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ステップ 1: セッション情報を取得する

NICE DCV の使用開始
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。

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。

目次
• ステップ 1: NICE DCV セッション情報を取得する (p. 1)
• ステップ 2: NICE DCV クライアントを選択する (p. 1)

ステップ 1: NICE DCV セッション情報を取得する
NICE DCV セッションが NICE DCV サーバーで実行された後、そのセッションに接続するための特定の情
報が必要です。以下の情報がない場合は、NICE DCV 管理者に連絡してください。

• NICE DCV サーバーの IP アドレスまたはホスト名
• NICE DCV サーバーで通信するように設定されているポート。デフォルトでは、NICE DCV サーバーに

よってポート 8443 が使用されます。
• セッション ID
• NICE DCV ホストサーバーに接続するためのサインイン認証情報

ステップ 2: NICE DCV クライアントを選択する
次に、ニーズに最も合った NICE DCV クライアントを選択します。NICE DCV には以下のクライアントが
あります。

• Windows クライアント
• ウェブブラウザクライアント
• Linux クライアント
• macOS クライアント

使用できるクライアントの詳細については、「NICE DCV クライアント (p. 2)」を参照してください。

NICE DCV クライアントを選択したら、それを使用して、NICE DCV セッションへの接続と操作を行うこ
とができます。NICE DCV クライアントを使用したセッション操作方法の詳細については、「NICE DCV 
の使用 (p. 9)」を参照してください。
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要件

NICE DCV クライアント
NICE DCV は、Windows クライアント、Linux クライアント、ウェブブラウザクライアント、および 
macOS クライアントを提供します。クライアントは同様の機能セットを提供しますが、いくつかの違い
があります。特定の要件を満たしている NICE DCV クライアントを選択してください。

トピック
• 要件 (p. 2)
• サポートされている機能 (p. 3)
• Windows クライアント (p. 4)
• ウェブブラウザクライアント (p. 6)
• Linux クライアント (p. 7)
• macOS クライアント (p. 8)

要件
NICE DCV の使用にあたって、クライアントコンピュータが以下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依存することに注意してください。

  Windows クライアン
ト

ウェブブラウザクライ
アント

Linux クライアント macOS クライアント

ソフ
ト
ウェ
ア

Windows クライアン
トは、32 ビット版と 
64 ビット版の次のオ
ペレーティングシステ
ムでサポートされてい
ます。

• Windows 8.1
• Windows 10
• Windows 11

このクライアントには
次の追加ソフトウェア
が必要です。

• .NET Framework 
4.6.2

• Visual Studio の 
Microsoft Visual C
++ 再頒布可能パッ
ケージ 詳細および
ダウンロード手順
については、 マイ
クロソフトサポー

ウェブブラウザクラ
イアントは、すべて
のデスクトップオペ
レーティングシステム 
(Windows、macOS、Linux) 
で以下のブラウザに対
応しています。

• Mozilla Firefox
• Google Chrome
• Microsoft Edge
• Apple Safari

ウェブブラウザクライ
アントには WebGL と 
asm.js も必要です。

Note

ウェブブ
ラウザク
ライアント
は、Android 
や iOS など
のモバイル
オペレーティ

Linux クライアント
は、以下の最新の 
Linux オペレーティン
グシステムでサポート
されています。

• RHEL 7.x および 
CentOS 7.x

• RHEL 8.x、CentOS 
ストリーム 8、およ
びロッキーリナック
ス 8.5 またはそれ以
降

• SUSE Linux 
Enterprise 15.x

• Ubuntu 
18.04、20.04、22.04

Intel プロセッサー
を搭載した macOS 
クライアントに
は、macOS Mojave 
(10.14) 以降が必要で
す。

Apple M1 プロセッサ
を搭載した macOS 
クライアントに
は、macOS Big Sur 
(11) が必要です。

2

https://support.microsoft.com/en-us/help/2977003/the-latest-supported-visual-c-downloads
https://support.microsoft.com/en-us/help/2977003/the-latest-supported-visual-c-downloads


NICE DCV ユーザーガイド
サポートされている機能

  Windows クライアン
ト

ウェブブラウザクライ
アント

Linux クライアント macOS クライアント

トウェブサイトを参
照してください。

ングシステム
ではサポート
されていませ
ん。

ネッ
ト
ワー
ク

クライアントは、NICE DCV サーバーに接続して必要なポートを介して通信させる必要があり
ます。デフォルトでは、このポートは 8443 です。

NICE DCV サーバー要件の詳細については、「NICE DCV 管理者ガイド」の「NICE DCV サーバー要件」
を参照してください。

サポートされている機能
次の表は、NICE DCV クライアントでサポートされている機能を比較したものです。

機能 Windows 
クライアン
ト (p. 4)

Web ブ
ラウザク
ライアン
ト (p. 6)

Linux ク
ライアン
ト (p. 7)

macOS ク
ライアン
ト (p. 8)

Windows NICE DCV サーバーへの接
続 (p. 9)

✓ ✓ ✓ ✓

Linux NICE DCV サーバーへの接
続 (p. 9)

✓ ✓ ✓ ✓

QUIC UDP トランスポートプロトコ
ル (p. 9)

✓ ✗ ✓ ✓

ストリーミングモードの管理 (p. 17) ✓ ✓ ✓ ✓

ファイルの転送 (p. 21) ✓ ✓ ✓ ✓

セッションから印刷 (p. 24) ✓ ✓ 1 ✓ ✓

コピーアンドペースト (p. 25) ✓ ✓ ✓ ✓

スマートカードのサポート (p. 26) ✓ ✗ ✓ ✓

USBリモート化のサポート (p. 36) ✓ (インス
トール可能
なクライア
ント)

✗ ✗ ✗

接続ファイルのサポート (p. 45) ✓ ✗ ✓ ✓

ステレオ 2.0 オーディオ再生 ✓ ✓ ✓ ✓

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

ステレオ 2.0 オーディオ録音 ✓ ✓ ✓ ✓
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Windows クライアント

機能 Windows 
クライアン
ト (p. 4)

Web ブ
ラウザク
ライアン
ト (p. 6)

Linux ク
ライアン
ト (p. 7)

macOS ク
ライアン
ト (p. 8)

タッチスクリーンのサポート ✓ (Windows 
8.1 以降)

✓ 2 ✓ ✗

スタイラスのサポート ✓ (Windows 
10 以降)

✓ 3 ✓ ✓

Gamepad 86 ✓ (Windows 
10 以降)

✗ ✗ ✗

マルチモニターのサポート (p. 30) ✓ ✓ 4 ✓ ✓

選択したモニターに全画面表示を拡
張 (p. 30)

✓ ✗ ✗ ✗

ウェブカメラのサポート (p. 37) ✓ ✓ 5 ✓ ✓

タイムゾーンの設定 (p. 14) ✓ ✓ ✓ ✓

高精度のオーディオ/ビデオ/ビデオ同期の
使用 (p. 41)

✓ ✗ ✓ ✓

1 これらのクライアントではファイルへの印刷出力のみがサポートされています。ローカルプリンターへ
の印刷出力はサポートされていません。

2 Firefox、Edge、Google Chrome でサポートされています。

3 Chromium ベースのブラウザでのみサポートされています。これには Google Chrome と Microsoft Edge 
バージョン 79 以降が含まれます。傾きイベントと圧力イベントは、他のブラウザではサポートされてい
ません。

4 最大2台のモニターSupport。

5 Chromium ベースのブラウザ5 Chromium ベースのブラウザではがサポートされています。これには 
Google Chrome と Microsoft Edge バージョン 79 以降が含まれます。Firefox と Safari は含まれません。

NICE DCV サーバー機能の詳細については、「NICE DCV 管理者ガイド」の「NICE DCV サーバー機能」
を参照してください。

Windows クライアント
NICE DCV Windows クライアントは、Windows コンピュータでのみサポートされています。Windows ク
ライアントは、Windows オペレーティングシステムで実行されるスタンドアロンアプリケーションです。

Windows クライアントを使用して NICE DCV セッションに接続する方法については、「Windows クライ
アントを使用した NICE DCV セッションへの接続 (p. 10)」を参照してください。

Windows クライアントには、インストール可能とポータブルの 2 つのバージョンがあります。どちらの
バージョンも最小システム要件と機能は同じです。

目次
• インストール可能な Windows クライアント (p. 5)
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インストール可能な Windows クライアント

• ポータブル Windows クライアント (p. 6)

インストール可能な Windows クライアント

インストールウィザードを使用して、クライアントをインストールできます。ウィザードには、クライア
ントのインストールをカスタマイズするための一連のステップが示されます。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。

ウィザードまたはコマンドラインを使用してクライアントをインストールする前に、コンピュータに必要
なソフトウェアが入っていることを確認してください。必要なソフトウェアの完全なリストについては、
「要件 (p. 2)」を参照してください。

インストールウィザードを使用して Windows クライアントをインストールするには

1. Windows client installer をダウンロードします。

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。

2. インストーラーを実行します。
3. [Welcome (ようこそ)] 画面で、[Next (次へ)] を選択します。
4. [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ます。[Next] (次へ) を選択します。

5. [Destination Folder (インストールフォルダ)] 画面で、[Next (次へ)] を選択し、インストールフォルダ
をデフォルトのままにしておきます。クライアントを別のフォルダにインストールするには、インス
トール先のパスを変更して、[Next (次へ)] を選択します。

6. (オプション) [Drivers Selection] (ドライバーの選択) 画面で、[USB device remotization] (USB デバイ
スのリモート化) を選択します。次に、[Will be installed on local hard drive] (ローカルハードドライブ
にインストールされる)、[Next] (次へ) の順に選択します。これにより、一部の特殊な USB デバイス
をサポートするために必要なドライバーがインストールされます。これらのデバイスには 3D ポイン
ティングデバイスやグラフィックタブレットなどがあります。

Note

特殊な USB デバイスを使用するには、クライアントとサーバーの追加設定が必要です。手順
については、「USB リモート化の使用 (p. 36)」を参照してください。

7. [Ready to install (インストールの準備完了)] 画面で、[Install (インストール)] を選択します。

自動インストールを使用して Windows クライアントをインストールするには

1. Windows client installer をダウンロードします。
2. 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。
3. 自動インストーラを実行します。

C:\> msiexec.exe /i nice-dcv-client-Release-2023.0-8671.msi /quiet /norestart /l*v 
 dcv_client_install_msi.log

USB ドライバーを含むオプションコンポーネントをすべてインストールするには、コマンド内の
ADDLOCAL=ALL オプションを含めます。

5
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ポータブル Windows クライアント

C:\>  msiexec.exe /i nice-dcv-client-Release-2023.0-8671.msi ADDLOCAL=ALL /quiet /
norestart /l*v dcv_client_install_msi.log

ポータブル Windows クライアント
Windows クライアントはポータブルバージョンでも使用できます。ポータブルバージョンをコンピュー
タにインストールする必要はありません。クライアントを USB ドライブにコピーし、最小要件を満たす 
Windows コンピュータで USB ドライブからクライアントを直接実行できます。

ポータブル Windows クライアントを使用するには

1. ポータブル Windows クライアント zip ファイルをダウンロードします。

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。

2. zip ファイルの内容を展開します。
3. クライアントを起動するには、展開したフォルダを開き、/bin/ に移動し、dcvviewer.exe をダブ

ルクリックします。

ウェブブラウザクライアント
NICE DCV ウェブブラウザクライアントは、ウェブブラウザ内で動作します。ウェブクライアントをイン
ストールする必要はありません。ウェブブラウザクライアントは、すべてのデスクトップオペレーティン
グシステム (Windows、macOS、Linux を含む) で以下のブラウザに対応しています。

