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概要
本資料では、ブルームバーグ ターミナルのネットワーク・トランスポートとセキュリティの仕様について説明します。
初期設定および定期メンテナンスにおいて、お客さまのコンピューターおよびネットワーク設定プロセスが、容易
かつ安全に実施されることを目的としております。ご自宅でのご利用／または個人ユーザーにも有益な情報
ではありますが、デスクトップ、システムおよびネットワークの管理者を主対象としています。
ブルームバーグ ターミナルの設定・管理については、ほかにも多くの文書があり、補足資料としてご利用になれ
ます。これらの資料は、ブルームバーグ ターミナルのウェブサイトにあるリソースセクションから利用できます。手続
きや技術面に関するご質問、トラブルシューティングの手順等についての詳細は、よくある質問（FAQ）セク
ションを参照してください。
弊社の他のサービスと同様、当資料および他の文書に関するお問い合わせは、年中無休のブルームバーグ・
サポートまでご連絡ください。連絡先の詳細は、各ページのフッターに記載されています。

標準ネットワーク要件
ソースポート、デスティネーションポート

ブルームバーグ ターミナルは、以下のソースおよびデスティネーションポート番号を使用しています。なお、デスティ
ネーションはお客さま側から見た宛先ポートです。ご注意ください。

UDP ソースポート
48129 - 48137 & 49152 - 655351
TCP ソースポート
8194 - 8395 & 49152 - 655351
8194 - 8395 & 49152 - 655351
8194 - 8395 & 49152 - 655351

UDP デスティネーションポート
48129 - 48137
TCP デスティネーションポート
8194 - 8198
8209 – 8220
8290 - 8294

1 MS Widows Vista およびそれ以降のオペレーティング・システムでデフォルト設定されているエフェメラル・ポート。
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「詳細設定オプション」の設定
「詳細設定オプション」を使用すると、ブルームバーグ ターミナルの接続オプションを指定できます。ブルームバー
グ ターミナルをインストールした後、パネルの「詳細設定」をクリックして開きます。

設定
「設定」タブで、「プライベート IP 設定」、「インターネット設定」、「ローカル HTTP プロキシ」、「API 接続設
定」を設定できます。
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プライベート IP 設定およびインターネット設定
IP アドレスを自動検知
この項目はチェックされている状態が初期設定です。この項目を選択するとブルームバーグ ターミナルはローカ
ルコンピューターの IP アドレス設定を使用します。手入力で設定する場合はこの項目のチェックを解除し、ロー
カルサーバーの IP アドレスを指定スペースに入力します。
SOCKS バージョン 5 プロキシ・サーバーで接続
ローカル SOCKS プロキシをここに入力します。この項目は、チェックされていない状態が初期設定です。詳
細は、SOCKS5 セクションを参照してください。

ローカル IP アドレスを使用
チェックされていない状態が初期設定です。この項目を選択すると、ローカル IP アドレスが複数利用できる
場合にそのいずれかでブルームバーグに接続できます。例えば、ネットワーク・インターフェースカードが複数ある
場合や仮想プライベート・ネットワークを使用している場合が該当します。チェックマークを外すと、接続に利用
できるのはコンピューターの初期設定 IP アドレスのみとなります。

特定 TCP ポート使用
このオプションは現在使用されていません。

その他のオプション

ローカル HTTP プロキシ
チェックされていない状態が初期設定です。プライマリープロキシにエラーが発生した場合は、ブルームバーグ タ
ーミナルがセカンダリーHTTP プロキシポートで待機するよう設定できます。
API 接続設定
チェックされている状態が初期設定です。ブルームバーグ API 用のネットワーク接続設定は、該当接続タイプ
の設定に従います。

その他のタブ

設定タブにおけるメイン設定のほかに、シリアル番号の変更または有効化（本資料では詳細を説明してい
ません）や、接続の詳細情報などに関するタブがあります。

アダプター情報タブには、ローカルコンピュータの TCP/IP 設定およびドライバーの詳細が記載されています。
ネットツールタブでは、ping、traceroute、netstat など標準 Windows ネットワークコマンドの GUI 簡易バー
ジョンを使用して、ネットワーク接続に失敗した場合のテストおよび／または診断を実行できます。ホスト欄
に、メインのゲートウェイディレクターアドレスがドロップダウンメニューに表示されるので検索してタイプする手間が
省けます。
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診断タブには使いやすいネットワーク診断ツールがあります。4 つの分野（接続、パフォーマンス、スマートクラ
イアント、API）についての詳細結果が表示されるので、クライアントネットワーク管理者が分析に使用した
り、ブルームバーグ・サポートに送信したりすることが可能です。

