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ThinApp ユーザー ガイドでは、ThinApp のインストール、アプリケーションのキャプチャ、アプリケーション
の配布、およびアプリケーションのアップグレードを行う方法について説明します。本書は、パラメータの

カスタマイズやスクリプトの実行時に参照できます。

対象読者
本書は、ThinApp のインストールや、キャプチャされたアプリケーションの配布を行うユーザーを対象とし
ています。一般的に、企業のソフトウェア パッケージの配布および保守を担当するシステム管理者が対象と
なります。

VMware ThinApp のドキュメント
VMware ThinApp の完全なドキュメントのセットは次のドキュメントで構成されています。

ThinApp ユーザー ガイド。タスクを完了するのに役立つ概念と手順の情報。

ThinApp 4.6 リリース ノート。最新の速報および既知の問題とその回避策の説明。

Microsoft Windows XP から Windows 7 へのアップグレード時の ThinApp でのアプリケーションの移行。
ThinApp を使用して Windows XP から Windows 7 へのアプリケーションの移行に関する手順の情報。

本書に関するご意見・ご要望
VMware では、本書の改善に役立つお客様からのご意見をお待ちしております。ご意見・ご要望は、
docfeedback@vmware.com までご送付ください。

テクニカル サポートおよびエデュケーション リソース
ここでは、お客様にご利用にいただけるテクニカル サポート リソースをご紹介します。本書およびその他のド
キュメントの最新版を入手するには、http://www.vmware.com/jp/support/pubs をご覧ください。

オンライン サポートと電話サポート
オンライン サポートを利用して、テクニカル サポート要求の送信、製品および契約情報の閲覧、および製品
の登録を行うには、http://www.vmware.com/jp/support をご覧ください。

該当するサポート契約のあるお客様の場合、迅速な対応が必要な優先度の高い問題に関しては電話でのサ

ポートをご利用ください。詳しくは、http://www.vmware.com/jp/support/phone_support.html をご覧くだ
さい。

サポート サービス
当社のサポート サービスを利用して、お客様のビジネス ニーズを満たす方法については、
http://www.vmware.com/jp/support/services にアクセスしてご確認ください。

本書について

mailto:docfeedback@vmware.com
mailto:docfeedback@vmware.com
http://www.vmware.com/support/pubs
http://www.vmware.com/support
http://www.vmware.com/support/phone_support.html
http://www.vmware.com/support/services
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VMware プロフェッショナル サービス
VMware エデュケーション サービスのコースでは、広範なハンズオン ラボや事例の紹介をいたします。ま
た、実際の業務でリファレンスとしてお使いいただける資料も提供しています。コースはオンサイト、教室、

およびオンラインで受講できます。VMwareコンサルティング サービスでは、オンサイトのパイロット プ
ログラムおよび導入のベスト プラクティスのために、仮想環境の判定、計画、構築、および管理を支援する

サービスが提供されます。エデュケーション クラス、認定プログラム、およびコンサルティング サービスに
関する情報を入手するには、http://www.vmware.com/jp/services をご覧ください。

特記事項
ThinApp では、元は Henry Spencer によって作成された正規表現ライブラリを使用しています。
Copyright (c) 1986, 1993, 1995 by University of Toronto.
Henry Spencer によって作成されました。ライセンスされたソフトウェアから派生させたものではありません。

以下の制約に従う限り、いかなるユーザーに対しても、いかなる目的であっても、いかなるコンピュータ上

であっても、このソフトウェアの使用が認められており、いかなる形態でも、再配布が認められています。

1 内部の不具合が原因で、いかに被害が甚大であったとしても、作成者は、このソフトウェアを使用した

結果についての責任は負いません。

2 明示的な主張や省略によって、このソフトウェアの起源を不正確に伝えてはいけません。

3 改変されたバージョンには明示的にその旨を示す必要があります。明示的な主張や省略によって、それ

が元のソフトウェアであるかのように不正確に伝えてはいけません。

4 この特記事項を削除したり、改変することは許されていません。

http://www.vmware.com/services/
http://www.vmware.com/services/
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ThinApp は、アプリケーションを分離する、アプリケーションのカスタマイズを簡素化する、アプリケー
ションをさまざまなオペレーティング システムに配布する、そしてアプリケーション間の競合を排除すると
いった目的でインストールすることができます。

ここでは、次のトピックについて説明します。

「ThinApp のシステム要件」 (11 ページ )

「ThinApp をインストールする場合の推奨事項」 (12 ページ )

「ThinApp ソフトウェアをインストールします。」 (13 ページ )

「ThinApp インストール ファイルのチェック」 (13 ページ )

ThinApp のシステム要件
ThinApp をインストールする前に、オペレーティング システムとキャプチャするアプリケーションの要件
を確認してください。

ThinApp でサポートされるオペレーティング システム、アプリケーション、および
システム

ThinApp では、さまざまなオペレーティング システム、アプリケーション、およびシステムをサポートし
ています。

32 ビット プラットフォーム：Windows NT、Windows 2000、Windows XP、Windows XPE、Windows
2003 Server、Windows Vista、Windows Server 2008、Windows 7

64 ビット プラットフォーム：Windows XP 64 ビット、Windows 2003 64ビット、Windows Vista 64ビッ
ト、Windows Server 2008 64 ビット、Windows Server 2008 R2 64 ビット、Windows 7 64ビット

32 ビット Windows オペレーティング システムで動作する 16 ビット アプリケーション

32 ビットおよび 64 ビット Windows オペレーティング システムで動作する 32 ビット アプリケーション

Terminal Server と Citrix Xenapp

ThinApp では、日本語オペレーティング システムでキャプチャおよび実行される日本語アプリケーション
がサポートされます。

オペレーティング システムによっては、ThinApp がサポートされません。

Windows CE などの 16 ビットまたは非 x86 プラットフォーム

32 ビットまたは 64 ビット Windows オペレーティング システムで動作する 64 ビット アプリケーション

64 ビット Windows オペレーティング システムで動作する 16 ビット アプリケーション

ThinApp のインストール 1
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ThinApp で仮想化できないアプリケーション
ThinApp では、一部のアプリケーションを仮想アプリケーションに変換することができません。また、特定の
アプリケーション機能がブロックされる場合があります。

次のタイプのアプリケーションを配布するには、従来のインストール技術を使用する必要があります。

ネイティブでは配布オペレーティング システムをサポートしないアプリケーション。

オペレーティング システムが、ネイティブのアプリケーションのインストールをサポートしない場合、
そのオペレーティング システムは、そのアプリケーションの サポート済み ThinApp 配布プラット
フォームではありません。

カーネルモードのデバイス ドライバのインストールを必要とするアプリケーション

ODBC ドライバはユーザー モード ドライバであるため動作します。

アンチウィルスとパーソナル ファイアウォール

スキャナ ドライバとプリンタ ドライバ

一部の VPN クライアント

デバイス ドライバ
デバイス ドライバを必要とするアプリケーションは、ThinApp でパッケージングした場合は動作しません。
そのデバイス ドライバを元の形式でホスト コンピュータにインストールする必要があります。ThinApp で
は仮想化されたデバイス ドライバはサポートされないため、ThinApp を使用して、アンチウィルス、VPN
クライアント、パーソナル ファイアウォール、ディスクおよびボリューム マウント関連のユーティリティを
仮想化することはできません。

Adobe Acrobat をキャプチャした場合、PDF ファイルを変更して保存することはできますが、ドキュメント
を PDF 形式に保存するための PDF プリンタ ドライバを使用することはできません。

シェル統合

シェル統合機能のあるアプリケーションには、ThinApp パッケージ内にあると機能が制限されるものもあり
ます。たとえば、Windows Explorer と統合されている仮想アプリケーションは、Windows Explorer のコン
テキスト メニューに特定のエントリを追加できません。

ネットワークでアクセス可能な DCOM サービス
ThinApp は COM サービスと DCOM サービスを分離します。DCOM サービスをインストールするアプリ
ケーションにアクセスできるのは、ローカル コンピュータの同じ ThinApp サンドボックスで動作する他の
キャプチャされたアプリケーションのみです。ThinApp では、同じコンピュータの仮想 DCOM および COM
はサポートされますが、ネットワーク DCOM はサポートされません。