ブラウザ バージョン

Google Chrome 最新の 3 つのメジャーバージョン

Mozilla Firefox 最新の 3 つのメジャーバージョン

Microsoft Edge 最新の 3 つのメジャーバージョン

Apple Safari 最新の 3 つのメジャーバージョン

ウェブクライアントを使用して NICE DCV セッションに接続する方法については、「ウェブブラウザクラ
イアントを使用した NICE DCV セッションへの接続 (p. 11)」を参照してください。

WebCodecs

ウェブブラウザクライアントで、 WebCodecs ブラウザに内蔵されているビデオデコーダを使用できま
す。これにより、ブラウザのコンポーネントによるパケットのデコードが可能になるため、フレームレー
トが向上します。NICE DCV ウェブブラウザクライアントで DCV ウェブブラウザクライアントがサポー
トされています。

は次のブラウザで使用できます。 WebCodecs

• Google Chrome バージョン 86 86 86 86
• 86 86 86 86 86 86 86
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主要なオペレーティングシステムはすべてサポートされています。これには、Windows、macOS、Linux 
が含まれます。

制限事項

ウェブブラウザクライアントには以下の制限があります。

• これは、1920x1080 の最大解像度で最大 2 枚の画面をサポートしています。最大解像度はサーバー側で
上書きできます。詳細については、「NICE DCV 管理者ガイド」の「NICE DCV セッション表示レイア
ウトの管理」を参照してください。

• ウェブブラウザのプロキシ設定を使用。

Linux クライアント
Linux クライアントはオペレーティングシステムでネイティブに実行されます。これを使用し
て、Windows サーバーと Linux NICE DCV サーバーでホストされる NICE DCV セッションに接続するこ
とができます。

ソフトウェアパッケージを使用して、Linux クライアントを Linux クライアントコンピュータにインス
トールします。このソフトウェアパッケージで、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、必要なクライアント設定を実行します。

Linux クライアントを使用して NICE DCV セッションに接続する方法については、「Linux クライアント
を使用した NICE DCV セッションへの接続 (p. 11)」を参照してください。

Linux クライアントをインストールするには

1. ソフトウェアパッケージは、安全な GPG 署名でデジタル署名されています。パッケージマネー
ジャーによるパッケージ署名の検証を可能にするには、NICE GPG キーをインポートする必要があり
ます。これを実行するために、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。

• RHEL、CentOS、Rocky 86

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

• Ubuntu

GPG キーをダウンロードします。

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

GPG キーをインストールします。

$ sudo apt-key add NICE-GPG-KEY

2. 対象のオペレーティングシステムに適したクライアントソフトウェアパッケージを NICE DCV からダ
ウンロードします。

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. Linux クライアントをインストールします。ダウンロードしたファイルのファイル名を入力して、次
のコマンドを実行します。

• RHEL、CentOS、Rocky CentOS、Rocky EOS、Rocky
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$  sudo yum install the downloaded .rpm file

• Ubuntu

$  sudo dpkg --install the downloaded .deb file

• SUSE Linux Enterprise

$  sudo zypper install the downloaded .rpm file

macOS クライアント
NICE DCV macOS クライアントは、Apple Mac コンピュータでのみサポートされています。macOS クラ
イアントは、macOS オペレーティングシステムで実行されるスタンドアロンアプリケーションです。

macOS クライアントは、.dmg ソフトウェアパッケージを使用してインストールされます。

macOS クライアントを使用して NICE DCV セッションに接続する方法については、「macOS クライアン
トを使用した NICE DCV セッションへの接続 (p. 13)」を参照してください。

macOS クライアントをインストールするには

1. クライアントコンピュータに応じて、適切な macOS クライアントインストーラをダウンロードしま
す。

• Intel プロセッサ用 macOS クライアント
• Apple M1 プロセッサ用 macOS クライアント

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。

2. ダウンロードされた .dmg ファイルを実行します。

身元不明の開発者からのアプリケーションであるため、アプリケーションをインストールできないと
いうエラーが表示された場合は、「Mac でアプリケーションを安全に開く」のウェブページを参照し
てください。

3. DCV.app ファイルをクリックし、アプリケーションフォルダにドラッグします。
4. (オプション) 簡単にアクセスするために、デスクトップショートカットを作成するか、アプリケー

ションをドックに追加します。
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NICE DCV の使用
NICE DCV クライアントを選択したら、それを使用して、NICE DCV セッションへの接続と操作を行うこ
とができます。

トピック
• NICE DCV セッションへの接続 (p. 9)
• 表示解像度の変更 (p. 14)
• タイムゾーンの設定 (p. 14)
• ストリーミングモードの管理 (p. 17)
• ファイルの転送 (p. 21)
• 印刷 (p. 24)
• コピーと貼り付け (p. 25)
• スマートカードの使用 (p. 26)
• スクリーンショットの保存 (p. 28)
• NICE DCV セッションでのコラボレーション (p. 29)
• 複数のモニタの使用 (p. 30)
• USB リモート化の使用 (p. 36)
• ウェブカメラの使用 (p. 37)
• 高精度のオーディオ/ビデオ同期の使用 (p. 41)
• 高い色精度を使用する (p. 43)
• 接続ファイルの使用 (p. 45)
• 証明書検証ポリシーを設定する (p. 50)

NICE DCV セッションへの接続
NICE DCV サーバー で NICE DCV セッションの実行が開始されたら、任意のクライアントを使用してそ
のセッションに接続できます。NICE DCV セッション への接続時に必須情報がそろっていることを確認し
てください。詳細については、「ステップ 1: NICE DCV セッション情報を取得する (p. 1)」を参照してく
ださい。

コンソールセッションに接続する場合は、NICE DCV サーバー管理者に問い合わせてください。それらを
使用して、セッションが開始されていることを確認し、サーバーとセッションの詳細を確認します。Linux 
NICE DCV サーバー の仮想セッションに接続する場合は、独自のセッションの開始が必要になる場合があ
ります。詳細については、「NICE DCV 管理者ガイド」の「NICE DCV セッションの開始」を参照してく
ださい。

トピック
• Windows クライアントを使用した NICE DCV セッションへの接続 (p. 10)
• ウェブブラウザクライアントを使用した NICE DCV セッションへの接続 (p. 11)
• Linux クライアントを使用した NICE DCV セッションへの接続 (p. 11)
• macOS クライアントを使用した NICE DCV セッションへの接続 (p. 13)
• URI NICE DCV セッションへの接続 (p. 14)

9

https://docs.aws.amazon.com/dcv/latest/adminguide/managing-sessions-start.html


NICE DCV ユーザーガイド
Windows クライアントを使用した接続

Windows クライアントを使用した NICE DCV セッ
ションへの接続
NICE DCV セッション に接続するステップは、Windows クライアントのインストール可能およびポータ
ブルなバージョンと同じです。

Windows クライアントを使用してセッションに接続するには

1. Windows クライアントを起動します。
2. [Connections Settings (接続設定)] を選択して、以下のようにプロキシを設定してから [OK] を選択し

ます。

• プロキシ経由で接続されないように、[Connect Directly (直接接続)] を選択します。
• 事前設定されたオペレーティングシステムプロキシ設定を使用して NICE DCV サーバーに接続する

には、[Use system proxy] (システムプロキシを使用) を選択します。
• 特定の HTTP プロキシサーバーを通じて NICE DCV サーバー に接続するには、[Get through web 

proxy] (ウェブプロキシ経由で接続) を選択します。プロキシサーバーの IP アドレスと通信ポートま
たはホスト名を選択します。HTTP プロキシサーバーが認証を必要とする場合は、「パスワードを
必要とするプロキシサーバー」チェックボックスを選択し、ログイン認証情報を入力します。

• 特定の SOCKS5 プロキシサーバーを通じて NICE DCV サーバー に接続するには、[Get through 
SOCKSv5] (SOCKSv5 プロキシ経由で接続) を選択します。プロキシサーバーの IP アドレスと通信
ポートまたはホスト名を選択します。SockSv5 プロキシサーバーが認証を必要とする場合は、「パ
スワードを必要とするプロキシサーバー」チェックボックスを選択し、ログイン認証情報を入力し
ます。

• データ転送に使用するトランスポートプロトコルを選択するには、[Protocol] (プロトコル) タブを
選択します。デフォルトでは、QUIC プロトコルが使用可能な場合、クライアントによりデータ
転送に QUIC プロトコル (UDP に基づく) が使用されます。使用できない場合は (TCP に基づく) 
WebSocket プロトコルが使用されます。このオプションは常に使用可能です。

QUIC は、以下の 2 つの条件が満たされている場合にのみ使用できます。1 つ目は、QUIC がサ
ポートされるように NICE DCV サーバーが設定されていることです。2 つ目は、ネットワーク設
定で、NICE DCV クライアントと NICE DCV サーバー間の UDP 通信がサポートされていることで
す。さらに、中間プロキシ、ゲートウェイ、ロードバランサーのいずれも存在しないクライアント
とサーバー間の直接通信に対してのみサポートされます。

明示的に選択することで、クライアントにデータトランスポートプロトコルの使用を強制できま
す。使用されているプロトコルを確認するには、[Streaming Modes] (ストリーミングモード) ダイア
ログを確認します。さらに、QUIC プロトコルが使用中である場合は、タイトルバーに「QUIC」と
表示されます。

詳細と手順については、「NICE DCV 管理者ガイド」の「QUIC UDP トランスポートプロトコルを
有効にする」を参照してください

3. 以下の形式でセッションの詳細を指定します。

server_hostname_or_IP:port#session_id

次の例では、my-session という名前のセッションにコマンドを接続します。このセッション
は、my-dcv-server.com というホスト名を用いて NICE DCV サーバーでホストされます。ポート
8443 経由で接続されます。

my-dcv-server.com:8443#my-session

4. [Connect] (接続) を選択します。
5. サインイン認証情報を入力し、[ログイン] を選択します。
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Note

デフォルトでは、ログイン試行が 3 回失敗すると接続は終了します。再度実行するには、接
続を再起動します。

6. サーバーの証明書を確認するプロンプトが表示されたら、NICE DCV 管理者に証明書のフィンガープ
リントを確認します。フィンガープリントが有効である場合は、[Trust & Connect] (信頼して接続す
る) を選択します。

ウェブブラウザクライアントを使用した NICE DCV 
セッションへの接続
サポートされているすべてのウェブブラウザで、NICE DCV セッションに接続するためのステップは同じ
です。クライアントは、ウェブブラウザのプロキシ設定を使用して NICE DCV サーバーに接続します。さ
まざまなプロキシ設定を使用して接続する場合は、ご利用のウェブブラウザのドキュメントを参照してく
ださい。

Note

ウェブブラウザクライアントでは、QUIC (UDP) トランスポートプロトコルがサポートされてい
ません。

ウェブブラウザクライアントを使用して NICE DCV セッション に接続する方法

1. ウェブブラウザを開き、次の形式で NICE DCV サーバー URL を入力します。

https://server_hostname_or_IP:port/#session_id

次の例では、my-session という名前のセッションに URL を接続します。このセッションは、my-
dcv-server.com というホスト名を用いて NICE DCV サーバーでホストされます。ポート 8443 経
由で接続されます。

https://my-dcv-server.com:8443/#my-session

2. サインイン情報を入力し、[ログイン] を選択します。
Note

デフォルトでは、ログイン試行が 3 回失敗すると接続は終了します。再度実行するには、接
続を再起動します。

3. ウェブブラウザは、サーバーの証明書が信頼されていないという警告を受け取る場合があります。証
明書の信頼性が不明な場合は、NICE DCV 管理者に確認してください。安全な場合は続行します。

