストールされ
ている場合、Microsoft C ラン
タイム再頒布可能パッケージ
のインストールをスキップす
るようになりました。

• EC2 で実行しているときに、
ライセンスの S3 へのアクセス
に失敗すると、ユーザーイン
ターフェイスに通知が表示さ
れます。

• Linux dcv コマンドラインツー
ルでは、list-connections
および describe-session
サブコマンドがサポートされ
るようになり、JSON 出力を実
行するオプションが追加され
ました。
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DCV 2017.1-5870

ビルド番号 新機能 変更とバグ修正
• display セクションの cuda-
devices 設定を追加しまし
た。これにより、さまざまな 
CUDA デバイスに NVENC エ
ンコーディングを配信する
ようにサーバーが設定されま
す。

• 複数の同時コマンドを処理す
る場合の、セッション作成
コードの堅牢性が向上しまし
た。

• デフォルトのクリップボード
の上限を 20 MB に引き上げま
した。

• Windows クライアントはレ
ガシー .dcv ファイルを検出
し、DCV 2016 Endstation を起
動するようになりました (イン
ストールされている場合)。

• DCV のシンプルな外部認証シ
ステムは、環境で設定されて
いるものではなく、常にシス
テム Python インタプリタを使
用するようになりました。

• DCV-GL のリードバック方式
が改善され、パフォーマンス
と堅牢性が向上しました。

• DCV-GL は、フロントバッ
ファのリードバック後にウィ
ンドウのサイズが変更され
たかどうかをチェックする
ようになりました。これによ
り、Coot アプリケーションの
レンダリングの問題が修正さ
れます。

DCV 2017.1-5870 — 2018 年 8 月 6 日

ビルド番号 新機能 変更とバグ修正

• nice-dcv-server5870
• nice-dcv-client5813
• nice-dcv-viewer (リナックス): 

450
• nice-xdcv: 170
• nice-dcv-gl: 36
• nice-dcv-gltest: 198
• nice-dcv-simple-external-オー

センティケーター:53

Ubuntu 18.04 用のパッケージを
リリースしました。コンソール
モードで作業する場合、LightDM 
または他の任意のディスプレイ
マネージャーを使用するように
システムを設定する必要があり
ます。GDM は必要な X11 ディス
プレイ情報を公開していないた
めです。仮想セッションはこの
制限の影響を受けません。

• セッションの作成時ライセン
ス設定が読み取られるように
なりました。これにより、管
理者はサーバーを再起動せず
にこの設定を変更できます。

• 一部のシステムでプログラム
が予期せず終了する Windows 
クライアントの安定性の問題
が解決されました。
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DCV 2017.1-5777

ビルド番号 新機能 変更とバグ修正
• エラーの可能性がある状態で

のログ記録が削減されまし
た。

DCV 2017.1-5777 — 2018 年 6 月 29 日

ビルド番号 新機能 変更とバグ修正

• nice-dcv-server5777
• nice-dcv-client5777
• nice-dcv-viewer (リナックス): 

438
• nice-xdcv: 166
• nice-dcv-gl: 36
• nice-dcv-gltest: 189
• nice-dcv-simple-external-オー

センティケーター:51

• Linux ネイティブクライアント
が追加されました。

• 3DConnexion マウスおよび 
USB ストレージデバイスのサ
ポートが追加されました。

• 最後のクライアントが切断さ
れると、Windows セッション
が自動的にロックされます。

• Linux 版でのパフォーマンスの
向上。

• 新しい NVIDIA ドライバーの 
NVIFR に関する問題を回避す
るため、NVIDIA デバイスのデ
フォルトのハードウェアエン
コーダーは NVENC に変更さ
れました。

• Linux でのスマートカードのサ
ポートが向上しました。

• Linux コンソールセッション使
用時のアップロードファイル
に対するファイルアクセス許
可が修正されました。

DCV 2017.0-5600 — 2018 年 6 月 4 日

ビルド番号 新機能 変更とバグ修正

• nice-dcv-server: 5600
• nice-dcv-client: 5600
• nice-xdcv: 160
• nice-dcv-gl: 279
• nice-dcv-gltest: 184
• nice-dcv-simple-external-オー