グローバル フック ダイナミック リンク ライブラリ
一部のアプリケーションは SetWindowsHookEx API 関数を使用して、ホスト コンピュータのすべてのプロ
セスに DLL を追加します。DLL は、Windows メッセージを取得し、他のアプリケーションからのキーボー
ドおよびマウスによる入力をキャプチャします。ThinApp は、SetWindowsHookEx 関数を使用してグローバ
ル フック DLL をインストールしようとするアプリケーションからの要求を無視します。ThinApp により、
アプリケーションの機能が制限される場合があります。

ThinApp をインストールする場合の推奨事項
ThinApp をインストールする場合は、以下の推奨事項とベスト プラクティスを考慮してください。

クリーン コンピュータの使用
VMware では、クリーン コンピュータを使用して ThinApp をインストールすることをお勧めします。これ
は、環境がアプリケーションのキャプチャ プロセスに影響を及ぼすためです。クリーン コンピュータとは、
Windows オペレーティング システムのみの物理マシンまたは仮想マシンのことです。ベース デスクトップ
イメージを持っている企業環境では、そのベース デスクトップ イメージがクリーン コンピュータとなりま
す。デスクトップ コンピュータには、一部のコンポーネントやライブラリがすでにインストールされている
場合があります。
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アプリケーション インストーラは、コンピュータにすでに存在するファイルを省いてしまいます。インス
トーラがファイルを省くと、そのファイルはアプリケーションのキャプチャ プロセスの実行中に ThinApp
パッケージに格納されません。そのファイルが存在しない他のコンピュータでは、アプリケーションが動作
しない場合があります。クリーン コンピュータを使用すると、キャプチャ プロセスでコンピュータのファイ
ル システムとレジストリを迅速にスキャンできるようになります。

ThinApp をインストールし、Microsoft .NET 2.0 がすでにインストールされているコンピュータでアプリケー
ションをキャプチャした場合、.NET 2.0 は ThinApp パッケージに格納されません。キャプチャされたアプ
リケーションが動作するのは、.NET 2.0 がすでにインストールされているコンピュータのみです。

クリーン コンピュータとしての仮想マシンの使用
クリーン コンピュータをセットアップする場合、仮想マシンを作成する方法が最も簡単です。仮想マシンに
Windows をインストールし、クリーン状態にある完全な仮想マシンのスナップショットを記録できます。ア
プリケーションをキャプチャしたら、スナップショットを復元して、クリーンな仮想マシン状態に戻せます。
この状態で、次のアプリケーション キャプチャを実行できます。

VMware Workstation または他の VMware 製品を使用して、仮想マシンを作成できます。VMware 製品の詳
細については、VMware の Web サイトを参照してください。

最も初期のオペレーティング システムを必ず使用すること
ThinApp は、サポート対象のオペレーティング システムの最も初期バージョンがインストールされたクリー
ン マシンにインストールしてください。ほとんどの場合、最も初期プラットフォームは Windows 2000 また
は Windows XP です。場合によっては、Windows XPでキャプチャされたパッケージが、Windows 2000 で
動作します。ある場合には、Windows 2000 に存在しない DLL が Windows XP に含まれていることがあり
ます。通常、アプリケーションでこの DLL をインストールすると、ThinApp は、キャプチャされたアプリ
ケーション パッケージからこの DLL を除外します。

ThinApp アプリケーション パッケージを作成した後、キャプチャ プロセスを実行せずに、パッケージ内の
ファイルを更新されたバージョンで上書きし、アプリケーションを再ビルドすることができます。

ThinApp ソフトウェアをインストールします。
ThinApp 実行ファイルを使用して ThinApp をインストールします。

ThinApp ソフトウェアをインストールします。

1 ThinApp をクリーンな物理または仮想 Windows マシンにダウンロードします。

2 ThinApp 実行ファイルをダブルクリックします。

3 [特許リスト (Patent Lists)] ダイアログ ボックスで、[次へ (Next)] をクリックします。

4 ライセンスに同意してシリアル番号を入力し、ThinApp がキャプチャするアプリケーションを起動した
ときに表示されるライセンス表示名を入力します。

5 [インストール (Install)] をクリックします。

ThinApp がインストールされます。

ThinApp インストール ファイルのチェック
ThinApp をインストールすると、C:\Program Files\VMware に VMware ThinApp ディレクトリが生成され
ます。このディレクトリのファイルをチェックして、最近の活動を表示するための Log Monitor ユーティリ
ティの起動などの操作を行うことができます。

VMware ThinApp ディレクトリにある次の主要なファイルは、ThinApp の操作に影響します。

AppSync.exe – キャプチャされたアプリケーションを入手可能な最新バージョンの状態に保ちます。

logging.dll – .trace ファイルを生成します。

dll_dump.exe – 現在システムで実行中のキャプチャされたアプリケーションをすべて表示します。

log_monitor.exe – アプリケーションの実行履歴とエラーを表示します。

relink.exe – 既存のパッケージを、システムにインストールされた最新の ThinApp のバージョンに更新
します。
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sbmerge.exe – アプリケーションのサンドボックスに記録された実行時の変更を ThinApp プロジェクト
にマージして、キャプチャされたアプリケーションを更新します。

Setup Capture.exe – ウィザードを介してアプリケーションをキャプチャおよび構成します。

snapshot.exe – アプリケーションのキャプチャ プロセス中にインストール前の環境とインストール後の
環境を比較します。

このユーティリティは、キャプチャのセットアップ プロセス中に ThinApp によって起動されます。

snapshot.ini – アプリケーションのキャプチャ プロセス中に ThinApp が無視する仮想レジストリおよび
仮想ファイル システムのエントリを格納します。

snapshot.exe ファイルでは、snapshot.ini ファイルが参照されます。上級ユーザーであれば、
snapshot.ini ファイルを変更して、アプリケーション パッケージの作成時に特定のエントリがキャプ
チャされないように設定できます。

template.msi – MSI ファイルをビルドします。

このテンプレートをカスタマイズして、企業の配布手順や基準に合わせて .msi ファイルを生成できま
す。たとえば、レジストリ設定を追加して、インストール時にクライアント コンピュータに追加される
ように設定できます。

thinreg.exe – キャプチャされたアプリケーションをコンピュータに登録します。

この登録では、アプリケーションを起動できるようにするために、ショートカット、[ スタート ] メ
ニュー、およびファイル タイプの関連付けの設定などが行われます。

tlink.exe – キャプチャされたアプリケーションのビルド プロセス中に主要なモジュールをリンクします。

vftool.exe – キャプチャされたアプリケーションのビルド プロセス中に仮想ファイル システムをコンパ
イルします。

vregtool.exe – キャプチャされたアプリケーションのビルド プロセス中に仮想レジストリをコンパイル
します。
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アプリケーションをキャプチャして、仮想環境にパッケージングすることができます。

アプリケーションをキャプチャし、アプリケーションの初期パラメータを設定するための主な方法は Setup
Capture ウイザードです。上級ユーザーが、コマンド ラインからアプリケーションをキャプチャする必要が
ある場合には、Setup Capture ウィザードの代わりに snapshot.exe ユーティリティを使用することができ
ます。

ここでは、次のトピックについて説明します。

「キャプチャ プロセスの各フェーズ」 (15 ページ )

「アプリケーションのキャプチャの準備」 (15 ページ )

「Setup Capture ウィザードを使用したアプリケーションのキャプチャ」 (16 ページ )

「上級者用のパッケージ構成」 (23 ページ )

「Microsoft Office 2007 をパッケージングするためのガイドライン」 (24 ページ )

「Windows XP での Internet Explorer 6 のキャプチャ」 (27 ページ )

「ThinApp Converter による Multiple Application インストーラのキャプチャ」 (29 ページ )

キャプチャ プロセスの各フェーズ
アプリケーションのキャプチャには、システムのスキャン、アプリケーションの構成、パッケージの構成、

そして配布用の仮想アプリケーションの生成が含まれます。

Setup Capture ウィザードは、アプリケーションの初期パラメータを設定します。ユーザーは、どのパラメー
タでも、ウィザードの外部からカスタマイズすることができます。