プライベート・ブルームバーグ・ネットワーク

ブルームバーグ・ルータ
以下のセクションでは、ブルームバーグ ターミナルへのアクセスに必要なクライアント･ネットワーク要件について
説明します。

IP をサポートするイーサネット・ネットワーク
クライアントのハブ、ルータまたはファイアウォールから、ブルームバーグ・アクセス・ルータまでの CAT5 UTP ケー
ブル
ブルームバーグ・アクセス・ルータのローカル・イーサネット・インタフェース用 IP アドレスおよびサブネットマスク
（既存の IP アドレススキームがない場合、ブルームバーグが IP アドレスを提供します）

単数または複数のブルームバーグ・ルータが各クライアント・サイトにインストールされます。これらのルータには、
次のような利点があります。
高度なデータ配信
ブルームバーグ・アクセス・ルータは、IP ネットワークのプロトコルとスキーム処理、ダイナミック・アクセス・リ
ストを用いて、ブルームバーグ・プライベート・ネットワークとのデータの送受信を実行します。
シームレスな統合
ブルームバーグ・アクセス・ルータのインストール時に変更が必要な設定は最小限に抑えられており、ク
ライアント・ネットワークの接続形態やパフォーマンスはルータの設置に影響を受けません。データをブル
ームバーグのワークステーションに配信するには、CAT5 UTP ケーブルを用いてクライアント・ハブ、ルー
タ、ファイアウォールを接続する必要があります。
セキュリティー
ブルームバーグ・アクセス・ルータは、ブルームバーグのプライベート・ネットワークに対してのみ通信を行い
ます。これは、データ・リンクのプロトコルである TLS に基づく固定仮想回線パスの定義に加え、各ブ
ルームバーグ・アクセス・ルータ上のダイナミック・アクセス・リストによって保証されます。

ブルームバーグ・ルータを LAN ファイアウォールの外側に設置することで LAN の整合性をさらに高めることがで
きます。
接続要求はすべてエンド・ユーザーの PC 上で実行されるブルームバーグ・クライアント・アプリケーションから送
信されます。ブルームバーグが接続要求を送信することはありません。接続は常にクライアントコンピューターか
らブルームバーグ・ネットワークに対して開始されます。
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ブルームバーグ ターミナルのソフトウエアは UDP 接続と TCP 接続を使用し（前述のソースおよびデスティネー
ションポートを参照）、複数のポートを使用するブルームバーグ API、トレードブック、FX、マルチメディアといっ
た様々なコンポーネントとアプリケーョンを提供します。
ブルームバーグのハードウエアや回線になんらかの障害が発生した場合は、ブルームバーグ・データを送信するた
めにホストエンド側に代替パスが確立されます。複数のブルームバーグ・ルータと E1/T1 回線（またはそれ以
上）が設置されている場所では、ルータの冗長構成のために RIP バージョン 2、VRRP、HSRP をサポート
しています。
ネットワーク・アドレスの仕様
プライベート接続を行う場合、クライアントのコンピューターは次のブルームバーグ・サブネットすべてへ接続可能
である必要があります。