センティケーター:48

• Linux でのマルチモニターのサ
ポートが追加されました。

• Windows クライアントのパ
フォーマンスが向上しまし
た。

• Chrome 66 以降で新しいク
リップボード API が使用され
ます。

• Windows 用 NVENC エンコー
ダーが追加されました。

• EC2 での使用には、DCV サー
バーを実行しているインスタ
ンスから S3 にアクセスできる
機能が必要です。

• サーバーフレーム処理と 
Windows クライアントデコー
ドのパフォーマンスが向上し
ました。

• NumPad モディファイアに関
連するキーボードの問題とブ
ロックされた修飾子の問題を
修正しました。

• Linux で外部認証システムを
使用している場合に、ファイ
ル記述子のリークを防止しま
す。

• スマートカード接続で発生す
る可能性があったエラーが修
正されました。
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DCV 2017.0-5121

DCV 2017.0-5121 — 2018 年 3 月 18 日

ビルド番号 新機能 変更とバグ修正

• nice-dcv-server5121
• nice-dcv-client5121
• nice-xdcv: 146
• nice-dcv-gl: 270
• nice-dcv-gltest: 184
• nice-dcv-simple-external-オー

センティケーター:46

• Windows ネイティブクライ
アントが DPI 対応になりまし
た。

• 相対マウス移動モードのサ
ポートが追加されました。

• Linux の Ansys cfx5solve での
ハングを防止しました。

• Windows 10 で発生する可能
性があったエージェントがハ
ングする問題が修正されまし
た。

• ウェブクライアントのユー
ザーインターフェイスを改良
しました。

• ドメインが指定されている場
合、Windows ユーザー名は正
規化されます。

• RHEL6 の外部認証システムが
修正されました。

DCV 2017.0-4334 — 2018 年 1 月 24 日

ビルド番号 変更とバグ修正

• nice-dcv-server4334
• nice-dcv-client4334
• nice-xdcv: 137
• nice-dcv-gl: 254
• nice-dcv-gltest: 184
• nice-dcv-simple-external-オーセンティケー

ター:45

• キーボードの処理が向上しました。
• RHEL6 で、セッションを閉じたときに新しい

セッションを作成できない DBus 問題を修正し
ました。

• ネイティブクライアントでの SOCKS5 プロキシ
のサポートが向上しました。

• 仮想セッションで実行中の Headwave での
クラッシュと、仮想セッションで実行中の 
Chimera でのクラッシュを引き起こすバグを修
正しました。

• 仮想セッションでのフォントサポートの向上。

DCV 2017.0-4100 — 2017 年 12 月 18 日

ビルド番号

• nice-dcv-server: 4100
• nice-dcv-client: 4100
• nice-xdcv: 118
• nice-dcv-gl: 229
• nice-dcv-gltest: 158
• nice-dcv-simple-external-オーセンティケーター:35
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ドキュメント履歴
次の表は、NICE DCV の今回のリリースの内容をまとめたものです。

変更 説明 日付

NICE DCV バージョン 2023.0 NICE DCV 2023.0 が利用可能に
なりました。詳細については、
「DCV 2023.0-14852 — 2023 年 
3 月 28 日 (p. 154)」を参照し
てください。

2023 年 3 年 3 年 3 年 3 年

NICE DCV バージョン 2022.2 NICE DCV 2022.2 が利用可能に
なりました。詳細については、
「DCV 2022.2-13907 — 2021 年 
11 日 (p. 157)」を参照してくだ
さい。

2022 年 11 月 11 日

NICE DCV バージョン 2022.1 NICE DCV 2022.1 が利用可能
になりました。詳細について
は、「DCV 2022.1-13067 — 
2022.1-13067 — 2022.1-13067 
— 2022.1-13067 (p. 158)」を
参照してください。

2022 年 6 月 29 日

NICE DCV バージョン 2022.0 NICE DCV 2022.0 が利
用可能になりました。詳
細については、「DCV 
2022.0-11954 (p. 160)」を参照
してください。