Note

このステップは、使用しているウェブブラウザによって異なります。

Linux クライアントを使用した NICE DCV セッション
への接続
NICE DCV セッションに接続するためのステップは、すべてのクライアント間で同じです。

Linux クライアントを使用してセッションに接続するには

1. Linux クライアントを起動します。
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2. [Connections Settings (接続設定)] を選択して、以下のようにプロキシを設定してから [Apply (適用)] 
を選択します。

• プロキシ経由で接続されないように、[Connect directly (直接接続)] を選択します。
• 事前設定されたオペレーティングシステムプロキシ設定を使用して NICE DCV サーバーに接続する

には、[Use system proxy] (システムプロキシを使用) を選択します。
• 特定の HTTP プロキシサーバーを通じて NICE DCV サーバー に接続するには、[Get through web 

proxy (HTTP)] (ウェブプロキシ経由で接続 (HTTP)) を選択します。プロキシサーバーの IP アドレ
スまたはホスト名と、通信ポートを指定します。HTTP プロキシサーバーが認証を必要とする場合
は、パスワードを必要とするプロキシサーバーのチェックボックスを選択し、サインイン認証情報
を入力します。

• 特定の HTTPS プロキシサーバーを通じて NICE DCV サーバーに接続するには、[Get through web 
proxy (HTTPS)] (ウェブプロキシを通じて接続 (HTTPS)) を選択します。プロキシサーバーの IP ア
ドレスまたはホスト名と、通信ポートを指定します。Web プロキシサーバーが認証を必要とする場
合は、「パスワードを必要とするプロキシサーバー」チェックボックスを選択し、ログイン認証情
報を入力します。

• データ転送に使用するトランスポートプロトコルを選択するには、[Protocol] (プロトコル) タブを
選択します。デフォルトでは、QUIC プロトコルが使用可能な場合、クライアントによりデータ
転送に QUIC プロトコル (UDP に基づく) が使用されます。使用できない場合は (TCP に基づく) 
WebSocket プロトコルが使用されます。このオプションは常に使用可能です。

QUIC は、以下の2つの条件が満たされている場合にのみ使用できます。1 つ目は、QUIC がサポー
トされるように NICE DCV サーバーが設定されていることです。2 つ目は、ネットワーク設定
で、NICE DCV クライアントと NICE DCV サーバー間の UDP 通信がサポートされていることで
す。さらに、中間プロキシ、ゲートウェイ、ロードバランサーのいずれも存在しないクライアント
とサーバー間の直接通信に対してのみサポートされます。

明示的に選択することで、クライアントにデータトランスポートプロトコルの使用を強制できま
す。使用されているプロトコルを確認するには、[Streaming Modes] (ストリーミングモード) ダイア
ログを確認します。さらに、QUIC プロトコルが使用中である場合は、タイトルバーに「QUIC」と
表示されます。

詳細と手順については、「NICE DCV 管理者ガイド」の「QUIC UDP トランスポートプロトコルを
有効にする」を参照してください

3. 以下の形式でセッションの詳細を指定します。

server_hostname_or_IP:port#session_id

次の例では、my-session という名前のセッションにコマンドを接続します。このセッション
は、my-dcv-server.com というホスト名を用いて NICE DCV サーバーでホストされます。ポート
8443 経由で接続されます。

my-dcv-server.com:8443#my-session

4. [Connect] (接続) を選択します。
5. サインイン情報を入力し、[ログイン] を選択します。

Note

デフォルトでは、ログイン試行が 3 回失敗すると接続は終了します。再度実行するには、接
続を再起動します。

6. サーバーの証明書を確認するプロンプトが表示されたら、NICE DCV 管理者に証明書のフィンガープ
リントを確認します。フィンガープリントが有効である場合は、[Trust & Connect] (信頼して接続す
る) を選択します。
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macOS クライアントを使用した NICE DCV セッショ
ンへの接続
macOS クライアントを使用してセッションに接続するには

1. macOS クライアントを起動します。

身元不明のデベロッパーからのアプリケーションであるため、アプリケーションを開くことができな
いというエラーが表示された場合は、「Mac でアプリケーションを安全に開く」のウェブページを参
照してください。

2. [Connections Settings (接続設定)] を選択して、以下のようにプロキシを設定してから [Apply (適用)] 
を選択します。

• プロキシ経由で接続されないように、[Connect directly (直接接続)] を選択します。
• 事前設定されたオペレーティングシステムプロキシ設定を使用して NICE DCV サーバーに接続する

には、[Use system proxy] (システムプロキシを使用) を選択します。
• 特定の HTTP プロキシサーバーを通じて NICE DCV サーバー に接続するには、[Get through web 

proxy (HTTP)] (ウェブプロキシ経由で接続 (HTTP)) を選択します。プロキシサーバーの IP アドレ
スまたはホスト名と、通信ポートを指定します。HTTP プロキシサーバーが認証を必要とする場合
は、「パスワードを必要とするプロキシサーバー」チェックボックスを選択し、ログイン認証情報
を入力します。

• 特定の HTTPS プロキシサーバーを通じて NICE DCV サーバーに接続するには、[Get through web 
proxy (HTTPS)] (ウェブプロキシを通じて接続 (HTTPS)) を選択します。プロキシサーバーの IP ア
ドレスまたはホスト名と、通信ポートを指定します。Web プロキシサーバーが認証を必要とする場
合は、「パスワードを必要とするプロキシサーバー」チェックボックスを選択し、ログイン認証情
報を入力します。

• データ転送に使用するトランスポートプロトコルを選択するには、[Protocol] (プロトコル) タブを
選択します。デフォルトでは、QUIC プロトコルが使用可能な場合、クライアントによりデータ
転送に QUIC プロトコル (UDP に基づく) が使用されます。使用できない場合は (TCP に基づく) 
WebSocket プロトコルが使用されます。このオプションは常に使用可能です。

QUIC は、以下の条件が満たされている場合にのみ使用できます。1 つ目は、QUIC がサポートされ
るように NICE DCV サーバーが設定されていることです。2 つ目は、ネットワーク設定で、NICE 
DCV クライアントと NICE DCV サーバー間の UDP 通信がサポートされていることです。さらに、
中間プロキシ、ゲートウェイ、ロードバランサーのいずれも存在しないクライアントとサーバー間
の直接通信に対してのみサポートされます。

明示的に選択することで、クライアントにデータトランスポートプロトコルの使用を強制できま
す。使用されているプロトコルを確認するには、[Streaming Modes] (ストリーミングモード) ダイア
ログを確認します。さらに、QUIC プロトコルが使用中である場合は、タイトルバーに「QUIC」と
表示されます。

詳細については、「NICE DCV 管理者ガイド」の「QUIC UDP トランスポートプロトコルを有効に
する」を参照してください

3. 以下の形式でセッションの詳細を指定します。

server_hostname_or_IP:port#session_id

次の例では、my-session という名前のセッションにコマンドを接続します。このセッション
は、my-dcv-server.com というホスト名を用いて NICE DCV サーバーでホストされます。ポート
8443 経由で接続されます。

my-dcv-server.com:8443#my-session

13

https://support.apple.com/en-ie/HT202491
https://docs.aws.amazon.com/dcv/latest/adminguide/enable-quic.html
https://docs.aws.amazon.com/dcv/latest/adminguide/enable-quic.html


NICE DCV ユーザーガイド
URI を使用した接続

4. [Connect] (接続) を選択します。
5. サインイン情報を入力し、[ログイン] を選択します。

Note

デフォルトでは、ログイン試行が 3 回失敗すると接続は終了します。再度実行するには、接
続を再起動します。

6. サーバーの証明書を確認するプロンプトが表示されたら、NICE DCV 管理者に証明書のフィンガープ
リントを確認します。フィンガープリントが有効である場合は、[Trust & Connect] (信頼して接続す
る) を選択します。

URI NICE DCV セッションへの接続
URI を使用すると、ローカルにインストールされた NICE DCV クライアントが自動的に開き、URI から渡
された情報が表示されます。

インターネットブラウザの URL フィールドに、次の形式で URI を入力します。dcv://
hostname[:port]/[?authToken][#sessionId]

Example

例えば、dcv://203.0.113.1:8443/?
authToken=e3b0c44298fc1c149afbf4c8996fb92427ae41e4649b934ca495991b7852b855#1234567890abcdef0
です。

ローカルにインストールされたクライアントは、情報が事前入力された状態で開きます。

詳細については、NICE DCV セッションマネージャー開発者ガイドのを参照してくださ
いGetSessionConnectionData。

表示解像度の変更
デフォルトでは、NICE DCV はリモートマシンのディスプレイ解像度をクライアントの現在のサイズに合
わせて自動的に調整します。クライアントウィンドウのサイズが変更されると、DCV はサーバーに表示解
像度をクライアントウィンドウに収まるサイズに変更するよう要求します。

クライアントウィンドウのサイズを変更しても変わらないサーバー上の固定解像度をご希望の場合
は、Display Resolution メニューを選択して希望の解像度を指定します。自動サイズ変更を再度有効にする
場合は、「自動調整」を選択できます。

この機能は、Windows クライアント、ウェブブラウザクライアント、Linux クライアント、および macOS 
クライアントで使用できます。

タイムゾーンの設定
DCV では、セッションのタイムゾーンを設定して、現在のタイムゾーンまたは使用しているリモートデス
クトップが置かれているタイムゾーンのいずれかを表示できます。

これはタイムゾーンリダイレクトと呼ばれます。

この機能を有効または無効にすると、DCV クライアントはユーザーがクライアントにサインオンするたび
にこの設定を保存します。
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セッションを共同作業する場合、セッションに最初に接続したクライアント（プライマリ接続と呼ばれ
る）は、プライマリ接続がセッションを離れた場合でも、セッションのタイムゾーンを設定します。詳細
については、「NICE DCV セッションでのコラボレーション (p. 29)」を参照してください。

この機能を使用するには、管理者がこのアイコンを有効にする必要があります。表示されるタイムゾーン
を変更するオプションがなく、変更したい場合は、管理者に連絡し、詳細については、『NICE DCV 管理
者ガイド』の「構成パラメータの変更」を参照してください。

タイムゾーンを設定するには、使用するクライアントに応じて、次のいずれかを実行します。

• Windows の場合
1. [設定] アイコンに移動します。
2. ドロップダウンメニューから [タイムゾーンリダイレクト] を選択します。

Note

メニュー項目の下に、機能が [有効] か [無効] かが示されます。

• macOS 用
1. [接続] に移動します。
2. 「タイムゾーンリダイレクト」を選択します。

Note

この機能を有効にすると、チェックマークが表示されます。
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• リナックス用
1. [設定] アイコンに移動します。
2. 「タイムゾーンリダイレクト」のボックスにチェックを入れます。

• Web ベースのクライアント向け
1. [設定] に移動します。
2. タイムゾーンリダイレクトのスイッチをクリックします。
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ストリーミングモードの管理