アプリケーションのキャプチャの準備
キャプチャ プロセスの準備には、アプリケーションの必要と依存関係を理解することが含まれます。

他のアプリケーション、ライブラリ、またはフレームワークと依存関係のあるターゲット アプリケーション
の場合、依存関係をキャプチャするか、または Application Link ユーティリティを使用して、実行時に個別
の仮想アプリケーションとリンクすることができます。Application Link ユーティリティについては、
「Application Link の更新」 (54 ページ )を参照してください。

特定の日付形式のようなロケール形式を必要とするターゲット アプリケーションの場合には、必要なロケー
ル設定を含む環境内でキャプチャすることができます。ThinApp は仮想アプリケーションを、アプリケー
ションを実行するシステムの地域と言語の設定ではなく、キャプチャ システムの設定に従って実行します。
Package.ini ファイルの LocaleIdentifier パラメータをコメント アウトしてアプリケーションを再ビル
ドすることによりデフォルトのロケール設定を変更することもできますが、キャプチャ環境なら複雑になる

のを避けることができます。LocaleIdentifie パラメータの詳細については、「LocaleIdentifier」 (85 ページ )
を参照してください。

アプリケーションのキャプチャ 2



ThinApp ユーザー ガイド

16 VMware, Inc.

Setup Capture ウィザードを使用したアプリケーションのキャプチャ
キャプチャ プロセスではアプリケーションがパッケージングされ、アプリケーション パラメータに初期値が
設定されます。仮想マシンを使用する場合は、スナップショットを作成してからウィザードを実行すること
を勧めします。元のクリーンな状態のスナップショットを作成しておくと、そのスナップショットに戻るこ
とで別のアプリケーションをキャプチャできます。

ここでは、キャプチャするアプリケーションの主要な例として、Mozilla Firefox を使用します。基本的なキャ
プチャ プロセスの範囲を超えている Microsoft Office 2007 については、「Microsoft Office 2007 をパッケージ
ングするためのガイドライン」 (24 ページ )を参照してください。

アプリケーション インストール前のシステム イメージの作成
Setup Capture ウィザードは、キャプチャ プロセスの最初にシステムをスキャンして環境を判定し、ベース
ライン システム イメージを作成します。

アプリケーション インストール前のシステム イメージの作成

1 キャプチャするアプリケーションをダウンロードします。

たとえば、Firefox Setup 2.0.0.3.exe をダウンロードし、そのファイルを使用するクリーンなコン
ピュータにコピーします。

2 ウィルス スキャンのような、キャプチャ プロセス中にファイル システムを変更する可能性のあるアプ
リケーションは終了します。

3 デスクトップから [スタート ] > [プログラム ] > [VMware] > [ThinApp Setup Capture] を選択します。
4 (オプション ) [プレスキャンの準備 (Ready to Prescan)] ダイアログ ボックスで、[スキャン場所の詳細

(Advanced Scan Locations)] をクリックして、スキャンするドライブおよびレジストリ ハイブを選択し
ます。

アプリケーションを別のドライブにインストールする場合は、C:\ ドライブ以外の特定の場所をスキャ
ンすることができます。アプリケーション インストーラによりレジストリが変更されないことがわかっ
ている場合は、特定のレジストリ ハイブをスキャンしないことも可能です。

5 [プレスキャン (Prescan)] をクリックして、ハード ドライブとレジストリ ファイルのベースライン シス
テム イメージを確立します。
Windows XP の場合、スキャン プロセスには約 10 秒間を要します。

アプリケーションをインストールした状態でのシステムの再スキャン

Setup Capture ウィザードがシステムの再スキャンを行って、初期システム イメージからの変更点を判定す
る前に、仮想化するアプリケーションをインストールすることができます。

アプリケーションをインストールおよびシステムを再スキャン

1 [アプリケーションのインストール (Install Application)] が表示されると、Setup Capture ウィザードを
最小化して、キャプチャするアプリケーションをインストールします。

たとえば、Firefox Setup 2.0.0.3.exe をダブルクリックして Firefox をインストールします。アプリ
ケーションのインストール後に再起動が必要な場合は、システムを再起動します。プロセスは、Setup
Capture ウィザードを再起動します。

2 ( オプション ) Internet Explorer をキャプチャする場合は、[ アプリケーションのインストール (Install
Application)] ページで [Internet Explorer] をクリックして、追加の手順を完了してからブラウザをイン
ストールします。

Windows XP で Internet Explorer 6 をキャプチャする場合は、「Windows XP での Internet Explorer 6 の
キャプチャ」 (27 ページ )を参照してください。

エントリ ポイントの詳細については、「仮想環境へのショートカットとするためのエントリ ポイントの
定義」 (17 ページ )を参照してください。

3 ( オプション ) 特定のセキュリティ設定を使用する、特定のホーム ページを使用するなどの必要な構成
の変更を行って、貴社のポリシーに適合させます。

この時点で構成の変更を行わない場合は、各ユーザーが変更を行う必要があります。

4 ( オプション ) アプリケーションを起動して情報に関するすべてのメッセージに応答してから、Setup
Capture ウィザードを続行します 。
この時点ですべてのメッセージに応答しない場合は、初期起動時にアプリケーションを使用する各ユー
ザーがプロンプトに応答する必要があります。
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5 アプリケーションを閉じます。

6 Setup Capture ウィザードを最大化し、コンピュータをもう一度スキャンするために [ ポストスキャン
(Postscan)] をクリックし、[OK] をクリックしてポストスキャン操作を確認します。
ThinApp では、最初のベースライン イメージとこのイメージの差分が仮想ファイル システムおよび仮
想レジストリに保存されます。

仮想環境へのショートカットとするためのエントリ ポイントの定義
エントリ ポイントは、仮想環境へのショートカットとしての役割を果たす実行ファイルで、仮想アプリケー
ションを開始します。選択できるエントリ ポイントは、キャプチャされたアプリケーションがインストール
時に作成する実行ファイルに応じて異なります。

たとえば、Microsoft Office をインストールする場合は、Microsoft Word、Microsoft Excel、および同時にイ
ンストールされる他の Microsoft Office アプリケーションのエントリ ポイントを選択できます。Firefox をイ
ンストールする場合は、Mozilla Firefox.exe および Mozilla Firefox (SafeMode).exe (ユーザーが
セーフ モードでのアクセスを必要とする場合 ) を選択できます。
Setup Capture ウィザードの最後に実行されるビルド プロセスでは、ThinApp は選択された各エントリ ポイ
ントに対して 1 つの実行ファイルを生成します。アプリケーションを MSI ファイルとして配布するか、また
は thinreg.exe ユーティリティを使用する場合、ユーザーのデスクトップで作成されるデスクトップ
ショートカットおよび [スタート ] メニューのショートカットは、これらのエントリ ポイントをポイントし
ています。

トラブルシューティング用のエントリ ポイント
ThinApp には環境のトラブルシューティングを行うためのエントリ ポイントが用意されています。

アプリケーションのデバッグでは、以下のエントリ ポイントを使用できます。

cmd.exe : 仮想コンテキスト内でコマンド プロンプトを起動します。仮想ファイル システムを表示する
ことができます。

regedit.exe : 仮想コンテキスト内でレジストリ エディタを起動します。仮想レジストリを表示するこ
とができます。

iexplore.exe : 仮想コンテキスト内で iexplore.exe を起動します。仮想化 ActiveX コントロールを
テストすることができます。

エントリ ポイントにより、仮想コンテキスト内でネイティブの実行ファイルが起動されます。エントリ ポイ
ントでは、cmd.exe、regedit.exe、または iexplore.exe の仮想パッケージは作成されません。
環境のデバッグまたはトラブルシューティングの必要性が予測できない場合は、Package.ini ファイル内の
Disabled パラメータを使用し、後でこれらのエントリ ポイントをアクティブにすることができます。

エントリ ポイントの設定
エントリ ポイントのリストに含める実行ファイルを指定することができます。ThinApp は、キャプチャ プ
ロセス中に実行ファイルをインストールします。

Setup Capture ウィザードでのエントリ ポイントの設定

1 [エントリ ポイント (Entry Points)] ページで、ユーザーがアクセス可能なエントリ ポイントのチェック
ボックスをオンにします。

ウィザードは、デスクトップまたは [スタート ] メニューのショートカットから直接アクセス可能になっ
ていた実行ファイルを表示します。

2 (オプション ) 環境をデバッグする場合には、[デバッグで使用するエントリポイントを表示 (Show entry
points used for debugging)] チェック ボックスをオンにして、iexplore.exe、regedit.exe、および
cmd.exe トラブルシューティング オプションを表示します。