2022 年 2 月 23 日

NICE DCV バージョン 2021.3 NICE DCV 2021.3 が利用可能に
なりました。詳細については、
「DCV 2021.3-11591 — 2021 年 
12 月 20 日 (p. 161)」を参照し
てください。

2021 年 12 月 20 日

NICE DCV バージョン 2021.2 NICE DCV 2021.2 が利用可能に
なりました。詳細については、
「DCV 2021.2-11048 — 2021 年 
9 日 (p. 163)」を参照してくだ
さい。

2021 年 9 月 1 日

NICE DCV バージョン 2021.1 NICE DCV 2021.1 が利用可
能になりました。詳細につい
ては、「DCV 2021.1-10557 
— 2021.1-10557 — 2021 年 5 
月 (p. 165)」を参照してくださ
い。

2021 年 5 月 31 日

NICE DCV バージョン 2021.0 NICE DCV 2021.0 が利用可能に
なりました。詳細については、
「DCV 2021.0-10242 — 2021 年 
4 日 (p. 166)」を参照してくだ
さい。

2021 年 4 月 12 日

NICE DCV ウェブクライアント 
SDK

NICE DCV ウェブクライアン
ト SDK が利用可能になりまし

2021 年 3 月 24 日
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た。NICE DCV ウェブクライア
ント SDK とは、独自の NICE 
DCV ウェブブラウザクライアン
トアプリケーションの開発に使
用できる JavaScript ライブラリ
です。エンドユーザーはこのア
プリケーションを使用して、実
行中の NICE DCV セッションへ
の接続と操作を行うことができ
ます。詳細については、「NICE 
DCV ウェブクライアント SDK 
デベロッパーガイド」を参照し
てください。

NICE DCV バージョン 2020.2 NICE DCV 2020.2 が利用可能に
なりました。詳細については、
「DCV 2020.2-9508 — 2020 年 
11 日 (p. 167)」を参照してくだ
さい。

2020 年 11 月 11 日

NICE DCV バージョン 2020.1 NICE DCV 2020.1 が利用可能
になりました。詳細について
は、「DCV 2020.4-2020 年 8 
日 (p. 168)」を参照してくださ
い。

2020 年 8 月 3 日

NICE DCV バージョン 2020.0 NICE DCV 2020.0 には、サラウ
ンドサウンド 7.1、タッチ操作
とスタイラス、新しい Microsoft 
Edge ブラウザを使用したマル
チモニターのサポートが含ま
れています。詳細については、
「NICE DCV 管理者ガイド」の
「NICE DCV サーバーのインス
トール」を参照してください。

2020 年 4 月 16 日

HTTP レスポンスヘッダー NICE DCV では、追加の HTTP 
レスポンスヘッダーを送信する
ように設定できます。

2019 年 8 月 26 日

macOS クライアント NICE DCV で macOS クライ
アントを使用できるようにな
りました。詳細については、
「NICE DCV ユーザーガイド」
の「macOS クライアント」を参
照してください。

2019 年 4 月 18 日

スマートカードのキャッシュ NICE DCV サーバーでは、クラ
イアントから受け取ったスマー
トカードデータをキャッシュし
て、パフォーマンスを向上させ
られるようになりました。詳細
については、「NICE DCV 管理
者ガイド」の「スマートカード
キャッシュの設定」を参照して
ください。

2018 年 10 月 8 日
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Linux クライアント NICE DCV には、RHEL 
7、CentOS 7、SLES 12、および 
Ubuntu 16.04/18.04 向けの Linux 
クライアントがあります。詳細
については、「NICE DCV ユー
ザーガイド」の「Linux クライア
ント」を参照してください。

2018 年 8 月 29 日

パラメータのリファレンスが更
新されました。

パラメータのリファレンスが更
新されました。詳細について
は、「NICE DCV 管理者ガイ
ド」の「NICE DCV サーバーパ
ラメータリファレンス」を参照
してください。

2018 年 8 月 7 日

USB リモート化 NICE DCV では、クライアント
で特殊な USB デバイス (例: 3D 
ポインティングデバイス、グラ
フィックタブレット) を使用でき
ます。詳細については、「NICE 
DCV 管理者ガイド」の「USB リ
モート化の有効化」を参照して
ください。