ストリーミングモードの管理
NICE DCV は、ネットワーク機能に応じてストリーミングモードを自動的に最適化する適応型のプロトコ
ルを使用します。ただし、応答性を優先するか、画質を優先させるかは指定できます。応答性を優先する
と、画質が低下し、フレームレートが向上します。画質を優先すると、応答性が低下し、画質が向上しま
す。

この機能は、Windows クライアント、ウェブブラウザクライアント、Linux クライアント、および macOS 
クライアントで使用できます。ストリーミングモードを設定する手順は、使用するクライアントによって
異なります。

トピック
• Windows クライアント、Linux クライアント、macOS クライアントのストリーミングモー

ド (p. 17)
• Web ブラウザクライアントのストリーミングモード (p. 19)

Windows クライアント、Linux クライアント、macOS 
クライアントのストリーミングモード
Windows クライアント、Linux クライアント、macOS クライアントのストリーミングモードを変更するに
は:

1. クライアントで、[Settings (設定)]、[Streaming Mode (ストリーミングモード)] の順に選択します。

17



NICE DCV ユーザーガイド
Windows クライアント、Linux クライアン

ト、macOS クライアントのストリーミングモード

2. [Streaming Mode (ストリーミングモード)] ウィンドウで、次のいずれかのオプションを選択します。

• [Best responsiveness] (最高の応答性) — このオプションは、応答時間の迅速化を優先します。画質
が低下する可能性があります。

• [Best quality] (最高の品質) — このオプションは高画質を重視します。応答時間が長くなる可能性が
あります。

3. (オプション) ネットワークパフォーマンスについては、[Display Streaming Metrics (ストリーミングメ
トリクスの表示)] を選択します。詳細については、「ストリーミングメトリクス (p. 18)」を参照し
てください。

4. [Streaming Mode (ストリーミングモード)] ウィンドウを閉じます。

ストリーミングメトリクス
ストリーミングメトリクスは、ネットワークパフォーマンスを評価してネットワーク条件に適したスト
リーミングモードを決定するために使用されます。ストリーミングメトリクスを表示するには、[Settings 
(設定)]、[Streaming Mode (ストリーミングモード)]、[Display Streaming Metrics (ストリーミングメトリク
スの表示)] の順に選択します。

ストリーミングメトリクスは、以下のリアルタイム情報を提供します。

Note

メトリクスは、現在の NICE DCV セッション 接続に表示されます。

• [Framerate] (フレームレート) — NICE DCV サーバー から受信する 1 秒あたりのフレームの数を示しま
す。

• [Network latency] (ネットワークレイテンシー) — データのパケットが NICE DCV サーバーに送信され
て、クライアントに返されるまでにかかる時間 (ミリ秒単位) を示します。

• [Bandwidth usage] (帯域幅利用率) — ネットワーク経由で送受信されたデータの量を示します。赤色の
線はピークネットワークスループットを示しています。黄色の線は平均スループットを示します。青色
の線は現在の (リアルタイム) スループットを示しています。

以下の図は、ストリーミングメトリクスデータの例です。
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Web ブラウザクライアントのストリーミングモード
ストリーミングモードを管理する手順は、サポートされているすべてのウェブブラウザで、同じです。

1. クライアントで、[セッション]、[設定] を選択します。

2. 「表示」タブで、「ストリーミングオプション」セクションから次のいずれかのオプションを選択し
ます。

• [Best responsiveness] (最高の応答性) — このオプションは、応答時間の迅速化を優先します。画質
が低下する可能性があります。

• [Best quality] (最高の品質) — このオプションは高画質を重視します。応答時間が長くなる可能性が
あります。
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3. (オプション) ネットワークパフォーマンスについては、[Display Streaming Metrics (ストリーミングメ
トリクスの表示)] を選択します。詳細については、「ストリーミングメトリクス (p. 20)」を参照し
てください。

4. 設定モーダルを保存して閉じます。

ストリーミングメトリクス
ストリーミングメトリクスは、ネットワークパフォーマンスを評価してネットワーク条件に適したスト
リーミングモードを決定するために使用されます。

ストリーミングメトリクスは、以下のリアルタイム情報を提供します。

Note

メトリクスは、現在の NICE DCV セッション 接続に表示されます。

• [Framerate] (フレームレート) — NICE DCV サーバー から受信する 1 秒あたりのフレームの数を示しま
す。

• [Network latency] (ネットワークレイテンシー) — データのパケットが NICE DCV サーバーに送信され
て、クライアントに返されるまでにかかる時間 (ミリ秒単位) を示します。

• [Bandwidth usage] (帯域幅利用率) — ネットワーク経由で送受信されたデータの量を示します。赤色の
線はピークネットワークスループットを示しています。黄色の線は平均スループットを示します。青色
の線は現在の (リアルタイム) スループットを示しています。

ストリーミングメトリクスを表示するには:

1. クライアントで、[セッション]、[設定] を選択します。

2. 「表示」タブで、ツールバーにストリーミングメトリックを表示するトグルを有効にします。
3. [Preferences] (設定) モーダルを閉じます。
4. その後、ストリーミングメトリックがクライアントツールバーの中央に表示されます。

5. ストリーミングメトリックをクリックすると、次の例のように詳細なストリーミングデータが表示さ
れます。
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ファイルの転送

6. (オプション) Metrics モーダルを閉じます。

ファイルの転送
NICE DCV を使って、NICE DCV セッション ストレージへのファイルのアップロードと、ストレージから
のファイルのダウンロードを行うことができます。セッションストレージを有効にして設定する方法につ
いては、「NICE DCV 管理者ガイド」の「セッションストレージの有効化」を参照してください。

この機能を使用するには認可を受ける必要があります。承認されなかった場合、機能はクライアントでは
利用できません。詳細については、「NICE DCV 管理者ガイド」の「NICE DCV 認可の設定」を参照して
ください。

この機能は、Windows クライアント、ウェブブラウザクライアント、Linux クライアント、および macOS 
クライアントで使用できます。

トピック
• ウィンドウズ、リナックス、および macOs クライアントを使用してファイルを転送する (p. 21)
• ウェブブラウザを使用してファイルを転送する (p. 23)

ウィンドウズ、リナックス、および macOs クライア
ントを使用してファイルを転送する
ファイルのアップロード、ダウンロード、名前変更の手順は、Windows、Linux、macOS の各クライアン
トで同じです。

ファイルのダウンロード
Windows クライアントを使用している場合、ファイルはデスクトップにダウンロードされます。Linux ま
たは macOS クライアントを使用している場合、ファイルはデフォルトのダウンロードフォルダにダウン
ロードされます。
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ウィンドウズ、リナックス、および macOs 

クライアントを使用してファイルを転送する

セッションストレージからコンピュータにファイルをダウンロードするには

1. クライアントで、[Storage (ストレージ)] を選択します。

2. [File Storage (ファイルストレージ)] ウィンドウで、ダウンロードするファイルを選択するか、または
ファイルの隣にある下矢印を選択してから、[Download (ダウンロード)] を選択します。

ファイルのアップロード
セッションにアップロードしたファイルは、NICE DCV サーバー管理者が指定したパスに保存されます。

コンピューターから NICE DCV セッションストレージにファイルをアップロードするには

1. クライアントで [ストレージ] を選択します。
2. 以下のいずれかを実行します。

• ファイルを既存のフォルダーにアップロードするには:

「ファイルストレージ」ウィンドウ内のフォルダーに移動します。
• ファイルを新しいフォルダーにアップロードするには

1. [フォルダの作成] を選択します。
2. フォルダ名を入力します。
3. 新しいフォルダを開きます。

3. 「ファイルストレージ」ウィンドウで「ファイルをアップロード」を選択します。
4. アップロードするファイルを選択します。
5. [Open (開く)] を選択します。

コンピュータから NICE DCV セッションストレージにファイルをドラッグアンドドロップするに
は

1. ファイルをアップロードするファイルストレージ、フォルダー、またはサブフォルダーに移動して開
きます。

2. ローカルコンピューターで、アップロードするファイルまたはフォルダーを 1 つ以上選択します。
3. 選択したファイルまたはフォルダを NICE DCV セッションウィンドウにドラッグします。

Note

ファイルストレージウィンドウを閉じると、自動的に開きます。
4. ファイルストレージ、選択したフォルダー、または選択したサブフォルダーウィンドウの目的の場所

のドロップ領域にファイルをドロップします。

ファイルの名前変更
セッションストレージでファイルの名前を変更することができます。
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セッションストレージでファイルの名前を変更するには

1. クライアントで、[Storage (ストレージ)] を選択します。
2. 名前を変更するファイルの横にある下矢印を選択し、[Rename] (名前の変更) を選択します。
3. 新しいファイル名を入力し、Enter キーを押します。

ウェブブラウザを使用してファイルを転送する
ファイルのアップロード、ダウンロード、名前を変更する手順は、サポートされているすべてのウェブブ
ラウザで、同じです。

ファイルのダウンロード
ウェブブラウザクライアントでは、ファイルはデフォルトのダウンロードフォルダにダウンロードされま
す。

セッションストレージからコンピュータにファイルをダウンロードするには

1. クライアントで、[Storage (ストレージ)] を選択します。

2. ファイルストレージウィンドウで、ダウンロードするファイルを選択するか、ダウンロードするファ
イルに対応するテーブル行を選択し、そこから [アクション] ボタンと [ダウンロード] オプションをク
リックします。ファイルの名前をクリックしてダウンロードすることもできます。

ファイルのアップロード
セッションにアップロードしたファイルは、NICE DCV サーバー管理者が指定したパスに保存されます。

コンピュータから DCV セッションにファイルをアップロードするには

1. クライアントで [ストレージ] を選択します。
2. 以下のいずれかを実行します。

• ファイルを既存のフォルダーにアップロード:

「ファイルストレージ」ウィンドウ内のフォルダーに移動します。
• ファイルを新しいフォルダーにアップロードする

1. [フォルダの作成] を選択します。
2. フォルダ名を入力します。
3. 新しいフォルダを開きます。

3. 「ファイルストレージ」ウィンドウで「ファイルをアップロード」を選択します。
4. アップロードするファイルを選択します。
5. [Open (開く)] を選択します。

コンピュータから NICE DCV セッションストレージにファイルをドラッグアンドドロップするに
は

1. ファイルをアップロードするファイルストレージ、フォルダー、またはサブフォルダーに移動して開
きます。
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2. ローカルコンピューターで、アップロードするファイルまたはフォルダーを 1 つ以上選択します。
3. 選択したファイルまたはフォルダを NICE DCV セッションウィンドウにドラッグします。

Note

ファイルストレージウィンドウを閉じると、自動的に開きます。
4. ファイルストレージ、選択したフォルダー、または選択したサブフォルダーウィンドウの目的の場所

のドロップ領域にファイルをドロップします。

ファイルの名前変更
セッションストレージでファイルの名前を変更することができます。

セッションストレージでファイルの名前を変更するには

1. クライアントで、[Storage (ストレージ)] を選択します。
2. 名前を変更する項目に対応するテーブル行を選択し、そこから [アクション] ボタンと [名前の変更] オ

プションをクリックします。
3. 新しいファイル名を入力し、Enter キーを押します。

印刷
NICE DCV を使用して、NICE DCV セッションからコンテンツを印刷できます。使用できる印刷デバイス
は、使用しているクライアントによって異なります。

• Windows クライアント、Linux クライアント、macOS クライアント — クライアントコンピュータに接
続されている物理プリンターで印刷できます。または、NICE DCV 仮想プリンターを使用して PDF ド
キュメントに印刷できます。