208.134.161.0
205.183.246.0
199.105.176.0
199.105.184.0
69.184.0.0

右のサブネットマスクを使用
右のサブネットマスクを使用
右のサブネットマスクを使用
右のサブネットマスクを使用
右のサブネットマスクを使用

255.255.255.0
255.255.255.0
255.255.248.0
255.255.254.0
255.255.0.0

上記ネットワーク・プレフィックスは、クライアント･サイトにインストールされたブルームバーグ･ルータのイーサネッ
ト･ポートから RIP v2 を使用して通知されます。 RIP 受信を避けたい場合は、上記ネットワークを静的ルー
ティングとして設定可能です。
容量と帯域幅の要件
ブルームバーグ ターミナルの接続台数による推奨帯域幅要件は以下の通りです。
ブルームバーグターミナル・ネットワーク容量および帯域幅要件
ターミナル台数
ルータ台数
テールサーキット帯域幅
1-2
1
2Mbps まで
3-5
1
4Mbps まで
6-9
1
6Mbps まで
10 - 30
2
10Mbps まで
31 - 40
2
20Mbps まで
50Mbps まで
41 - 50
2
51 - 100
2
100Mbps まで
100
2
1000Mbps まで
台以
帯域幅のガイドライン表は、世界中のブルームバーグ・ユーザーの既存ターミナル回線使用率と、通信サ
上
ービスプロバイダー各社が提供する回線帯域の統計分析に基づいて作成されたものです。各お客さま向
けの推奨接続・帯域幅容量は、ブルームバーグ・カスタマーサポート担当が継続的な自動モニタリングと
評価を基にご提案します。
ターミナル使用台数が 1‐9 台のお客さまは、シングルルータおよび回線と、インターネット接続によるバッ
クアップでの構成でもご利用になれます。 10 台以上ご利用の場合は、複数の各種回線およびデュアル
ルータが必要です。
推奨帯域幅（bps）は、シングルルータ向けです。 デュアルルータ・サイトには、上記の 2 倍の帯域幅が
必要となります。
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インターネットおよび BRIN（信頼性の高いインターネット環境におけるブルームバーグの使用）
ネットワーク・アドレスの仕様
インターネットおよび BRIN に接続するためには、クライアント PC にインターネット接続機能と DNS（名前
解決）機能が必要となります。
*.bloomberg.net
*.bloomberg.com
*.blpprofessional.com
*.btogo.com

クライアント PC からインターネット接続を行う場合、以下のブルームバーグ・サブネットに接続できることも必要
です。
BRIN 接続を行う場合、クライアント PC はブルームバーグ・インターネット・ポートの IP アドレス範囲すべてに
接続可能である必要があります。

69.187.16.0

右のサブネットマスクを使用

255.255.240.0

69.187.32.0

右のサブネットマスクを使用

255.255.224.0

69.187.25.0

右のサブネットマスクを使用

255.255.255.192

69.191.176.0

右のサブネットマスクを使用

255.255.248.0

69.191.176.128

右のサブネットマスクを使用

255.255.255.224

69.191.178.128

右のサブネットマスクを使用

255.255.255.224

69.191.192.0

右のサブネットマスクを使用

255.255.192.0

69.191.244.0

右のサブネットマスクを使用

255.255.255.128

69.191.250.0

右のサブネットマスクを使用

255.255.255.192

160.43.250.0

右のサブネットマスクを使用

255.255.255.0

160.43.251.0

右のサブネットマスクを使用

255.255.255.0

160.43.252.0

右のサブネットマスクを使用

255.255.255.0

160.43.253.0

右のサブネットマスクを使用

255.255.255.0

205.216.112.0
206.156.53.0
208.22.56.0
208.22.57.0

右のサブネットマスクを使用
右のサブネットマスクを使用
右のサブネットマスクを使用
右のサブネットマスクを使用

255.255.255.0
255.255.255.0
255.255.255.0
255.255.255.0

以下のブルームバーグ・ポートに接続できることも必要です。
UDP デスティネーションポート

48129‐48137
8194‐8198

TCP デスティネーションポート

8209‐8220
8290‐8294
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追加接続方法とツール
ターミナル上のウェブサイトリンクからコンテンツにアクセスするための要件
ブルームバーグ ターミナルでは、ブルームバーグ・ウェブサイト検索（WEB<GO>）機能や企業ホームページ
（CWP<GO>）機能などで特定のウェブサイトへアクセスしたり、ニュース･ヘッドラインのウェブコンテンツ検
索（NH NS1<GO>）機能などでウェブニュースを閲覧したりできますが、これらウェブコンテンツのご利用は、
お客さまのローカル・ブラウザとプロキシにより制限される場合があります。コンピューターの最低要件は以下の
通りです：


インターネット接続



プロキシ・サーバーまたはファイアウォールで、HTTP ポート 80 への接続が可能であること



プロキシ・サーバーまたはファイアウォールで、HTTPS ポート 443 への接続が可能であること



Internet Explorer 11（IE 11）

ファイアウォール
インターネットやその他外部に接続するネットワークは通常、ローカル（すなわちクライアント PC）もしくはネッ
トワーク上、またはその両方にファイアウォールなどのセキュリティを利用します。ブルームバーグ ターミナルの全機
能の利用には、ファイアウォール上にて前述の該当セクションにおける全ポートおよびアドレスへの接続が許可
されており、確実にブルームバーグ・ネットワークと通信できる必要があります。
ブルームバーグ・ネットワークとの通信が遅くなったり切断されてしまったりする場合、まずはお客さまのファイアウ
ォール設定をご確認ください。
ブルームバーグ ターミナルの TLS 接続は、クライアント証明書とサーバー証明書の両方を使用して保護されて
います。弊社のサーバーでは有効なクライアント証明書を持たないデバイスからの TLS 接続は許可されませ
ん。