2018 年 8 月 7 日

NICE DCV の初回リリース このコンテンツの初版です。 2018 年 6 月 05 日

180

https://docs.aws.amazon.com/dcv/latest/userguide/client-linux.html
https://docs.aws.amazon.com/dcv/latest/userguide/client-linux.html
https://docs.aws.amazon.com/dcv/latest/adminguide/config-param-ref.html
https://docs.aws.amazon.com/dcv/latest/adminguide/config-param-ref.html
https://docs.aws.amazon.com/dcv/latest/adminguide/config-param-ref.html
https://docs.aws.amazon.com/dcv/latest/adminguide/manage-usb-remote.html
https://docs.aws.amazon.com/dcv/latest/adminguide/manage-usb-remote.html


NICE DCV 管理者ガイド

翻訳は機械翻訳により提供されています。提供された翻訳内容と英語版の間で齟齬、不一致または矛盾が
ある場合、英語版が優先します。

clxxxi


	NICE DCV
	Table of Contents
	NICE DCV とは
	NICE DCV の仕組み
	NICE DCV の機能
	NICE DCV の料金

	NICE DCV サーバー
	要件
	サポートされている機能

	NICE DCV サーバーのセットアップ
	NICE DCV サーバーのインストール
	Windows への NICE DCV サーバーのインストール
	Amazon EC2 インスタンスでの Windows NICE DCV サーバーの前提条件
	高速コンピューティングインスタンスの前提条件
	GPU グラフィックインスタンスの前提条件
	その他の高速コンピューティングインスタンスの前提条件

	その他のインスタンスファミリーの前提条件

	Windows への NICE DCV サーバーのインストール
	ウィザードの使用
	自動インストール


	Linux に NICE DCV サーバーをインストールします。
	Linux NICE DCV サーバーの前提条件
	デスクトップ環境とデスクトップマネージャーをインストールする
	Wayland プロトコルの無効化 (GDM3 のみ)
	X サーバーを設定する
	glxinfo ユーティリティをインストールする
	OpenGL ソフトウェアレンダリングの検証
	グラフィックスインスタンス用の GPU ドライバーをインストールする
	NVIDIA ドライバーをインストールして設定する
	AMD ドライバーをインストールして設定する

	GPU 以外のインスタンスに XDummy ドライバーをインストールする
	xDummy ドライバーをインストールして設定する


	Linux に NICE DCV サーバーをインストールする
	NICE DCV サーバーをインストールする

	インストール後のチェック
	NICE DCV サーバーに到達できることを確認します。
	X サーバーがアクセス可能であることを確認する
	コンソールセッション
	仮想セッション

	DCV GL が正しくインストールされていることを確認する
	NICE DCV DEB パッケージの署名を検証する



	NICE DCV サーバーのライセンス
	NICE DCV ライセンス要件
	Amazon EC2 での NICE DCV
	NICE DCV のその他の使用事例
	ライセンス要件

	Windows Server へのリモートアクセスに関する Microsoft ライセンス要件

	拡張評価ライセンスのインストール
	Windows サーバーでのライセンスパスの変更
	Linux サーバーでのライセンスパスの変更

	実稼働ライセンスのインストール
	ステップ 1: RLM サーバーをインストールする
	Windows に RLM サーバーをインストールする
	Linux に RLM サーバーをインストールする

	ステップ 2: RLM サーバーのホスト ID を取得する
	Windows で RLM サーバーホスト ID を取得する
	Linux で RLM サーバーホスト ID を取得する

	ステップ 3: 永久ライセンスまたはサブスクリプションを購入する
	ステップ 4: ライセンスファイルに変更を加える
	ステップ 5: RLM サーバーを設定する
	Windows で RLM サーバーを設定する
	Linux で RLM サーバーを設定する

	ステップ 6: NICE DCV サーバーを設定する
	Windows NICE DCV サーバー設定
	Linux NICE DCV サーバー設定


	実稼働ライセンスの更新

	NICE DCV サーバーのアップグレード
	互換性に関する考慮事項
	Windows での NICE DCV サーバーのアップグレード
	Linux での NICE DCV サーバーのアップグレード