ユーザー グループの設定
ThinApp では、Active Directory グループを使用して、仮想アプリケーションへのアクセスが許可されます。
あるアプリケーションへのアクセスを制限して、ユーザーがそのアプリケーションを権限のないユーザーに

渡さないようにすることができます。

Active Directory Domain Services では、セキュリティ グループと配布グループを定義します。ThinApp は
ネストしたセキュリティグループだけをサポートします。
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Setup Capture ウィザードでのユーザー グループの設定

1 [グループ (Groups)] ページで、アプリケーションに対するユーザー アクセスを制限します。
a [以下の Active Directory グループのみ (Only the following Active Directory groups)] をオンにし

ます。

b [追加 (Add)] をクリックして、Active Directory オブジェクトと場所の情報を指定します。

2 (オプション ) ThinApp が許可できないときにユーザーに表示されるメッセージを変更します。

物理ファイル システムの分離モードの定義
分離モードは、仮想環境外のネイティブなファイル システムへの読み書きアクセスのレベルを決定します。
分離モードの設定は、アプリケーションや、物理システムを変更から保護する必要性に応じて調整すること
ができます。

キャプチャ プロセスで分離モードを選択すると、Package.ini ファイルの DirectoryIsolationMode パラ
メータの値が決定されます。このパラメータは、仮想アプリケーションで作成されたファイルのデフォルト
の分離モードを制御します。ただし、個別のディレクトリの ##Attributes.ini ファイル内で別の分離モー
ドを指定した場合を除きます。

ディレクトリ分離モードの選択は、以下の分野には影響しません。

ThinApp は、Package.ini ファイル内の SandboxNetworkDrives パラメータに応じて、ネットワーク
ドライブへの書き込み操作を処理します。このパラメータのデフォルト値により、書き込み操作は物理
ドライブへ転送されます。ThinApp は、Package.ini ファイル内の SandboxRemovableDisk パラメー
タに応じて、リムーバブル ディスクへの書き込み操作を処理します。このパラメータのデフォルト値に
より、書き込み操作は物理ドライブへ転送されます。

ドキュメントをデスクトップまたは My Documents ( マ イ ド キ ュ メ ン ト ) フォルダに保存すると、
ThinApp はドキュメントを物理システムに保存します。ThinApp は、%Personal% および %Desktop%
内の ##Attributes.ini ファイルの分離モードを、WriteCopy 分離モードを選択していた場合でも、
Merged に設定します。

パッケージ外の変更に Merged 分離モードを適用する
Merged 分離モードを使用すると、アプリケーションは、仮想パッケージ外の物理ファイル システム上の要素
を読み取り、変更することができます。一部のアプリケーションは、ローカル システム イメージ内の DLL お
よびレジストリ情報の読み取りに依存しています。

Merged モードを使用すると、ユーザーが保存したドキュメントが、サンドボックスではなくユーザーが意
図したとおりの場所の物理システム上に置かれるという利点があります。ただし、このモードの欠点は、シ
ステム イメージが散在する可能性があるということです。散在するファイルの例として、ライセンス プロセ
スの一部としてコンピュータのランダムな場所に書き込まれたシェアウェア アプリケーションの初期実行
マーカーがあります。

Merged 分離モードを選択すると、ThinApp では以下の操作が実行されます。

Package.ini ファイル内の DirectoryIsolationMode パラメータを Merged に設定します。

以下のディレクトリおよびそのサブディレクトリに対しては、WriteCopy 分離モードを適用するように
例外を設定します。

%AppData%

%Common AppData%

%Local AppData%

%Program Files Common%

オプション 説明

オブジェクト タイプ (Object Types) オブジェクトを指定します。

場所 (Locations) フォレストでの場所を指定します。

名前をチェック (Check Names) オブジェクト名を確認します。

詳細 (Advanced) Active Directory フォレストでユーザー名を検索します。

一般的な照会 (Common Queries) ([詳
細 (Advanced)] の下 )

名前、説明、無効なアカウント、パスワード、および最後にログインし
てからの日数に基づいてグループを検索します。
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%ProgramFilesDir%

%SystemRoot%

%SystemSystem%

ThinApp は、%SystemSytem%\spool サブディレクトリに対しては、親の %SystemSystem% ディレ
クトリの分離モードに例外を作成することによって、Merged 分離モードのままにします。

プレスキャンとポストスキャン キャプチャ操作の間は、インストール中にアプリケーションが作成する
すべてのディレクトリに対して Full 分離モードが割り当てられます。このプロセスは、仮想アプリケー
ションが実行中に作成する新しいディレクトリの分離モードには影響しません。

Setup Capture ウィザードでの Merged 分離モードは、WriteCopy 分離モードを指定したディレクトリの例
外も含めて、Package.ini ファイルの Merged 分離モードと同じ効果を及ぼします。Setup Capture ウィザー
ドおよび snapshot.exe ユーティリティによる手動のキャプチャ プロセスは、ディレクトリ内の
##Attributes.ini ファイルに基づいて、ディレクトリの例外を構成します。

パッケージ外の変更を防ぐために WriteCopy 分離モードを適用する
WriteCopy 分離モードを使用すると、ThinApp は書き込み操作を中断して、その操作をサンドボックスにリ
ダイレクトすることができます。

WriteCopy 分離モードは、従来型のアプリケーションまたは信頼できないアプリケーションに対して使用で
きます。このモードでは、ユーザー データ ファイルは物理システムではなくサンドボックス内にあるので、
検索するのが困難になります。ただし、このモードは、ユーザーがローカルのファイル システムに影響を与
えることができないようにしたいロック ダウンされたデスクトップで役に立ちます。

Setup Capture ウィザードで WriteCopy 分離モードを選択すると、ThinApp はいくつかの操作を完了します。

Package.ini ファイル内の DirectoryIsolationMode パラメータを WriteCopy に設定します。

以下のディレクトリに対しては、Merged 分離モードを適用するように例外を設定します。

%Personal%

%Desktop%

%SystemSystem%\spool

プレスキャンとポストスキャン キャプチャ操作の間は、インストール中にアプリケーションが作成する
すべてのディレクトリに対して Full 分離モードが割り当てられます。このプロセスは、仮想アプリケー
ションが実行中に作成する新しいディレクトリの分離モードには影響しません。

Setup Capture ウィザードでの WriteCopy 分離モードは、Merged 分離モードを指定したディレクトリの例
外も含めて、Package.ini ファイルの WriteCopy 分離モードと同じ効果を及ぼします。Setup Capture ウィ
ザードおよび snapshot.exe ユーティリティは、ディレクトリ内の ##Attributes.ini ファイルにより、
ディレクトリの例外を構成します。

ファイル システムの分離モードの設定
キャプチャ プロセスは、物理ファイル システムへの読み書きアクセスのレベルを設定して、仮想アプリケー
ションからどのディレクトリが読み取れるか、また書き込めるかを決定します。

Setup Captureウィザードの外部でのみ使用可能な Full 分離モードとレジストリ分離モードについては、
「DirectoryIsolationMode」 (66 ページ )および「RegistryIsolationMode」 (67 ページ )を参照してください。

Setup Capture ウィザードでのファイル システムの分離モードの設定

[分離 (Isolation)] ページで、物理ファイル システムに対する分離モードを選択します。

オプション 説明

システム以外のディレクトリに対するフ
ル書き込みアクセス (Merged 分離モード )

アプリケーションは、ローカル マシンとの間でリソースの読み取り / 書
き込みを行うことができます。

制限書き込みアクセス (WriteCopy 分離
モード ) (Restricted write access 
(WriteCopy isolation mode))

アプリケーションは、ローカル マシン上のリソースを読み取り、ほとんど
の変更をサンドボックスに限定することができます。

ThinApp は、ファイル システムの変更をサンドボックスにコピーし、実
際の物理ファイルではなくファイルのコピーのみを変更します。
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アプリケーションの変更をサンドボックスに保存する

サンドボックスは、キャプチャされたアプリケーションのすべての変更が格納されるディレクトリです。サ
ンドボックスは実行時の変更のストレージであり、キャッシュではありません。アプリケーションの次回の
起動時には、サンドボックスからこれらの変更が組み込まれます。