仮想プライベート・ネットワーク（VPN）
社外にいるユーザーがインターネットを介して自社ネットワークに接続し、通常お使いのブルームバーグ ターミナ
ルにアクセスすることもできます。VPN 接続でアプリケーション・ソフトウエアを接続するには、ブルームバーグ上
で CONN <GO>と入力し、接続ウィザードを開きます。設定タブにあるプライベート IP ネットワークを使用し

てブルームバーグへ接続およびローカル IP アドレスを使用のボックスをチェックします。 ネットワークトラフィック
がプライベート・ネットワーク上のブルームバーグ・ルータに転送されるよう、VPN サーバーを設定しておく必要が
あります。プロキシ・サーバーを通じての接続となる場合、プロキシ設定も同様に行ってください。詳細について
は下記を参照してください。
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SOCKS5 プロキシ・サーバー
SOCKS5 プロキシ･サーバーを使用する場合、クライアント PC はプロキシ･サーバーとのみ通信を行いプロキ
シ･サーバーが代わりにブルームバーグ・サーバーと通信を行います。

クライアント PC とプロキシ・サーバーの通信例

クライアント PC は SOCKS5 プロキシ･サーバーの初期設定ポート 1080 に TCP 通信を行います。接続の
開始時、クライアント PC がこの接続のソースポートを選択します。プロキシ･サーバーの管理者がプロキシ･サー
バーを他のポートで実行するよう設定している場合、デスティネーションポートは 1080 とは異なることがありま
す。 ソースポートは標準ブルームバーグ・ソースポート（TCP ポート 8194 から 8395、または TCP ポート
49152 から 65535）と同一です。
クライアント PC は、プロキシ・サーバーに UDP 通信も行います。この通信用の UDP ソースポートは 48129
です。SOCKS5 プロキシ･サーバーは最初の接続時、デスティネーションポートを選択します。この UDP のデス
ティネーションは、サーバーの管理者が決めた範囲内で選択されます。プロキシ･サーバーからクライアント PC へ
の通信は、最初の接続時にプロキシ･サーバーーが選択したポートから UDP ポート 48129 に対して行われま
す。注：SOCKS5 プロトコルでは、UDP 接続のデスティネーションポートと併せて SOCKS5 プロキシ・サーバ
ーに異なる IP アドレスを指定できます。クライアント端末はこの IP アドレスを無視し、TCP 接続に使用する
SOCKS5 プロキシ・サーバーの IP アドレスに対し UDP パケットを送信します。また、SOCKS5 プロキシ・サー
バーからクライアント端末に送信される UDP パケットのソース IP は、クライアント端末から SOCKS5 プロキ
シ・サーバーへ UDP パケットを送信する際の IP アドレスと同一である必要があります。これは、SOCKS5 プ
ロキシ・サーバーに複数の IP アドレスがある場合に特に注意が必要です。
ブルームバーグ・ソフトウエアをプロキシ･サーバーに接続するには、ブルームバーグ上で CONN と入力して詳細
設定オプションを開き、設定タブを選択します。SOCKS5 プロキシ・サーバー設定には、ブルームバーグのプライ
ベート・ネットワークを使用した接続用、およびインターネットおよび BRIN を使用した接続用の 2 組がありま
す。まず、ブルームバーグのプライベート・ネットワークを使用した接続用の SOCKS5 設定を表示・変更するに
は、「プライベート IP 設定」側の Connect through a SOCKS Version 5 Proxy Server（SOCKS バー

ジョン 5 プロキシ・サーバーで接続）ボックスをチェックし、適切な DNS または IP アドレスを入力します。同様
に、インターネットおよび BRIN を使用した接続用の SOCKS5 設定を表示・変更するには、「インターネット
設定」側の Connect through a SOCKS Version 5 Proxy Server（SOCKS バージョン 5 プロキシ・サ
ーバーで接続）ボックスをチェックし、適切な DNS または IP アドレスを入力します。API 接続を許可するに
は、ウィンドウズのスタートボタンからプログラム>Bloomberg>BBComm Configuration をクリックし、
Configuration ウィンドウを開きます。SOCKS5 ボタンをクリックし、適切な DNS または IP アドレスを入力
します。
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SOCKS5 サーバーーとブルームバーグ間の通信は前述のソースポート、デスティネーションポート セクションに
おけるプライベート IP の設定と同一です。ただし、ソースポートはサーバー管理者が指定した範囲となりま
す。インターネットへの直接接続の場合は、インターネット セクションを参照してください。