• Web ブラウザクライアント — NICE DCV 仮想プリンターを使用して、.PDFドキュメントに印刷できま
す。

NICE DCV 仮想プリンターで印刷すると、印刷可能なファイルに内容がエクスポートされます。クライア
ントを使用してローカルコンピュータにダウンロードし、ローカルプリンターを使用して印刷することが
できます。

この機能を使用するには認可を受ける必要があります。承認されなかった場合、機能はクライアントでは
利用できません。詳細については、「NICE DCV 管理者ガイド」の「NICE DCV 認可の設定」を参照して
ください。

セッションからコンテンツを出力するには

1. クライアントで、[Print] (出力) ウィンドウを開きます。
2. [Print] (印刷) ウィンドウで、次のいずれかの印刷デバイスを選択し、[Print] (印刷) を選択します。

• (Windows サーバーと Linux サーバーに接続されているすべてのクライアント) DCV Printer — NICE 
DCV 仮想プリンタに出力します。

• (Windows クライアントが Windows と Linux サーバーに接続されています) <local-printer-
name >-Redirected — ローカルプリンターに出力します。

3. NICE DCV 仮想プリンターに出力すると、ファイルがダウンロードできる状態になったときに通知が
表示されます。右上隅で、[通知] を選択し、リストで出力通知を見つけて、[ダウンロード] を選択し
ます。

• ウェブブラウザクライアントを使用している場合は、ダウンロードが完了したら、[Show in folder]
(フォルダで表示) を選択します。

24

https://docs.aws.amazon.com/dcv/latest/adminguide/security-authorization.html


NICE DCV ユーザーガイド
コピーと貼り付け

• Windows クライアントを使用している場合は、ファイルのダウンロード時にプリンターダイアログ
が自動的に開きます。

• Linux クライアントまたは macOS クライアントを使用している場合、ダウンロードされたファイル
はデフォルトの関連付けられたアプリケーションで自動的に開かれます。

Note

ダウンロード後にファイルは NICE DCV サーバーから削除されます。再びダウンロードする
ことはできません。

コピーと貼り付け
NICE DCV を使えば、ローカルコンピュータと NICE DCV セッションの間でテキストをコピーアンドペー
ストできます。この機能を使用するには認可を受ける必要があります。承認されなかった場合、機能はク
ライアントでは利用できません。詳細については、「NICE DCV 管理者ガイド」の「NICE DCV 認可の設
定」を参照してください。

コピーと貼り付けが可能なコンテンツやコピーと貼り付けの方法は、Windows クライアント、ウェブブラ
ウザクライアント、Linux クライアント、macOS クライアントで異なります。

トピック
• Windows クライアント、Linux クライアント、および macOS クライアント (p. 25)
• ウェブブラウザクライアント (p. 25)

Windows クライアント、Linux クライアント、および 
macOS クライアント
Windows クライアント、Linux クライアント、macOS クライアントを使用して、ローカルコンピュータと 
NICE DCV セッションとの間でテキストやイメージのコピーと貼り付けを行うことができます。この操作
は、キーボードショートカット、およびコンテキスト (右クリック) メニューショートカットを使用して実
行できます。コピーと貼り付けができない場合は、NICE DCV サーバー管理者に連絡して、許可が正しく
設定されているか確認してください。

ウェブブラウザクライアント
ウェブブラウザクライアントを使用して、ローカルコンピュータと NICE DCV セッションの間でテキスト
のコピーと貼り付けを行うことができます。Google Chrome と Microsoft Edge では、キーボードショー
トカットとコンテキスト (右クリック) メニューを使用してテキストとイメージをコピーして貼り付けま
す。Mozilla Firefox と Apple Safari では、イメージのコピーと貼り付けをサポートしていません。

Mozilla Firefox または Apple Safari で、テキストをコピーしてローカルコンピュータに貼り付ける
方法

1. ウェブブラウザクライアントでテキストをハイライト表示させてコピーし、[Clipboard (クリップボー
ド)]、[Copy to Local Device (ローカルデバイスにコピー)] の順に選択します。

テキストがコンピュータのクリップボードに配置されました。
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2. 貼り付けのキーボードショートカットまたはコンテキストメニューショートカットを使用してテキス
トを貼り付けます。

ローカルコンピュータからテキストをコピーして、Mozilla Firefox または Apple Safari で、セッ
ションに貼り付ける方法

1. ローカルコンピュータで、コピーのキーボードショートカットまたはコンテキストメニューを使用し
てテキストをコピーします。

2. ウェブブラウザクライアントで、[Clipboard (クリップボード)]、[Paste to Remote Session (リモート
セッションに貼り付け)] の順に選択します。

3. ホストのオペレーティングシステムの貼り付けショートカットを使用してテキストを貼り付けます。

スマートカードの使用
NICE DCV を使用して、クライアントコンピュータに接続されている 1 つ以上のスマートカードを使用で
きます。NICE DCV セッションでは、標準的なパーソナルコンピュータ/スマートカード (PC/SC) インター
フェイスを使用してこれを実行できます。1 つのセッションで同時にスマートカードを接続できるのは、
接続されているクライアント 1 つのみです。複数のクライアントが同じセッションに接続している環境で
は、これが特に重要になります。

スマートカードへのアクセスは、Windows クライアント、Linux クライアント、macOS クライアントでの
みサポートされます。ウェブブラウザクライアントではサポートされません。

この機能を使用するには認可を受ける必要があります。承認されなかった場合、機能はクライアントでは
利用できません。詳細については、「NICE DCV 管理者ガイド」の「NICE DCV 認可の設定」を参照して
ください。

スマートカードを使用するには

1. クライアントを起動し、NICE DCV セッションに接続します。
2. スマートカードをセッションに接続するか、またはスマートカードをリリースします。

スマートカードが接続されている間は、セッションに接続されている他のクライアントでスマート
カードを接続できません。これは、一度に 1 つのスマートカードを接続できるクライアントは 1 つだ
けであるためです。

DCV セッションでスマートカードを使用して作業を完了したら、それをリリースします。リリース
後、セッションに接続されている他のクライアントでスマートカードを接続できるようになります。
スマートカードは、セッションから切断するときに自動的にリリースされます。

a. クライアントで、[Settings] (設定)、[Removable Devices] (リムーバブルデバイス) の順に選択し
ます。

b. スマートカードを接続するには、[Smart Card] (スマートカード) 切り替えを有効にします。ス
マートカードをリリースするには、[スマートカード] 切り替えを無効にします。
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3. (オプション) NICE DCV サーバーでスマートカードをキャッシュするには、スマートカードのキャッ
シュ機能を有効にします。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。
スマートカードの機能を有効にすると、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
サーバーにキャッシュされます。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。

サーバーで永続的に無効化されている場合は、スマートカードのキャッシュを有効化することはでき
ません。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。

スマートカードのキャッシュを有効にするには、DCV_PCSC_ENABLE_CACHE 環境変数を設定してエ
クスポートします。セッションでターミナルウィンドウを開き、以下のコマンドを実行します。

• Windows サーバー

現在のターミナルウィンドウでスマートカードキャッシュを有効にするには、以下のコマンドを実
行します。

C:\> set DCV_PCSC_ENABLE_CACHE=1

サーバーにあるすべてのアプリケーションでスマートカードキャッシュを永続的に有効にするに
は、次のコマンドを実行します。

C:\> setx DCV_PCSC_ENABLE_CACHE 1

• Linux サーバー

$  export DCV_PCSC_ENABLE_CACHE=1

Note

必ず、アプリケーションを起動する際 (ステップ 4) と同じターミナルから以下のコマンド
を実行します。

4. (Linux NICE DCV サーバーのみ) 必要なアプリケーションをスマートカードサポートで起動します。
セッションでターミナルウィンドウを開き、dcvscrun コマンドを使用してアプリケーションを起動
します。たとえば、スマートカードサポートで firefox を起動するには、以下のコマンドを使用し
ます。
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$  dcvscrun firefox

Important

スマートカードのキャッシュを有効にした場合は、DCV_PCSC_ENABLE_CACHE 環境変数を
設定してエクスポートした際と同じターミナルで以下のコマンドを実行します。

スクリーンショットの保存
NICE DCV を使用して、NICE DCV セッションのスクリーンショットを保存できます。この機能
は、Windows クライアント、ウェブブラウザクライアント、Linux クライアント、および macOS クライ
アントで使用できます。スクリーンショットを保存するステップは、すべてのクライアントで同様です。

この機能を使用するには認可を受ける必要があります。認可されなかった場合、この機能はそのクライア
ントでは利用できません。詳細については、「NICE DCV 管理者ガイド」の「NICE DCV 認可の設定」を
参照してください。スクリーンショットを保存するための認可を受けていない場合、クライアントでは、
クライアントコンピュータで実行されている外部ツールで NICE DCV クライアントのスクリーンショッ
トをキャプチャすることもできません。これらのツールで取得されるイメージには、NICE DCV クライア
ントウィンドウの代わりに黒い四角形が表示されるか、バックグラウンドデスクトップのみが表示されま
す。この機能は、Windows クライアントと macOS クライアントでのみ使用できます。

スクリーンショットを保存する方法

1. クライアントを起動し、NICE DCV セッションに接続します。
2. クライアントで、[Session] (セッション)、[Save a Screenshot] (スクリーンショットを保存) の順に選

択します。

3. スクリーンショットファイルの場所と名前を選択します。
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NICE DCV セッションでのコラボレーション
NICE DCVユーザーは同じセッションで共同作業できるため、画面とマウスの共有が可能になります。
ユーザーは承認されたセッションに参加できますが、セッション所有者はユーザーをセッションコラボ
レーションから切断できます。この機能を利用するには、ユーザーは同じセッション ID で識別される同じ
セッションに参加している必要があります。

要件

デフォルトでは、DCV セッションに接続できる唯一のユーザーはそのセッションの所有者です。

ユーザーが同じセッションで共同作業するには、displayセッションに適用されているアクティブな権限
を更新してパラメーターを含める必要があります。権限ファイルの編集の詳細については、「NICE DCV 
認証の設定」を参照してください。

Note

権限ファイルを編集するには、管理者権限が必要です。

Windows または Linux ベースのサーバー用の NICE DCV セッションで共同作業を行うには:

1. DCV ツールバーにある NICE DCV クライアントの「コラボレーター」アイコンを選択します。

コラボレーターウィンドウが開き、接続されているすべての NICE DCV セッションが表示されます。
2. 参加するセッションを選択してください。
3. 自分以外のすべてのクライアント接続を DCV セッションから削除するには、[Disconnect] を選択しま

す。

このオプションは、セッション所有者でのみ使用できます。

4. ユーザーをアクティブなセッションから削除するには、「接続解除」を選択します。

macOS 向けの NICE DCV セッションで共同作業を行うには:

1. 上部のツールバーの [表示] に移動します。

2. ドロップダウンメニューから [Collaborators] を選択します。

コラボレーターウィンドウが開き、接続されているすべての NICE DCV セッションが表示されます。
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3. 参加するセッションを選択します。
4. [Disconnect] を選択すると、自分以外のすべてのクライアント接続が DCV セッションから削除されま

す。

このオプションは、セッション所有者でのみ使用できます。

複数のモニタの使用
DCV は、1 台のモニター、選択したモニターのセット、または使用可能なすべてのモニターで全画面解像
度を拡張できます。

カスタム表示レイアウトを手動で指定することもできます。詳細については、「NICE DCV 管理者ガイ
ド」の「NICE DCV セッション表示レイアウトの管理」を参照してください。