サンドボックス ディレクトリを削除すると、アプリケーションはキャプチャされた時点の状態に復元されま
す。アプリケーションに問題が発生し、機能する元の状態にアプリケーションを戻す場合は、サンドボック
スを削除します。

サンドボックスの場所のカスタマイズ

サンドボックスは、ローカルのユーザー マシンへの配布、モバイルの USB デバイスでの携帯、またはネッ
トワーク ロケーションへの保存が可能です。

サンドボックスをローカル マシンに配布する場合は、サンドボックスの場所としてユーザーのプロファイル
を使用します。Firefox 用のサンドボックスのデフォルトの場所は、%AppData%\Thinstall\Mozilla
Firefox 3.0 のようになります。通常、%AppData% の場所は 
C:\Documents and Settings\<user_name>\Application Data になります。ユーザーのプロファイルが
デフォルトの場所となっているのは、書き込みアクセスができるからです。

サンドボックスの場所をネットワーク上にするとバックアップに便利です。また、任意のコンピュータにロ
グインしてアプリケーションの設定を保持しておく必要があるユーザーにとっても有用です。
\\thinapp\sandbox\Firefox のような、絶対パスを使用してください。アプリケーションがローカル マシン
上にインストールされている場合でも、ネットワーク ロケーションを選択することができます。

サンドボックスの場所をポータブル デバイスにすると、アプリケーションが存在するデバイス上にサンド
ボックス データを保持しておく場合に便利です。

Setup Capture ウィザードでのサンドボックスの場所のカスタマイズ

[サンドボックス (Sandbox)] ページで、サンドボックス用にユーザーのプロファイル、アプリケーションの
ディレクトリ、またはカスタムの場所を選択します。

VMware に匿名の統計を送信する
アプリケーションに対する ThinApp のサポートを改善するため、VMware はキャプチャ プロセスで、配布
される ThinApp パッケージについて匿名のデータを収集してよいかどうかを確認します。データにはアプ
リケーションの開始時間、総実行時間、およびアプリケーションの実行回数が含まれます。

VMware への匿名の統計の送信

[使用状況の統計 (Usage Statistics)] ページで、[はい - VMware に匿名の使用状況の統計を送ります (Yes -
Send anonymous usage statistics to VMware)] オプション ボタンをクリックして、データの収集ステータス
を確認します。

ThinApp プロジェクトの設定のカスタマイズ
プロジェクトとは、キャプチャ プロセスが作成するデータのことです。プロジェクト ファイルからパッケー
ジをビルドするまで、キャプチャされたアプリケーションの実行または配布を行うことはできません。

プロジェクトの設定には、インベントリ名およびプロジェクトの場所を決めることが含まれます。インベン

トリ名を付ければ、アプリケーションを内部追跡しやすくなります。またこれにより、デフォルトのプロジェ

クト ディレクトリ名が決まります。

Setup Capture ウィザードでのプロジェクトの設定のカスタマイズ

1 [プロジェクトの設定 (Project Settings)] ページで、インベントリ名を変更します。

thinreg.exe ユーティリティを使用した場合、またはキャプチャされたアプリケーションを MSI ファ
イルとして配布した場合には、Windows の [プログラムの追加と削除 ] ダイアログ ボックスにインベン
トリ名が表示されます。

2 ThinApp プロジェクトを保存するディレクトリを変更します。

デフォルト ディレクトリはそのままで Firefox 2.0.0.3 をキャプチャする場合、パスは C:\Program
Files\VMware\VMware ThinApp\Captures\Mozilla Firefox (2.0.0.3) と表示されます。



VMware, Inc. 21

章 2 アプリケーションのキャプチャ

パッケージの設定の定義
パッケージは、実行ファイル、または、キャプチャされたアプリケーションの実行または配布に使用する実
行ファイルが含まれる MSI ファイルです。パッケージはプロジェクトファイルからビルドします。
キャプチャ プロセスでのパッケージの設定には、プライマリ データ コンテナとしての役割を果たすメイン
の仮想アプリケーション ファイルについての情報を指定すること、MSI の生成、および圧縮が含まれます。

プライマリ データ コンテナの定義
プライマリ データ コンテナは、ThinApp ランタイムおよび読み取り専用の仮想ファイル システムと仮想レ
ジストリを含む、メインの仮想アプリケーション ファイルです。プライマリ データ コンテナ ファイルは
.exe または .dat ファイルで、従属アプリケーション実行ファイルとともに同じ /bin ディレクトリに置か
れます。エントリ ポイントはプライマリ データ コンテナ内の情報を参照します。
アプリケーションのキャプチャ後にプライマリ データ コンテナを識別するには、Package.ini ファイル内
の ReadOnlyData パラメータをチェックします。

キャプチャ プロセスでの MSI パッケージの生成
キャプチャしたアプリケーションは、MSI Windows インストール パッケージとして配布することができま
す。MSI インストールでは、アプリケーションは C:\Program Files ディレクトリに配置されます。
通常の Firefox アプリケーションでは、MSI インストールは必要ありません。Microsoft Office など、アプリ
ケーション配信ツールと統合している他のアプリケーションは、MSI パッケージにすると正しく動作します。
MSI 生成では、アプリケーション パッケージを使用する前に MSI をターゲット デバイスにインストールす
る必要があります。

MSI パッケージを使用すると、ファイル タイプの関連付けの登録、デスクトップ ショートカットと [スター
ト ] メニュー ショートカットの登録、およびコントロール パネル拡張の表示プロセスが自動化されます。
ThinApp 実行ファイルを各マシン上に直接配布する場合は、thinreg.exe ユーティリティを使用して同じ
登録作業を実行することができます。

キャプチャ プロセスでのパッケージの圧縮
キャプチャ プロセスでパッケージを圧縮すれば、実行パッケージのサイズは小さくなります。MSI パッケー
ジには影響しません。

圧縮を行うとディスク上で必要な容量が 50% 削減されます。ただし、アプリケーションを起動する初期ブ
ロックを ThinApp が解凍するとき、アプリケーションのパフォーマンスが下がります。VMware では、テ
スト ビルドで圧縮を行うことはお勧めしません。ビルド時間が長くなるからです。

パッケージの設定のカスタマイズ

キャプチャ プロセスには、プライマリ データ コンテナ、MSI パッケージ、および実行パッケージの圧縮の
初期設定が含まれます。

Setup Capture ウィザードでのパッケージの設定のカスタマイズ

1 [ パッケージの設定 (Package Settings)] ページで、実行ファイル エントリ ポイントに基づくリストか
ら、プライマリ データ コンテナを選択します。

プライマリ コンテナのサイズが 200 MB より小さい場合、ThinApp ではプライマリ コンテナとし
て .exe ファイルが作成されます。Firefox などの小規模なアプリケーションの場合、任意の .exe
ファイルをメイン データ コンテナとして使用できます。

プライマリ コンテナのサイズが 200 MB より大きい場合、ThinApp ではプライマリ コンテナとし
て別の .dat ファイルが作成されます。これは、Windows XP と Windows 2000 では、サイズが大
きい .exe ファイルのショートカット アイコンを表示することができないためです。サイズが小さ
い別の .exe ファイルを .dat ファイルと共に生成すると、この問題を回避できます。

プライマリ コンテナのサイズが 200 MB から 1.5 GB の間である場合、ThinApp ではデフォルトの
.dat ファイルが作成されます。ただし、これは、.exe ファイルを選択して、デフォルトの .dat
ファイルを上書きしない場合に限ります。

2 (オプション ) プライマリ コンテナのサイズが 200 MB から 1.5 GB の間であり、.exe ファイルを選択し
てデフォルトの .dat ファイルを上書きする場合は、生成された警告は無視してください。

.exe ファイルを選択した場合、アプリケーションはすべて正常に動作しますが、アイコンは正常に表示
されない可能性があります。
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3 (オプション ) プライマリ データ コンテナを選択できない場合は、プライマリ データ コンテナ名を入力
して、.dat ファイルを生成します。

Application Sync ユーティリティを使用してキャプチャされたアプリケーションを更新する場合、
ThinApp ではプロセス時にプライマリ データ コンテナ名が使用されます。アプリケーションに複数の
バージョンが存在する場合は、同じ名前を使用する必要があります。リストから同じプライマリ データ
コンテナ名を選択することはできません。たとえば、Microsoft Office 2003 と Microsoft Office 2007 で
は共通のエントリ ポイント名はありません。