	NICE DCV サーバーのアンインストール
	Windows での NICE DCV サーバーのアンインストール
	Linux での NICE DCV サーバーのアンインストール


	NICE DCV サーバーの管理
	NICE DCV サーバーの起動
	NICE DCV サーバーの停止
	QUIC UDP トランスポートプロトコルを有効にする
	NICE DCV サーバーの TCP/UDP ポートとリスンアドレスの変更
	NICE DCV サーバーの Tcv/UDP ポートの変更
	特定のエンドポイントでのリスニング

	TLS 証明書の管理
	アイドル状態のクライアントの切断
	Linux NICE DCV サーバーでの GPU 共有の有効化
	タッチスクリーンとスタイラスのサポートの有効化
	スタイラスの圧力範囲の設定

	ゲームパッドサポートの有効化
	Xbox 360 コントローラーのサポート

	USB リモート化の有効化
	スマートカードのキャッシュの設定
	セッションストレージの有効化
	Windows NICE DCV サーバー でのセッションストレージの有効化
	Linux NICE DCV サーバー でのセッションストレージの有効化

	Linux NICE DCV サーバーでのプリンターの設定
	プリンター問題のトラブルシューティング

	Linux NICE DCV サーバーでのクリップボードの設定
	クライアントクリップボードコンテンツをプライマリ選択に貼り付ける
	クライアントクリップボードにプライマリ選択コンテンツをコピーする

	マルチチャンネルオーディオの設定
	Windows NICE DCV サーバーでのオーディオチャンネルの設定
	Linux NICE DCV サーバーでのオーディオチャンネルの設定

	HTTP ヘッダーの設定
	Windows NICE DCV サーバーでの HTTP ヘッダーの設定
	Linux NICE DCV サーバーでの HTTP ヘッダーの設定

	NICE DCV 認証の設定
	Windows での認証の設定
	Windows 認証情報プロバイダー

	Linux での認証の設定
	PAM サービス

	外部認証システムによる認証の設定

	NICE DCV 認可の設定
	デフォルトのアクセス許可ファイル
	カスタムアクセス許可ファイル
	アクセス許可ファイルでの作業
	アクセス許可ファイルをインポートする
	グループを作成する
	エイリアスを作成する
	アクセス許可を追加する



	NICE DCV セッションの管理
	NICE DCV セッションの概要。
	コンソールセッション
	仮想セッション

	コマンドラインツールを使用した NICE DCV セッションの管理
	Windows NICE DCV サーバーでのコマンドラインツールの使用
	Linux NICE DCV サーバーでのコマンドラインツールの使用

	NICE DCV セッションの開始
	コンソールセッションおよび仮想セッションの手動開始
	構文
	オプション
	例

	自動コンソールセッションの有効化

	NICE DCV セッションの停止
	構文
	例

	実行中の NICE DCV セッションの管理
	NICE DCV セッションストレージの管理
	構文
	オプション
	例

	NICE DCV セッション認可の管理
	構文
	オプション
	例

	NICE DCV セッション表示レイアウトの管理
	表示レイアウトの制限
	表示レイアウトを指定する
	表示レイアウトの表示

	セッション名の管理
	構文
	オプション
	例


	セッションのタイムゾーンの管理
	NICE DCV セッションの表示
	すべてのアクティブなセッションを一覧表示する
	構文
	出力

	特定のセッションに関する情報を表示する
	構文
	出力


	NICE DCV セッションのスクリーンショットの取得
	構文
	オプション
	例


	方法
	外部認証を使用する
	NICE DCV サーバー設定
	トークンの使用
	認証サービス要件
	DcvSimpleExternalAuthenticator
	簡易外部認証システムの使用


	アイドル状態のセッションの検索と停止
	X サーバーへのリモート X 接続を有効にする
	X サーバーへのリモート X 接続を有効にする

	NICE DCV ウェブブラウザクライアントを iFrame 内に埋め込む

	NICE DCV のトラブルシューティング
	ログファイルの使用
	Windows でのログファイルの詳細レベル変更
	Linux でのログファイルの詳細レベル変更