Note

リクエストしたレイアウトがサーバーでサポートされていない場合は、サーバーの表示制限に合
わせてレイアウトが調整されることがあります。レイアウトを調整できない場合、リクエストは
失敗し、変更は適用されません。

トピック
• 全モニターに全画面表示を拡張 (p. 30)
• 選択したモニターに全画面表示を拡張 (p. 31)
• 複数のモニターで全画面表示を終了する (p. 35)

全モニターに全画面表示を拡張
NICE DCV クライアントを使用して、セッションの表示範囲を全画面解像度で拡張できます。

Windows クライアント、Linux クライアント、macOS クライアントでは、拡張画面は物理的な画面レイア
ウトと画面解像度に一致します。

ウェブブラウザクライアントの場合、セッション画面を 1920x1080 の画面解像度で最大2画面まで拡張で
きます。画面を拡張すると、追加の画面が新しいブラウザウィンドウで開きます。2 つ目は、元の画面の
右側に表示を拡張します。画面を適宜配置してください。

Example

例えば、3 つのモニタがローカルコンピュータに接続されているとします。サーバーにより、3 つのモニ
ターすべてにわたってセッションの表示範囲を拡張され、解像度がその特定の画面解像度に調整されま
す。

この機能を有効にするには、使用するクライアントに応じて、次のいずれかを実行します。

• Windows クライアント
1. ウィンドウ上部のツールバーに移動します。
2. 「フルスクリーン」アイコンを選択します。
3. ドロップダウンメニューから [すべてのモニター] を選択します。
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• macOS クライアント
1. ウィンドウ上部のツールバーに移動します。
2. ウィンドウ上部のツールバーから [表示] を選択します。
3. ドロップダウンメニューから [全画面表示] を選択します。

• Linux クライアント
1. ウィンドウ上部のツールバーに移動します。
2. 「フルスクリーン」アイコンを選択します。

• Web ブラウザクライアント
1. ウィンドウ上部のツールバーに移動します。
2. マルチスクリーンアイコンを選択します。

選択したモニターに全画面表示を拡張
3 台以上のモニターが接続されている場合、DCV を使用可能なモニターの一部で全画面表示にすることも
できます。選択したモニターを全画面表示にできない場合は、エラーメッセージが表示され、手順をもう
一度実行する必要があります。

選択したモニターは、ディスプレイ設定で隣り合わせに設定するか、互いに横向きに設定する必要があり
ます。

隣接するモニター配置の例。
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Note

青いボックスはDCV対応モニターです。
灰色のボックスは他のモニターです。

隣接しないモニター配置の例。

Windows のディスプレイ構成でモニターが隣接していない場合、DCV を終了してローカルマシンのディ
スプレイ設定を変更する必要があります。

• Windows クライアント
1. 上部メニューに移動します。
2. 「フルスクリーン」アイコンを選択します。

Note

全画面表示のドロップダウンメニューが表示されます。
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3. ドロップダウンメニューから [選択したモニター全体] を選択します。

Note

「選択したモニター全体」ウィンドウが開き、現在のモニターレイアウトが表示されます。

4. DCV を全画面表示にするモニターを選択します。
5. [適用] をクリックします。

• macOS クライアント
1. 上部メニューに移動します。
2. [表示] を選択します。

Note

「ビュー」ドロップダウンメニューが表示されます。
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3. ドロップダウンメニューから [選択したモニターを全画面表示] を選択します。

Note

選択したモニターを全画面表示するウィンドウが開き、現在のモニターレイアウトが表示さ
れます。

4. DCV を全画面表示にするモニターを選択します。
5. [適用] をクリックします。

• Linux クライアント
1. 上部メニューに移動します。
2. [全画面表示] アイコンを選択します。

Note

全画面表示のドロップダウンメニューが表示されます。
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3. ドロップダウンメニューから [選択したモニター全体] を選択します。

Note

「選択したモニター全体」ウィンドウが開き、現在のモニターレイアウトが表示されます。

4. DCV を全画面表示にするモニターを選択します。
5. [適用] をクリックします。

複数のモニターで全画面表示を終了する
表示を拡大するか、全画面モードに入ると、画面の上部中央端にタブが表示されます。全画面モードを終
了するには、タブを選択し、[全画面表示を終了] を選択します。
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Note

デフォルトでは、DCV はディスプレイ設定を保存します。DCV が別のモニター構成を検出する
と、表示設定がリセットされます。

USB リモート化の使用
NICE DCV では、3D ポインティングデバイスや 2 段階認証の USB ドングルなどの専用の USB 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する必要があります。

グラフィックタブレット、ゲームパッド、およびスマートカードリーダーは NICE DCV によって自動的に
サポートされ、USB リモート化を使用する必要はありません。

この機能を使用するには認可を受ける必要があります。承認されなかった場合、機能はクライアントでは
利用できません。詳細については、「NICE DCV 管理者ガイド」の「NICE DCV 認可の設定」を参照して
ください。

Note

USB リモート化は、インストールが可能な 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、ウェブブラウザクライアント、Linux クライアント、macOS 
クライアントではサポートされていません。NICE DCV サーバーでは、追加設定が必要になる場
合があります。詳細と手順については、「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。

最も一般的に使用される USB デバイスがデフォルトでサポートされています。これらのデバイスにつ
いては、お使いのコンピュータに接続すればサーバーで使用できるようになります。追加設定は不要で
す。USB デバイスを使用するには、コンピュータに接続します。クライアントで [設定] を選択後、リスト
の USB デバイスの横にあるスライダーを動かします。

ただし、一部の特殊な USB デバイスは、デフォルト設定ではサポートされていません。サポート対象外の
デバイスは、接続しても [Settings] (設定) メニューに表示されません。これらのデバイスは、あらかじめ 
NICE DCV サーバーの USB デバイス許可リストに手動で追加しておく必要があります。許可リストに追
加されると、クライアントの [Settings] (設定) メニューに表示されます。

NICE DCV サーバーの許可リストに追加する必要があるデバイスを使用する方法

1. Windows クライアントの最新バージョンがインストールされていることと、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、「インストール可能な 
Windows クライアント (p. 5)」を参照してください。

2. USB デバイスがコンピュータに接続されていることと、必要なハードウェアドライバーがインストー
ルされていることを確認します。

3. C:\Program Files (x86)\NICE\DCV\Client\bin\ に移動して dcvusblist.exe を実行しま
す。

4. リストに表示されている USB デバイスのコンテキスト (右クリック) メニューを開き、[Copy filter 
string] (フィルター文字列のコピー) を選択します。次に、そのフィルター文字列を NICE DCV サー
バー管理者に送信します。

Note

NICE DCV サーバー 管理者は各 USB デバイスのフィルター文字列を許可リストに追加しま
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。

5. デバイスが NICE DCV サーバの許可リストに追加されたら、[Settings] (設定) を選択します。次
に、USB デバイスの横にあるスライダーを動かしてそのデバイスを使用します。
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ウェブカメラの使用
NICE DCV では、NICE DCV セッションで実行されるリモートアプリケーションにおいて、ローカルクラ
イアントコンピュータに接続されたウェブカメラを使用できます。1 つのセッションで同時にウェブカメ
ラを使用できるのは、接続されているクライアント 1 つのみです。複数のクライアントが同じセッション
に接続している環境では、これが特に重要になります。

ウェブカメラ機能は、すべての NICE DCV クライアントでサポートされています。ただし、ウェブブラウ
ザクライアントでは、ウェブカメラ機能は Google Chrome や Microsoft Edge などの Chromium ベースの
ブラウザでのみサポートされます。Mozilla Firefox と Apple Safari ではサポートされていません。

ウェブカメラ機能は、Windows NICE DCV サーバーでのみサポートされます。Linux NICE DCV サーバー
ではサポートされません。

この機能を使用するには認可を受ける必要があります。承認されなかった場合、機能はクライアントでは
利用できません。詳細については、「NICE DCV 管理者ガイド」の「NICE DCV 認可の設定」を参照して
ください。

ローカルクライアントコンピュータに複数のウェブカメラが接続されている場合は、使用したいウェブカ
メラを選択できます。選択したカメラは、ウェブカメラツールバーアイコンを使用してウェブカメラを有
効にすれば自動的に使用されます。

トピック
• ウィンドウズ、リナックス、macOS のクライアントでウェブカムを使用する (p. 37)
• ウェブブラウザクライアントでのウェブカメラ使用 (p. 40)

ウィンドウズ、リナックス、macOS のクライアント
でウェブカムを使用する
使用するカメラを選択する手順は、Windows クライアント、Linux クライアント、macOS クライアント
で、同じです。

使用するウェブカメラを選択する方法

1. クライアントを起動し、NICE DCV セッションに接続します。
2. 使用するクライアントに応じて、以下のいずれかを実行します。

• Windows クライアントと Linux クライアント

[設定]、[カメラ] を選択し、使用するウェブカメラを選択します。
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• macOS クライアント

[接続]、[カメラ設定] を選択し、使用するウェブカメラを選択します。

Note

• カメラメニュー項目は、セッションでのウェブカメラの使用について認可を受けている場合に
のみ表示されます。カメラメニュー項目が表示されない場合は、ウェブカメラの使用に対する
認可を受けていない可能性があります。

• ウェブカメラの使用中、または別のクライアントでセッションのウェブカメラが有効になって
いる間、ウェブカメラの選択を変更することはできません。

セッションでウェブカメラの使用を開始する方法

最初にウェブカメラを有効にしておく必要があります。ツールバーのウェブカメラアイコンを使用して、
セッションで使用する ウェブカメラを有効または無効にします。このアイコンを使用して現在の状態を判
断することもできます。ウェブカメラアイコンは、次の場合に限り、ツールバーに表示されます。

• ウェブカメラの使用に対する認可を受けている場合。
• ローカルコンピュータに少なくとも 1 つの ウェブカメラが接続されている場合。
• セッションでウェブカメラを使用できるユーザーが他にはいない場合。
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ツールバーアイコン 説明

ウェブカメラはセッションで無効になっています。他のクライアントでウェ
ブカメラを有効にしてセッションで使用することができます。

セッションでウェブカメラを有効にするにはこのアイコンをクリックしま
す。使用するためにそのウェブカメラをあらかじめ選択していない場合は、
デフォルトのウェブカメラが使用されます。

ウェブカメラがセッションで有効になっていますが、使用中ではありませ
ん。ウェブカメラが有効になっている間は、セッションに接続されている他
のクライアントではウェブカメラを使用できません。

セッションでウェブカメラを無効にするにはこのアイコンをクリックしま
す。

ウェブカメラが NICE DCV セッションのリモートアプリケーションで使用さ
れています。ウェブカメラの使用中に他のクライアントでそのウェブカメラ
を有効にすることはできません。

セッションでウェブカメラを無効にするにはこのアイコンをクリックしま
す。

トラブルシューティング
トピック

• ウェブカメラが Windows 10 で作動しない (p. 39)
• クライアントアプリケーションにウェブカメラ使用中と表示される (p. 39)

ウェブカメラが Windows 10 で作動しない

Windows 10 には、デバイスカメラへのアクセスを管理するための組み込みのプライバシー設定が用意さ
れています。クライアントコンピュータで Windows 10 を実行している場合、これらのプライバシー設定
によりウェブカメラの使用が妨げられる可能性があります。