4 (オプション ) [MSI パッケージの生成 (Generate MSI package)] チェック ボックスをオンにして、MSI
ファイル名を変更します。

5 (オプション ) USB デバイスなどの場所用にサイズが小さい実行パッケージを作成するには、[仮想パッ
ケージの圧縮 (Compress virtual package)] チェック ボックスをオンにします。

6 [保存 (Save)] をクリックします。

プロジェクトおよびパラメータ ファイルを開く
キャプチャ プロセスでは、実行パッケージや MSI パッケージをビルドする前に、プロジェクト ファイルを
確認して設定を更新する機会があります。

たとえば、Firefox 2.0.0.3 をキャプチャした場合、
C:\Program Files\VMware\VMware ThinApp\Captures\Mozilla Firefox 2.0.0.3 ディレクトリを参照し
て、キャプチャ プロセス中に設定されたパラメータを含む Package.ini ファイル内の、Active Directory の指
定などを更新することができます。設定の更新の詳細については、「上級者用のパッケージ構成」 (23 ページ )
を参照してください。

プロジェクトには %AppData% などのフォルダが含まれています。このフォルダは、別のオペレーティング
システムまたはコンピュータ上で実行される際に場所が変更される可能性のあるファイル システム パスを
示しています。大部分のフォルダには、フォルダ レベルで分離モードを指定する ##Attributes.ini ファ
イルが置かれています。

仮想アプリケーションのビルド

プロジェクト ファイルを調整して、配布するアプリケーションをビルドすることができます。

Setup Capture ウィザードでの仮想アプリケーションのビルド

1 (オプション ) [ビルドの準備 (Ready to Build)] ページで、プロジェクトファイルをスキャンまたは変更
します。

2 (オプション ) ビルドしないようにするには、[ビルド プロセスを省く (Skip the build process)] チェッ
ク ボックスをオンにします。

仮想アプリケーションのフォルダにある build.bat ファイルを使用すれば、後でパッケージをビルドで
きます。たとえば、Firefox 2.0.0.3 の build.bat ファイルへのパスは、
C:\Program Files\VMware\VMware ThinApp\Captures\Mozilla Firefox 2.0.0.3\build.bat と
なります。

3 [ビルド (Build)] をクリックして、キャプチャ プロセス時にインストールしたファイルが含まれている
実行パッケージまたは MSI パッケージをビルドします。

4 (オプション ) 実行ファイルや MSI ファイルを後で表示する場合には、[終了のクリック後プロジェクト
実行ファイルを含むフォルダを開く (Open folder containing project executables after clicking Finish)]
チェック ボックスをオフにします。

5 [終了 (Finish)] をクリックします。

[終了 (Finish)] をクリックした後でも、随時変更を加えてパッケージを再ビルドすることができます。

オプション 説明

Package.ini を編集 (Edit Package.ini) パッケージ全体に対するアプリケーション パラメー
タを変更します。

プロジェクト フォルダを開く (Open 
project folder)

Windows Explorer で ThinApp プロジェクト ファイ
ルを参照します。
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上級者用のパッケージ構成
上級ユーザーは、キャプチャ中のパッケージのビルドの前、またはパッケージの最初のビルドの後に、

Package.ini または ##Attributes.ini などの構成ファイルを変更してもかまいません。

Package.ini ファイル内の設定の変更
Package.ini ファイルを編集すれば、パッケージ全体を更新することができます。

ファイルは、キャプチャしたアプリケーションのフォルダにあります。Firefox 2.0.0.3 でのパスは、
C:\Program Files\VMware\VMware ThinApp\Captures\Mozilla Firefox 2.0.0.3\Package.ini とな
ります。

以下のパラメータは、変更可能な設定の例の一部です。

DirectoryIsolationMode – 分離モードを Merged、WriteCopy、または Full に設定します。

PermittedGroups – 特定のセットの Active Directory ユーザーに対して、アプリケーション パッケージ
の使用を制限します。

SandboxName – サンドボックスに識別名を付けます。

段階的なアプリケーション更新の場合は名前を保持しておき、大幅な更新の場合に名前を変更すること

ができます。

SandboxPath – サンドボックスの場所を設定します。

SandboxNetworkDrives – ネットワーク共有への書き込み操作をサンドボックスに転送するかどうかを
指定します。

RequiredAppLinks – 実行時に現在のパッケージにインポートする外部の ThinApp パッケージのリス
トを指定します。

OptionalAppLinks – 実行時に現在のパッケージにインポートする外部の ThinApp パッケージのリス
トを指定します。

Package.ini のすべてのパラメータについては、第 5章「パッケージ パラメータの構成」(63ページ )を参
照してください。

Package.ini ファイルを編集する
Package.ini ファイルを編集するには、テキスト エディタを使用します。

Package.ini ファイルを編集する

1 キャプチャされたアプリケーション フォルダ内にある Package.ini ファイルを開きます。

たとえば、Firefox 2.0.0.3 でのパスは、C:\Program Files\VMware\VMware 
ThinApp\Captures\Mozilla Firefox 2.0.0.3\Package.ini となります。

2 行の最初にあるセミコロンを削除して編集するパラメータをアクティブにします。

たとえば、Firefox の RemoveSandboxOnExit パラメータをアクティブにします。
RemoveSandboxOnExit=1

3 パラメータの値を削除または変更して、ファイルを保存します。

4 キャプチャされたアプリケーションのフォルダにある build.bat ファイルをダブルクリックして、アプ
リケーション パッケージを再ビルドします。

たとえば、Firefox 2.0.0.3 の build.bat ファイルへのパスは、C:\Program Files\VMware\VMware
ThinApp\Captures\Mozilla Firefox 2.0.0.3\build.bat となります。

##Attributes.ini ファイル内の設定の変更
##Attributes.ini ファイルはプロジェクト フォルダのフォルダ マクロ内に存在し、構成設定をディレクト
リ レベルで適用します。Package.ini ファイルでは、設定が全アプリケーション レベルで適用されます。
Package.ini 設定をディレクトリ レベルで上書きする場合は、##Attributes.ini ファイルでパラメータ
DirectoryIsolationMode、CompressionType、および ExcludePattern を使用します。
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たとえば、ディレクトリまたはアプリケーション レベルで分離モードを設定し、作成した仮想アプリケーショ
ンによって書き込みが行われる参照可能なファイルおよびレジストリ キーを指定します。##Attributes.ini
ファイルの詳細設定により、Package.ini 内の全体的な設定が上書きされます。ThinApp では、
##Attributes.ini の情報が含まれていない場合にのみ、Package.ini の設定によって分離モードが指定さ
れます。

##Attributes.ini ファイルは、キャプチャされたアプリケーションの大部分のフォルダに含まれていま
す。たとえば、##Attributes.ini ファイルは、C:\Program Files\VMware\VMware 
ThinApp\Captures\Mozilla Firefox 2.0.0.3\%AppData%\##Attributes.ini に置かれています。

##Attributes.ini ファイルを編集する
##Attributes.ini ファイルを編集するには、テキスト エディタを使用します。

##Attributes.ini ファイルを編集する

1 ##Attibutes.ini ファイルで、パラメータのコメントを外したり、パラメータの更新や削除を行います。

2 キャプチャされたアプリケーションのフォルダにある build.bat ファイルをダブルクリックして、アプ
リケーション パッケージを再ビルドします。

Microsoft Office 2007 をパッケージングするためのガイドライン
Microsoft Office 2007 をキャプチャするためのプロセスはお使いの環境によって変わりますが、基本的なガ
イドラインを参考にすることができます。

Microsoft Office をキャプチャして構成する方法、および環境の必要の詳細については、VMware ThinApp
コミュニティ ブログを参照してください。

Microsoft Office 2007 をパッケージングするための要件
Microsoft Office 2007 のキャプチャ プロセスでは、ThinApp パッケージを作成するための標準的な要件以外
に、いくつかの要件が前提となります。