	Linux での仮想セッション作成のトラブルシューティング
	Linux での仮想セッション作成失敗の調査
	Linux でのフェイルセーフ仮想セッションの作成

	UID の変更後に Linux セッションが開始されない
	Windows でのカーソルの問題の修正
	コピーして IntelliJ IDEA に貼り付ける
	自己署名証明書によるリダイレクションの説明

	NICE DCV サーバーパラメータリファレンス
	audio パラメータ
	clipboard パラメータ
	connectivity パラメータ
	display パラメータ
	display/linux パラメータ
	input パラメータ
	license パラメータ
	log パラメータ
	printer パラメータ
	redirection パラメータ
	security パラメータ
	session-management パラメータ
	session-management/automatic-console-session パラメータ
	session-management/defaults パラメータ
	smartcard パラメータ
	webcam パラメータ
	windows パラメータ
	設定パラメータの変更
	Windows NICE DCV サーバー
	Linux NICE DCV サーバー


	NICE DCV のサポート終了
	EOSL タイムライン
	お客様向けの EOSL パス
	EOSL に関するよくある質問

	セキュリティ
	NICE DCV でのデータ保護
	データの暗号化
	保管中の暗号化
	転送中の暗号化


	NICE DCV のコンプライアンス検証

	NICE DCV のリリースノートとドキュメント履歴
	NICE DCV リリースノート
	DCV 2023.0-15022 — 2023 年 4 月 21 日
	DCV 2023.0-14852 — 2023 年 3 月 28 日
	DCV 2022.2-14521 — 2023 年 2 月 17 日
	DCV 2022.2-14357 — 2023 年 1 月 18 日
	DCV 2022.2-14175 — 2022 年 12 月 21 日
	DCV 2022.2-14126 — 2022 年 12 月 9 日
	DCV 2022.2-13907 — 2021 年 11 日
	DCV 2022.1-13300 — 2022 年 8 月 4 日
	DCV 2022.1-13216 — 2022 年 7 月 21 日
	DCV 2022.1-13067 — 2022.1-13067 — 2022.1-13067 — 2022.1-13067
	DCV 2022.0-12760 — 2022 年 5 月 23 日
	DCV 2022.0-12627 — 2022 年 5 月 19 日
	DCV 2022.0-12123 — 2022 年 3 月 23 日
	DCV 2022.0-11954
	DCV 2021.3-11591 — 2021 年 12 月 20 日
	DCV 2021.2-11445 — 2021 年 11 日
	DCV 2021.2-11190 — 2021 年 10 日
	DCV 2021.2-11135 — 2021 年 9 日
	DCV 2021.2-11048 — 2021 年 9 日
	DCV 2021.1-10851 — 2021 年 7 年 7 月
	DCV 2021.1-10598 — 2021 年 6 日
	DCV 2021.1-10557 — 2021.1-10557 — 2021 年 5 月
	DCV 2021.0-10242 — 2021 年 4 日
	DCV 2020.2 — 2020 年 12 日
	DCV 2020.2-9508 — 2020 年 11 日
	DCV 2020.1-9012 — 2020 年 9 月
	DCV 2020.1-9012 — 2020 年 8 日
	DCV 2020.4-2020 年 8 日
	DCV 2020.0-8428 — 2020 年 4 月 16 日
	DCV 2019.1-7644 — 2019 年 10 月 24 日
	DCV 2019.1-7423 — 2019 年 9 月 10 日
	DCV 2019.0-7318 — 2019 年 8 月 5 日
	DCV 2017.4-6898 — 2019 年 4 月 16 日
	DCV 2017.3-6698 — 2019 年 2 月 24 日
	DCV 2017.2-6182 — 2018 年 10 月 8 日
	DCV 2017.1-5870 — 2018 年 8 月 6 日
	DCV 2017.1-5777 — 2018 年 6 月 29 日
	DCV 2017.0-5600 — 2018 年 6 月 4 日
	DCV 2017.0-5121 — 2018 年 3 月 18 日
	DCV 2017.0-4334 — 2018 年 1 月 24 日
	DCV 2017.0-4100 — 2017 年 12 月 18 日

	ドキュメント履歴

	