Note

Windows 2019 NICE DCV サーバーに接続している場合は、NICE DCV サーバーでもこれらのス
テップの実行が必要になる可能性があります。

コンピュータのプライバシー設定を変更するには、次の手順を実行します。

1. ツールバーの検索アイコンを選択します。
2. Settings を入力して Enter を押します。
3. 左側のパネルで、[Camera] (カメラ) を選択します。
4. [Allow apps to access your camera] (カメラへのアクセスをアプリに許可する) で、トグルを [On] の位

置に切り替えます。
5. 変更内容を反映させるためにコンピュータの再起動が必要になる場合があります。

クライアントアプリケーションにウェブカメラ使用中と表示される

1 台のウェブカメラを同時に使用できるアプリケーションは 1 つだけです。ウェブカメラを複数のアプリ
ケーションで使用している場合は、まず不要になったアプリケーションを閉じます。
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ウェブブラウザクライアントでのウェブカメラ使用
ウェブカメラ機能は、Google Chrome や Microsoft Edge などの Chromium ベースのブラウザでのみサ
ポートされています。Mozilla Firefox と Apple Safari ではサポートされていません。

使用するカメラを選択する手順は、サポートされているすべてのウェブブラウザで、同じです。

使用するウェブカメラを選択する方法

1. クライアントを起動し、NICE DCV セッションに接続します。
2. クライアントで、[セッション]、[設定] を選択します。

3. 「カメラ」タブで、使用するカメラを選択します。

4. [Preferences] (設定) モーダルを閉じます。

Note

• カメラメニュー項目は、セッションでのウェブカメラの使用について認可を受けている場合に
のみ表示されます。カメラメニュー項目が表示されない場合は、ウェブカメラの使用に対する
認可を受けていない可能性があります。

• ウェブカメラの使用中、または別のクライアントでセッションのウェブカメラが有効になって
いる間、ウェブカメラの選択を変更することはできません。

• カメラの権限設定がユーザーによって明示的に許可または拒否されていない場合、使用するカ
メラを選択する前に、カメラの検出を許可するように求められます。

• カメラの許可設定がユーザーによって明示的に許可または拒否されている場合は、以下の手順
に従って設定を変更できます。

1. ブラウザウィンドウの左上の URL の左にあるアドレスバーの領域をクリックします。
2. 開いたポップアップウィンドウで、適用する目的のカメラ権限設定を選択します。

セッションでウェブカメラの使用を開始する方法

最初にウェブカメラを有効にしておく必要があります。ツールバーのウェブカメラアイコンを使用して、
セッションで使用する ウェブカメラを有効または無効にします。このアイコンを使用して現在の状態を判
断することもできます。ウェブカメラアイコンは、次の場合に限り、ツールバーに表示されます。

• ウェブカメラの使用に対する認可を受けている場合。
• ローカルコンピュータに少なくとも 1 つの ウェブカメラが接続されている場合。
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• セッションでウェブカメラを使用できるユーザーが他にはいない場合。

ツールバーアイコン 説明

ウェブカメラはセッションで無効になっています。他のクライアントでウェ
ブカメラを有効にしてセッションで使用することができます。

セッションでウェブカメラを有効にするにはこのアイコンをクリックしま
す。使用するためにそのウェブカメラをあらかじめ選択していない場合は、
デフォルトのウェブカメラが使用されます。

ウェブカメラがセッションで有効になっていますが、使用中ではありませ
ん。ウェブカメラが有効になっている間は、セッションに接続されている他
のクライアントではウェブカメラを使用できません。

セッションでウェブカメラを無効にするにはこのアイコンをクリックしま
す。

ウェブカメラが NICE DCV セッションのリモートアプリケーションで使用さ
れています。ウェブカメラの使用中に他のクライアントでそのウェブカメラ
を有効にすることはできません。

セッションでウェブカメラを無効にするにはこのアイコンをクリックしま
す。

トラブルシューティング
クライアントアプリケーションにウェブカメラ使用中と表示される
1 台のウェブカメラを同時に使用できるアプリケーションは 1 つだけです。ウェブカメラを複数のアプリ
ケーションで使用している場合は、まず不要になったアプリケーションを閉じます。

高精度のオーディオ/ビデオ同期の使用
高精度のオーディオ/ビデオ同期設定により、オーディオとビデオの再生における時間差を最小限に抑える
モードが有効になります。このモードは、リップシンクなど、ビデオとオーディオの高精度同期が必要に
なるワークロードで役立ちます。

Note

この機能により、リモートシステムの知覚応答性に遅れが生じることがあります。

高精度のオーディオ/ビデオ同期機能は、ハードウェア GPU アクセラレーションを備えた Windows サー
バーと Linux サーバー、およびコンソールセッションでのみサポートされます。すべてのネイティブクラ
イアントでサポートされています。

Note

ウェブベースのクライアントでは、高精度のオーディオ/ビデオ同期はサポートされていません。

オーディオ/ビデオ同期を有効または無効にする方法

1. クライアントを起動し、NICE DCV セッションに接続します。
2. 使用するクライアントに応じて、以下のいずれかを実行します。

• Windows クライアントと Linux クライアント
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[Settings] (設定)、[Accurate Audio/Video Synchronization] (高精度のオーディオ/ビデオ同期) の順に
選択します。

• macOS クライアント

[Connection] (接続)、[Accurate Audio/Video Synchronization] (高精度のオーディオ/ビデオ同期) の順
に選択します。
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高い色精度を使用する
デフォルトでは、NICE DCVはディスプレイ出力を圧縮するときに YUV 4:2:0 クロマサブサンプリングを
使用し、時間の経過とともに変化しない画面の部分を完全なロスレスRGB実装に更新します。このデフォ
ルトの動作は、パフォーマンスと画像の忠実度のバランスをとることを目的としていますが、クロマアー
ティファクトが発生する可能性があります。高色精度設定を有効にすると、YUV クロマサブサンプリング
が 4:4:4 に設定され、色の忠実度が向上します。ただし、YUV 4:4:4 を使用する場合、ほとんどのクライア
ントマシンがハードウェアアクセラレーテッドデコードをサポートしないため、これによってネットワー
ク帯域幅が増加し、特に高解像度でのクライアントのパフォーマンスに影響する可能性があります。

高い色精度を設定する手順は、使用するクライアントによって異なります。

トピック
• ネイティブクライアントでの高い色精度 (p. 43)
• Web ブラウザクライアントでの高い色精度 (p. 44)

ネイティブクライアントでの高い色精度
NICE DCVサーバーとNICE DCVクライアントの両方がバージョン2022.0以降である限り、以下の手順に
従って高い色精度を有効にしてください。

1. クライアントで、[Settings (設定)]、[Streaming Mode (ストリーミングモード)] の順に選択します。
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2. ストリーミングモードウィンドウの [高色精度 (YUV 4:4:4)] チェックボックスで、対応する機能を有効
または無効にできます。

3. [Streaming Mode (ストリーミングモード)] ウィンドウを閉じます。

Web ブラウザクライアントでの高い色精度
Web ブラウザクライアントで高い色精度を使用するには、バージョン 2022.0 以降の NICE DCV サーバ
と、Web Codecs API VideoDecoderのインターフェイスをサポートするブラウザが必要です。

高い色精度を有効にする手順は、サポートされているすべてのウェブブラウザで、同じです。

1. クライアントで、[セッション]、[設定] を選択します。

2. 「ディスプレイ」タブに高い色精度機能がある場合は、対応するトグルが表示され、4:4:4 に設定され
た YUV クロマサブサンプリングを有効にするか無効にするかを指定できます。

3. 設定モーダルを保存して閉じます。
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接続ファイルの使用
Windows、Linux、または macOS のネイティブクライアントを使用している場合、接続ファイルを作成し
て使用すれば、瞬時に NICE DCV セッションに接続できます。

内容
• 接続ファイルの作成 (p. 45)
• サポートされているパラメータ (p. 46)
• 接続ファイルの実行 (p. 50)

接続ファイルの作成
接続ファイルは、.dcv ファイル拡張子を持つテキストベースのファイルです。.dcv ファイルの形式は
.ini ファイルの形式と同様です。このファイルには、[groups]、続いてパラメータとそれらの値が含ま
れます。グループとパラメータは、次の形式になります。

[group_name]
parameter_name=parameter_value
    

例:

[options]
fullscreen=true
    

特定の NICE DCV セッション用の接続ファイルをクライアントから直接作成できます。あるいは、テキス
トエディタを使用すれば接続ファイルを最初から作成できます。

Note

テキストエディタを使用して接続ファイルを最初から作成する手順
は、Windows、Linux、macOS クライアントで同じです。

クライアントから接続ファイルを作成するには

1. クライアントを開きます。
2. ファイルを作成しているサーバーとセッションConnect。
3. 右上隅にある NICE DCV サーバーのホスト名を選択し、[Save Connection As] (名前を付けて接続を保

存) を選択します。
4. [名前を付けて保存] ウィンドウで、ファイル名と移動先フォルダを入力し、[保存] を選択します。

デフォルトでは、接続ファイルを作成すると、ファイルに
は、format、、hostportuser、proxytypeおよびパラメータが含まれます。これらのパラメータは、
ファイルの作成元セッションに接続するために必要です。テキストエディタを使用してファイルを編集す
ることで、いつでも手動でパラメータをカスタマイズまたは追加できます。

テキストエディタを使用して接続ファイルを最初から作成するには

1. 次のファイル名形式で .dcv ファイルを作成します。file_name.dcv
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2. 任意のテキストエディタを使用して .dcv ファイルを開きます。
3. [version] グループおよび format パラメータをファイルの先頭に次の形式で追加します。

[version]
format=1.0

Important

.dcv ファイルに [version] グループと format パラメータが含まれていない場合、解析
は失敗します。

4. 次の形式を使用して、必要なパラメータグループを追加します。

[group_name]

パラメータグループの詳細については、「サポートされているパラメータ (p. 46)」を参照してくだ
さい。

5. 次の形式を使用して、グループの後にパラメータとパラメータ値を追加します。

parameter_name=parameter_value

Note

• パラメータ名では大文字と小文字が区別されます。
• 文字列パラメータ値を引用符で囲まないでください。

パラメータとパラメータ値の詳細については、「サポートされているパラメータ (p. 46)」を参照し
てください。

6. 変更内容を保存し、.dcv ファイルを閉じます。

この手順を使用して、いつでも既存の接続ファイルにパラメータを追加することもできます。

サポートされているパラメータ
現在、.dcv ファイルでは 3 つのパラメータグループのパラメータ
[version]、[connect]、[options] がサポートされています。次の表に、グループとその使用可能な
パラメータを示します。

グループ
• [version] パラメータ (p. 46)
• [connect] パラメータ (p. 47)
• [options] パラメータ (p. 49)

[version] パラメータ
Important

これは必須のフィールドです。.dcv ファイルにこのグループが含まれていない場合、解析は失敗
します。

次の表に、[version] グループで指定できるパラメータを示します。
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パラメータ タイプ デフォル
ト値

説明

format string   Important

これは必須
のパラメー
タです。パ
ラメータ値
は 1.0 であ
る必要があ
ります。
.dcv ファイ
ルにこのパ
ラメータが
含まれてい
ない場合、
解析は失敗
します。