Microsoft のソフトウェアおよびプリンタの依存関係には、以下の要件が含まれます。

サポート対象の Windows オペレーティング システムがインストールされたクリーンな仮想マシン。

Microsoft Office 2007 のライセンスされたコピー。

Microsoft Office 2007 のボリューム ライセンス キー。

パッケージを実行するマシンごとに、リテール ライセンス キーをアクティベートする必要があります。

Windows Installer 4.5。

Microsoft .NET Framework 2.0。

Microsoft .NET は、Setup Capture ウィザードのプレスキャン操作の後、Microsoft Office 2007 のインス
トールの前にインストールする必要があります。

会社のプリンタなど、必要なプリンタが、Setup Capture ウィザードのプレスキャン操作の前にインス
トールされていること。

Microsoft Office 2007 のキャプチャ
Microsoft Office 2007 のキャプチャと基本的なアプリケーションのキャプチャの間の主な違いは、Microsoft
Office を変更し、子プロセスをブロックする必要があることです。

Microsoft Office 2007 のキャプチャには、以下のステップが含まれます。

1 「Microsoft Office 2007 のインストール オプションのカスタマイズ」 (25 ページ )

2 「Microsoft Office 2007 の子プロセスの無効化」 (25 ページ )

3 「Microsoft Office 2007 のキャプチャ オプションの設定」 (26 ページ )

このプロセスは、Setup Capture ウィザードに慣れていることを前提としています。プロセスは、使用して
いる環境に応じて変更することができます。
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Microsoft Office 2007 のインストール オプションのカスタマイズ
Microsoft Office 2007 のキャプチャ プロセスの最初に、Microsoft Office のインストールをカスタマイズする
必要があります。

Microsoft Office 2007 のインストールのカスタマイズ

1 Microsoft .NET 2.0、Windows Installer 4.5、および ThinApp のインストール ファイルを仮想マシンに
コピーします。

2 Microsoft Office 2007 のインストール ファイルを仮想マシンにコピーするか、または Microsoft Office
2007 の ISO を仮想マシンにロードします。

3 Windows Installer 4.5 をインストールして、システムを再起動します。

4 ThinApp をインストールします。

5 (オプション ) 会社のプリンタなど、必要なプリンタをインストールします。

6 Setup Capture ウィザードを実行して、プレスキャン操作まで完了します。

7 Setup Capture ウィザードの [アプリケーションのインストール (Install Application)] ページで、ウィ
ザードを最小化して、Microsoft .NET 2.0 をインストールします。

8 (オプション ) Microsoft .NET のインストールによって、mscorsvw.exe プロセスが起動され続ける場合
には、ngen.exe でそのプロセスを停止します。
C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\ngen.exe executequeueditems

9 Microsoft Office 2007 のセットアップ ウィザードを開始します。

インストール セットアップでは、Microsoft Office 2007 のライセンス キーを入力して、ライセンス契約
に同意する必要があります。

10 (オプション ) [ファイルの場所 ] タブで、デフォルトのディレクトリの代わりに、C:\Office など、決
まったディレクトリにソフトウェアをインストールするよう指定します。これは、Microsoft Office アプ
リケーションのオンライン ヘルプのアクセス エラーを防ぐためです。

アクセス エラーは、64 ビットのオペレーティング システムに配布された Office アプリケーションにの
み当てはまります。

11 [インストールの種類を選択してください ] ダイアログ ボックスで、[ユーザー設定 ] ボタンをクリック
します。

12 [ インストール オプション ] タブで、適切なファイルをキャプチャし、Microsoft Office のプリンタ エ
ラーを避けられるようにオプションをカスタマイズします。

a [Microsoft Office] > [マイ コンピュータからすべて実行 ] を選択します。

b [Office ツール ] メニューの隣のプラス (+) 記号をクリックします。

c [Microsoft Office Document Imaging] メニューの隣のプラス (+) 記号をクリックします。

d [Microsoft Office Document Image Writer] ドロップダウン メニューで、[インストールしない ] を
選択します。

e [今すぐインストール ] をクリックして、Microsoft Office 2007 をインストールします。

f インストール セットアップを終了します。

Microsoft Office 2007 の子プロセスの無効化
Microsoft Office をキャプチャするには、Setup Capture ウィザードのポストスキャン ステージの前に子プロ
セスを無効にする必要があります。

一部の子プロセスは、サンドボックスを閉じることができなくなる原因になります。

Microsoft Office 2007 の子プロセスの無効化

1 ctfmon.exe プロセスを無効にして、子プロセスがサンドボックスを閉じるのを妨げないようにします。

a Windows のコントロール パネルで、[地域と言語のオプション ] を選択します。

b [言語 ] タブで、[詳細 ] をクリックします。

c [詳細設定 ] タブで、[詳細なテキスト サービスをオフにする ] チェック ボックスをオンにします。
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d デスクトップから、[スタート ] > [ファイル名を指定して実行 ] を選択し、Regsvr32.exe /u
msimtf.dll コマンドを実行します。

e デスクトップから、[スタート ] > [ファイル名を指定して実行 ] を選択し、Regsvr32.exe /u
Msctf.dll コマンドを実行します。

2 mdm.exe プロセスを無効にして、サンドボックスを閉じるのを妨げる、子プロセスに関連した問題を防
ぎます。

a Internet Explorer で、[ツール ] > [インターネット オプション ] を選択します。

b [詳細設定 ] タブで、[スクリプトのデバッグを使用しない (その他 )] チェック ボックスと [スクリ
プトのデバッグを使用しない (Internet Explorer)] チェック ボックスをオンにします。

3 (オプション ) VMware Workstation を使用して、仮想マシンのスナップショットを取ります。

この機能は、プラグインやアップデートを追加したときに復元できるイメージを作成します。

Microsoft Office 2007 のキャプチャ オプションの設定
Microsoft Office 2007 のキャプチャ プロセスの最後の段階には、ThinApp のポストスキャン操作と、Setup
Capture ウィザードのパッケージを作成するためのオプションが含まれます。

以下は、Microsoft Office 2007 に適用できる可能性のあるオプションの例です。

エントリ ポイントの場所は %ProgramFilesDir%\Microsoft Office\Office12。

プライマリ データ コンテナの名前は Microsoft Office 2007.dat。

分離モードは Merged モード。

サンドボックスの外部にファイルの痕跡を残さないようにしたい場合には、WriteCopy 分離モードが適
切です。

Microsoft Office 2007 の配布には MSI パッケージを使用する。

Microsoft Office 2007 のキャプチャ オプションの設定

Setup Capture ウィザードを最大化して、キャプチャ プロセスを完了します。

Microsoft Office 2007 の構成
Microsoft Office 2007 をキャプチャ プロセス外で構成するには、ディレクトリの削除とプロジェクト ファイ
ルの更新が必要となります。

適切な場合には、お使いの環境に合わせて、Microsoft Office 2007 パッケージの構成を変更することができ
ます。

Microsoft Office 2007 の構成

(オプション ) スペースを空けるため、Microsoft Office が必要としない以下のディレクトリとファイルを
削除します。

%COOKIES%

%HISTORY%

%INTERNET CACHE%

%PROFILE%

%COMMON APPDATA%\VMware

%SystemRoot%\Installer 内の .msi および .msp ファイル

(オプション ) Office 2007 パッケージに対し、ユーザー名や会社名が関係するようなカスタマイズを行わ
ない場合には、%APPDATA% ディレクトリの内容を ##Attributes.ini ファイルを残して削除します。

この削除により、ユーザーに関してクリーンな構成が実行されます。
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( オプション ) プロジェクト ファイル内の HKEY_CURRENT_USER.txt ファイルに isolation_full
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Outlook\Security エントリが存在しなけ
れば、任意の場所に追加します。

(オプション ) isolation_full
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Outlook\Security エントリの下に、以下
のエントリを追加します。

Value=OutlookSecureTempFolder 
REG_SZ~%Profile%\Local Settings\OutlookTemp#2300

(オプション ) Application Sync パラメータと CompressionType パラメータをアクティブにする場合に
は、%Program Files Common%\Microsoft Shared\OFFICE12\ ディレクトリの ##Attributes.ini
ファイルの圧縮を非アクティブにします。

[Compression] 
CompressionType=None

このように変更しないと、エラーによって %Program Files Common%\Microsoft
Shared\OFFICE12\ODSERV.EXE ファイルに影響が及ぶことがあります。