ローカル・ターミナルにインストールしない場合の接続

Bloomberg Anywhere Non-Configured
BLOOMBERG ANYWHERE は、インターネット接続のある端末からブルームバーグにアクセスできるシステ
ムです。世界のどこからでもユーザーの端末と同じ設定を使用できます。
接続の基本要件
Bloomberg Anywhere Non-Configured の最低要件は以下の通りです。
ネットワーク要件


プロキシ・サーバーまたはファイアウォールで、HTTP ポート 80 への接続が可能であること



プロキシ・サーバーまたはファイアウォールで、HTTPS ポート 443 への接続が可能であること



ブロードバンドでのインターネット接続

サポートするブラウザー


Windows： Microsoft Edge、Internet Explorer9 以上、Chrome または Firefox



Mac：Safari、Chrome、Firefox



Linux：Firefox

Citrix Receiver
Bloomberg Anywhere を使用するには、Citrix Receiver クライアントをインストールする必要があります。インストー
ルはこちらから可能です。
注：Google Chrome、Microsoft Edge ブラウザーはプラグインをサポートしていません。これらのブラウザーで
Bloomberg Anywhere を使用する場合：
 Citrix Receiver がインストールされているかどうか検出することはできません。ここからインストールしてくだ

さい。
 ログイン時、ダウンロードした ICA ファイルをクリックして Bloomberg Anywhere を起動する必要がありま

す。
お使いのコンピューターが Citrix Receiver クライアントのインストールをサポートしていない場合、HTML5 で
Bloomberg Anywhere を使用することもできます。HTML5 を使用する場合、コンピューターに Citrix Receiver
クライアントをインストールする必要はありません。
HTML5 クライアントは、HTML5 対応のブラウザーがコンピューターにインストールされていれば使用できます。ほぼ
すべての主要ブラウザーの最新バージョンは HTML5 に対応しています。HTML5 を使用して Bloomberg
Anywhere に接続する手順は以下の通りです。
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 HTML5 対応ブラウザーで以下にアクセスします：https://bba.bloomberg.net
 ログイン名／パスワード／B-Unit トークン・コードを入力します。
 ［Launch］ボタンの右側の下向き矢印をクリックします（［Launch］ボタンはクリックしません）。
 ［Launch within the browser」オプションを選択します。

Bloomberg Anywhere への接続方法として、Citrix Receiver クライアントが 1 つ目に表示されます。HTML
クライアントはローカルファイルへのアクセスに制限があります。

Citrix Client システム要件
Windows：


Windows 7 以上、Server 2008 以上



正しく動作するインターネット接続



Citrix Receiver 4.4.1000 以上

Mac
 Mac OS X 10.9 以上


正しく動作するインターネット接続



Citrix Receiver12.3 以上

Linux
 Linux kernel バージョン 2.6.29 以上


glibcxx 3.4.15 以上



glibc 2.11.3 以上



gtk 2.20.1 以上



libcap1 または libcap2



udev サポート

セルフサービス・ユーザー・インターフェース（UI）：




libwebkit または libwebkitgtk 1.0
libxml2 2.7.8
libxerces-c 3.1



ALSA（libasound2）、Speex、および Vorbis コーデックライブラリ。



インストール用に 20MB 以上のディスク空き容量、および追加で拡張機能パッケージをインストールする
場合は 40MB 以上のディスク空き容量。



HDX MediaStream Flash リダイレクトを使用するシステムオンチップ（SoC）デバイス用に 1GB 以
上の RAM 空き容量。



表示色 256 色以上。



TCP/IP ネットワーク



Citrix Receiver13.3 以上
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接続プロセスの技術的な仕様
Bloomberg Anywhere Non-Configured は、ブルームバーグへの接続に Citrix XenApp 環境を使用しま
す。Citrix サーバーは、ユーザーのマウスの動きやキーボード・コマンドをエミュレートし、ユーザーのローカル環境での
操作をサーバー上で処理した後、デスクトップに結果を「描き」ます。これらのサーバーはプライベート・ブルームバ
ーグ・ネットワーク上にあり、インターネットからはアクセスできません。