[connect] パラメータ
次の表に、[connect] グループで指定できるパラメータを示します。

パラメータ タイプ デフォル
ト値

説明

ホスト 文字列   セッションをホスト
している NICE DCV 
サーバーのホスト
名。

port 整数 8443 NICE DCV サーバー
への接続時に使用す
るポート。

weburlpath 文字列   NICE DCV サー
バーの接続用カス
タムパス。たとえ
ば、customPath
を指定した場
合、クライアント
は host:port/
customPath への接
続を試みます。

sessionid 文字列   接続する NICE DCV 
セッションの ID。

authtoken 文字列   接続に使用す
る認証トーク
ン。authtoken
を指定する場合
は、sessionid も
指定する必要があり
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パラメータ タイプ デフォル
ト値

説明

ます。authtoken
を使用するとき
は、user パラメー
タと passwordパラ
メータを省略できま
す。

user 文字列   NICE DCV サーバー
への接続時に使用す
るユーザー名。

password 文字列   NICE DCV サーバー
への接続時に使用す
るパスワード。パス
ワードは暗号化され
ません。

proxytype 文字列 SYSTEM 使用するプロキシ
タイプ。有効な値
は、HTTPS、HTTP、SOCKS5|
SOCKS、SYSTEM、ま
たは NONE|DIRECT
です。SYSTEM を
指定すると、コン
ピュータのプロキ
シ設定が使用されま
す。

proxyhost 文字列   プロキシサーバー経
由で接続する場合に
使用されるプロキ
シサーバーのアドレ
ス。

proxyport 整数   プロキシサーバー経
由で接続する場合に
使用されるポート。

proxyuser 文字列   プロキシ認証に使用
されるユーザー名。

proxypassword 文字列   プロキシ認証に使用
されるパスワード。
パスワードは暗号化
されません。
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パラメータ タイプ デフォル
ト値

説明

トランスポート 文字列 websocketデータ転送に使用
するプロトコル。
データ転送に QUIC 
WebSocket (TCP) 
プロトコルを使用
する場合は QUIC 
(TCP) を指定しま
すquic。websocketQUIC 
を有効にする
と、QUIC プロ
トコルを使用す
る場合は QUIC 
を指定します。 
WebSocket有効にす
ると WebSocket、 
WebSocket プロト
コルを使用する場合
は、データ転送と認
証トラフィックの両
方に使用されます。

webport 整数 8443 WebSocket (TCP) ト
ラフィックに使用す
るポート。

quicport 整数 8443 QUIC (UDP) トラ
フィックに使用する
ポート。

certificatevalidationpolicy文字列 ask-user 信頼できない証明書
を検証するための
ポリシー。値には
strict、accept-
untrusted、および
ask-user がありま
す。

[options] パラメータ
次の表に、[options] グループで指定できるパラメータを示します。

パラメータ タイプ デフォル
ト値

説明

fullscreen ブール値 false クライアントが全画
面モードで起動する
かどうかを示しま
す。

useallmonitors ブール値 false 全画面モードの開始
時にクライアントで
すべてのモニターが
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パラメータ タイプ デフォル
ト値

説明

使用されるかどうか
を示します。

promptreconnect ブール値 true セッションから切断
した後、クライアン
トにより再接続を求
めるメッセージが表
示されるかどうかを
示します。パラメー
タが true に設定さ
れている場合、切断
するとサインイン画
面にリダイレクトさ
れます。パラメータ
が false に設定され
ている場合、切断す
るとクライアントは
閉じます。

uv444 デコーディン
グを有効にする

ブール値 false ダイナミックビデ
オコンテンツをエ
ンコードするとき
に、高色精度 (YUV 
4:4:4) (p. 43) を有
効にするかどうかを
示します。

接続ファイルの実行
.dcv 接続ファイルを実行するには、そのファイルに移動してダブルクリックします。

または、dcvviewer コマンドの引数としてファイルパスを指定します。

• Windows クライアント

C:\> dcvviewer.exe path\connection_file_name.dcv

• Linux クライアントおよび macOS クライアント

$ dcvviewer path/connection_file_name.dcv

証明書検証ポリシーを設定する
NICE DCV では、サーバーとクライアント間の通信にセキュアな TLS 接続を使用します。証明書検証ポリ
シーは、証明書が信頼できるものであることを検証できない場合に NICE DCV クライアントをどう応答さ
せるかを決定します。接続ファイルで、次のいずれかのオプションを設定します。

• Strict: TLS 証明書の検証に問題がある場合に接続を禁止します。
• Ask user: 証明書を検証できない場合に、その証明書を信頼するかどうかの判断をユーザーに促しま

す。
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• Accept untrusted: TLS 証明書が自己署名されておりクライアントによる検証ができない場合でも、
サーバーに接続します。

接続ファイルの編集については、「??? (p. 45)」を参照してください。
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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 クライアントで発生する可能性のある問題を特定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. 52)

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 クライアントのログファイルを使用し、NICE DCV クライアント問題を特定して解決し
ます。Windows クライアントでは、デフォルトでログが有効になっていません。ログを有効にする
と、NICE DCV クライアントの次の場所にログファイルが保存されます。

• Windows クライアント

C:\ProgramData\client.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 クライアントまたは macOS クライアント

~/.local/share/NICE/dcvviewer/log/viewer.log

NICE DCV で Windows クライアントにログファイルを保存できるようにする方法

1. dcvviewer.exe ファイルが保存されているフォルダに進みます。(デフォルトではこれは C:
\Program Files (x86)\NICE\DCV\Client\bin\ です。) 次に [command prompt] (コマンドプ
ロント) ウィンドウを開きます。

2. コマンドラインインターフェイスを使用して NICE DCV クライアントを起動します。

dcvviewer --log-level info --log-file-name C:/ProgramData/client.log

または、次の設定を 接続ファイル (p. 45) に追加します。

[debug]
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logfilename=C:/ProgramData/client.log
loglevel=info
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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. 54)
• ドキュメント履歴 (p. 80)

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. 55)
• DCV 2023.0-14852 — 2023 年 3 月 28 日 (p. 56)
• DCV 2022.2-14521 — 2023 年 2 月 17 日 (p. 57)
• DCV 2022.2-14357 — 2023 年 1 月 18 日 (p. 57)
• DCV 2022.2-14175 — 2022 年 12 月 21 日 (p. 57)
• DCV 2022.2-14126 — 2022 年 12 月 9 日 (p. 58)
• DCV 2022.2-13907 — 2022.2-13907 — 202年 11 月 11 日 (p. 59)
• DCV 2022.1-13300 — 2022 年 8 月 4 日 (p. 59)
• DCV 2022.1-13216 — 2022 年 7 月 21 日 (p. 60)
• DCV 2022.1-13067 — 2 月 29 日 29 日 29 日 29 日 29 日 29 日 29 日 29 (p. 60)
• DCV 2022.0-12760 — 2022 年 5 月 23 日 (p. 61)
• DCV 2022.0-12627 — 2022 年 5 月 19 日 (p. 61)
• DCV 2022.0-12123 — 2022 年 3 月 23 日 (p. 62)
• DCV 2022.0-11954 — 202年 2 月 23 日 (p. 62)
• DCV 2021.3-11591 — 2021 年 12 月 20 日 (p. 63)
• DCV 2021.2-11445 — 2021 年 11 月 18 日 (p. 63)
• DCV 2021.2-11190 — 2021 年 10 月 11 日 (p. 64)
• DCV 2021.2-11135 — 2021 年 9 月 24 日 (p. 64)
• DCV 2021.2-11048 — 2021 年 9 月 1 日 (p. 65)
• DCV 2021.1-10851 (p. 66)
• DCV 2021.1-10598 — 2021 年 6 月 10 日 (p. 67)
• DCV 2021.1-10557 (p. 67)
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• DCV 2021.0-10242 — 2021 年 4 月 12 日 (p. 68)
• DCV 2020.2-9662 — 2020 年 12 月 4 日 (p. 68)
• DCV 2020.2-9508 — 2020 年 11 月 11 日 (p. 69)
• DCV 2020.1-9012 (p. 69)
• DCV 2020.1-9012 — 2020 年 8 月 24 日 (p. 70)
• DCV 2020.1-8942 — 2020 年 8 月 3 日 (p. 70)
• DCV 2020.0-8428 — 2020 年 4 月 16 日 (p. 71)
• DCV 2019.1-7644 — 2019 年 10 月 24 日 (p. 72)
• DCV 2019.1-7423 — 2019 年 9 月 10 日 (p. 72)
• DCV 2019.0-7318 — 2019 年 8 月 5 日 (p. 73)
• DCV 2017.4-6898 — 2019 年 4 月 16 日 (p. 74)
• DCV 2017.3-6698 — 2019 年 2 月 24 日 (p. 75)
• DCV 2017.2-6182 — 2018 年 10 月 8 日 (p. 76)
• DCV 2017.1-5870 — 2018 年 8 月 6 日 (p. 77)
• DCV 2017.1-5777 — 2018 年 6 月 29 日 (p. 78)
• DCV 2017.0-5600 — 2018 年 6 月 4 日 (p. 78)
• DCV 2017.0-5121 — 2018 年 3 月 18 日 (p. 79)
• DCV 2017.0-4334 — 2018 年 1 月 24 日 (p. 79)
• DCV 2017.0-4100 — 2017 年 12 月 18 日 (p. 79)

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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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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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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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-gltest301
• 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。

• 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 ユーザーガイド
NICE DCV 2022.2-13907

DCV 2022.2-13907 — 2022.2-13907 — 202年 11 月 
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-
gltest301

• 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

• 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 ユーザーガイド
NICE DCV 2.1-13216

ビルド番号 変更とバグ修正
• いい履歴書:43
• 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 — 2 月 29 日 29 日 29 日 29 日 29 
日 29 日 29 日 29

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を強化しまし
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。

60



NICE DCV ユーザーガイド
NICE DCV 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 ユーザーガイド
NICE DCV 2022.0-1212121212

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 — 202年 2 月 23 日

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 ユーザーガイド
NICE DCV 2021.3-111591

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-gltest28 4
• 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 月 18 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 ユーザーガイド
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 月 11 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 月 24 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 ユーザーガイド
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 月 1 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 ユーザーガイド
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

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。

66



NICE DCV ユーザーガイド
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 月 10 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

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 ユーザーガイド
DCV 2021.0-10242

DCV 2021.0-10242 — 2021 年 4 月 12 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 2020.2-9662 — 2020 年 12 月 4 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 ユーザーガイド
DCV 2020.2-9508

DCV 2020.2-9508 — 2020 年 11 月 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

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 ユーザーガイド
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 月 24 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 2020.1-8942 — 2020 年 8 月 3 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 ユーザーガイド
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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NICE DCV ユーザーガイド
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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NICE DCV ユーザーガイド
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。

73



NICE DCV ユーザーガイド
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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NICE DCV ユーザーガイド
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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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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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 — 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. 56)」を参照し
てください。

2023 3 月 28 日 28 日 28 日 28

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 — 
2022.2-13907 — 202年 11 月 11 
日 (p. 59)」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 — 2 月 29 
日 29 日 29 日 29 日 29 日 29 日 
29 日 29 (p. 60)」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 — 202年 2 
月 23 日 (p. 62)」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. 63)」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 月 1 日 (p. 65)」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 (p. 67)」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 月 12 日 (p. 68)」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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変更 説明 日付
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 月 11 日 (p. 69)」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 2020.1-8942 — 2020 年 8 
月 3 日 (p. 70)」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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変更 説明 日付

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
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