Bloomberg Anywhere Non-Configured には、https://bba.bloomberg.net からアクセスできます。

セキュリティ警告ダイアログ・ボックス「You are about to view pages over a secure connection. Any
information you exchange with this site cannot be viewed by anyone else on the Web.」が表示
される場合があります。
OK をクリックすると、初回アクセスしたウェブサイトがユーザーPC にあるクライアントタイプの検出プロセスを開
始します。
その後、ユーザーのログイン名およびパスワードの入力と、B-Unit の画面同期を促すログイン認証画面が表
示されます。

ウェブサイトがブルームバーグのユーザー認証を行います。 Citrix Receiver クライアントが検出された場
合、このクライアントを使用して接続します。検出されない場合は Citrix Receiver クライアントのインス
トール・オプションを表示します。
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BLOOMBERG ANYWHERE Non-Configured のセキュリティ
ブルームバーグのソフトウエアとシステム・アーキテクチャは、ブルームバーグ内部のソフトウエア・情報セキュリ
ティの専門チームによって継続的に点検されています。 ブルームバーグはまた、セキュリティの点検と監査
のために外部の業者・監査役と契約を結んでいます。セキュリティ対策の詳細は以下の通りです。


初回アクセスでは、ブルームバーグ・ネットワークがホストする安全なウェブサイトに接続されます。



ウェブサイトへは、ブルームバーグ・ユーザー名／パスワードと B-Unit を通じて認証されます。



ブルームバーグ ターミナルが稼働する Citrix XenApp サーバーはプライベート・ネットワーク上にあ
り、インターネットからはアクセスできません。 サーバーへの通信はすべて TCP ポート 443/TLS
を使用した Citrix Secure Gateway を通じて行われます。



Citrix Presentation Server とブルームバーグ・ネットワークからの接続はプライベート・ネットワー
クやインターネットを使用した既存のブルームバーグ接続と同様のセキュリティとファイアウォールを
使用しています。クライアント・サイドの X.509 証明書や TLS ベースの通信、ブルームバーグ独
自のセッション認証によりセキュリティは確保されています。



インターネットに接続されている DMZ はすべて、既存のブルームバーグ・インターネットの DMZ と
同じインフラを使用しています （ファイアウォールと侵入検知システム）。これらのシステムは、
社内と社外の２つのチームが継続的に運用／監視しています。



ユーザー・アクティビティのログ（ログインの試行、ソース IP アドレス、使用されたシリアル・ナンバ
ー、使用された Citrix Server 等）は、既存のブルームバーグ ターミナルのソフトウエアのログと
併せて記録され、さまざまな管理システムを通じて相互の関連付けや処理が行われます。

仮想化


ブルームバーグ ターミナルを使用する際に推奨する、または必要なソフトウエア／ハードウエア環
境については、ターミナルで BBPC<GO>を参照してください。この他、文書「Software
Compatibility Matrix（ソフトウエア互換性マトリックス）」にも追加情報が記載されていま
す。



さまざまな VDI プラットフォームでブルームバーグ ターミナルがサポートされるかどうかは、VDI ソリュ
ーションが通常通り（またはそれ以上）のパフォーマンスを最低限提供することが可能であるか
どうか、または必要な PC 環境を満たしているかどうかといった条件により異なります。



ブルームバーグ ターミナルのソフトウエアの VDI 環境へのインストールは、ターミナルライセンスが
「Bloomberg Anywhere」を有する場合のみ許可されています。



従来のブルームバーグ・ライセンス（「オープンライセンス」）は VDI 環境での使用は許可されて
いません。



一般に、仮想化およびリモートデスクトップの技術はエンド・ユーザー側のパフォーマンスを低下さ
せるほか、ブルームバーグ ターミナルが毎月実施する機能拡張の操作を妨げることがあります。
VDI 環境でブルームバーグ ターミナルのソフトウエアを使用する場合は、ネットワークの遅れ（シ
ンクライアントからサーバー／ブレードの距離）を 35 ミリ秒(ラウンドトリップ、56 バイト ping タイ
ム)に制限することが推奨されます。



ブルームバーグでは主要な VDI 環境で機能のテストを実施していますが、特定の VDI 環境に
おける技術的なサポートを提供できない場合があります。
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参考資料－ネットワーク概略図
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