Windows XP での Internet Explorer 6 のキャプチャ
Windows XP 上で 、Setup Capture ウィザードを使用して実行中の Internet Explorer 6 をキャプチャします。
次に、テスト マシンで ThinApp ThinDirect プラグインを使用して Web サイトまたは特定のページにリダイ
レクトすると、仮想 Internet Explorer 6 ブラウザが自動的に開きます。Internet Explorer ネイティブ バージョン
で互換性のない Web ページを仮想 Internet Explorer 6 で表示できます。指定された互換性のないドメインや
ページに対するリダイレト プロセスを促進するリストが維持されます。

Java Runtime プラグインなど、Internet Explorer 6 プラグインもインストールできます。Setup Capture の
間、プラグインはその他のファイルとして扱われます。プラグインは Internet Explorer 6 のキャプチャに組
み込まれます。

ネイティブ ブラウザに ThinDirect プラグ成功にインストールした後、ユーザーがリダイレクト リストにある
URL を要求すると、Internet Explorer 6 ブラウザへページをリダイレクト中であるというユーザーへの警告
がネイティブ ブラウザに表示されます。仮想ブラウザが開き、要求した URL が表示されます。

Windows XP での Internet Explorer 6 キャプチャの要件
Setup Capture ウィザードを開始する前に、次の要件を満たす必要があります。

Windows XP がインストールされたクリーンな仮想マシンが必要です。

Microsoft からの最新のセキュリティ フィックスを組み込んだ Internet Explorer 6 をキャプチャできる
ようにするには、Windows XP にサービス パックや Microsoft Update をすべて確実に組み込んでおき
ます。

ThinApp は同一のマシンにインストールする必要があります。

Setup Capture ウィザードによる、Windows XP での Internet Explorer 6 のキャプチャ
Setup Capture ウィザードを使用して Internet Explorer 6 をキャプチャする方法は、他のアプリケーションと
同様です。主な違いが 2 つあります。Setup Capture ウィザードで Windows XP の Internet Explorer 6 をキャ
プチャするときに、Internet Explorer へのエントリ ポイントを定義します。また、ThinDirect を使用して、
仮想化した Internet Explorer 6 ブラウザにリダイレクトする URL を指定します。

標準の Setup Capture プロセス全体の概要については、「Setup Capture ウィザードを使用したアプリケー
ションのキャプチャ」 (16 ページ ) を参照してください。

.NET framework がインストール済みの Windows XP Service Pack 3 が動作しているマシンで、Setup Capture
を実行します。
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Windows XP 上の Internet Explorer 6 をキャプチャします。

1 Setup Capture ウィザードの Prescan プロセスを使用してシステム イメージを作成します。

2 [アプリケーションのインストール (Install Application）] ダイアログ ボックスで、[Internet Explorer]
をクリックします。

3 [ 仮想パッケージ内の仮想化 Internet Explorer 6 のエントリ ポイントを含む (Include entry point for
vitualized Internet Explorer 6 in the virtual package)] を選択し、[OK] をクリックします。

このオプションは、Setup Capture 中に変更されたファイル、他の必要なファイルの双方、およびレジ
ストリの設定をキャプチャします。

4 パッケージに含める Internet Explorer のプラグインをインストールします。

5 Setup Capture ウィザードの Prescan プロセスを使用してシステムを再スキャンします。

6 [Setup Capture - エントリ ポイント (Setup Capture - Entry Points)] ダイアログ ボックスで、デフォルト
の [VirtIE6.exe] を選択します。

7 プロンプトに従って続けていくと、[ネイティブ ブラウザ リダイレクト (Native Browser Redirect)] ダイ
アログ ボックスが表示されます。

8 仮想 Internet Explorer 6 パッケージにリダイレクトする Ｗｅｂ サイトとページのリストを作成します。

エントリはそれぞれ別の行である必要があります。

ワイルド カード (例 : *.example.com) を使用できます。

サイトのすべてのページをリダイレクトするサイト (例 : www.example.com） を指定できます。

ページ名を後ろに付けたサイト名を指定すると、特定のページ (例 : 
javatester.org/version.html) をリダイレクトできます。

9 ( オプション ) パッケージを保存してしまったときには、ThinDirect.txt ファイルを開いて編集しま
す。このファイルには Internet Explorer 6 へのエントリ ポイントとリダイレクト アドレスのリストが含
まれています。

このファイルは、[ネイティブ ブラウザ リダイレクト (Native Browser Redirect)] ダイアログ ボックス
のエントリを作成した後にのみ存在します。

リダイレクト リストは %appdata%\roaming\Vmware\VMware Thinapp\Thindirect にあります。

10 プロンプトに従って、プロジェクトをビルドします。

ThinDirect.exe ファイルは、プラグイン ThinDirect.dll とプラグイン ランチャ
ThinDirectLauncher.exe ファイルとともにパッケージの中に埋め込まれます。

ThinDirect の解凍と登録
Internet Explorer 6 パッケージをビルドした後、テスト マシンの ThinDirect プラグインを解凍し、登録する
必要があります。ThinDirect プラグインは、仮想パッケージの一部としてインストールする必要があります。
登録プロセスの間に、このプラグインはネイティブ ブラウザにインストールされます。

ThinDirect の解凍と登録

1 コンソールで、thinreg /a VirtIE6.exe コマンドを実行して、ThinDirect アプリケーションを解凍
し、ThinDirect ライブラリを解凍および登録します。

ThinDirect アプリケーションは、Program Files/VMware/VMware ThinApp/ThinDirect ディレクト
リにインストールされます。

ThinDirect テキスト ファイルは、一意の名前が付いたファイルであれば、ThinDirect ディレクト内に複数個
持つことができます。次に、ThinDirect プラグインはすべてのファイルを読み込みます。

個々のマシン登録に加えて、個々のユーザーにリダイレクトする Web ページを、/a スイッチを省略するこ
とにより登録できます。個々のユーザーのリダイレクトを行なうには、システム管理者のアカウントとは独
立したステップとして ThinDirect プラグインをインストールする必要があります。ThinDirect プラグインを
独立したステップとしてインストールしない場合、Thinreg はエラーを表示します。

特定のフォーマット付きのファイルを特定の個々のマシンまたは個々のユーザーの場所にコピーすること
で、リダイレクトする Web ページをエンドユーザーのコンピュータに追加できます。
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ThinApp Converter による Multiple Application インストーラのキャプチャ
Windows オペレーティング システムが動作中の仮想マシン上で、ThinApp Converter を使用して、複数の
アプリケーションのインストーラを ThinApp パッケージにコンバートできます。特定の設定を持つ、コン
バータがアクセスする構成ファイルを用意すると、ThinApp Converter はサイレント モードでアプリケー
ションを実行します。サイレント モードとは、初期構成の設定が指定された後は、ユーザーが入力しなくで
もプロセスが実行されることです。ThinApp Converter は透過的にインストール コンテンツをキャプチャ
し、ThinApp プロジェクトを生成します。そのプロジェクトを、構成ファイルで指定した仮想マシンの
ThinApp パッケージにビルドします。このプロセスはフルに自動化されており、ThinApp Converter が起動
してから ThinApp パッケージがビルドされるまでを実行します。

ThinApp 実行ファイルおよびアプリケーションのインストーラは、仮想マシン上で実行できます。

ThinApp Converter プロセス
ThinApp Converter を実行する前に、コンバートするアプリケーションが存在することになる仮想マシンの
環境、ネットワーク共有パス、その他いろいろな強制およびオプションのパラメータを指定するためのテン
プレートとして、ThinAppConverter.ini 構成ファイルを使用する必要があります。[-f] コマンド ライン
スイッチで、作成した構成ファイルを指定します。このファイルが ThinApp Converter で使用されることに
なります。例 : ThinAppConverter.exe -f myConfig.ini。

どのインストーラをコンバートするのか、コンバージョンが行なわれることになる仮想マシンはどれかを特
定するために、ThinApp Converter は構成ファイルを読み込みます。

次に、ThinApp Converter はそれぞれの仮想マシンの電源を入れ、コンバージョン プロセス完了後に使用さ
れるスナップショットをとります。

スナップショットをとった後、ThinApp Converter は仮想マシンにサイレント キャプチャ エージェントを割
り付けます。サイレント キャプチャ エージェントは仮想マシン上で透過的に実行され、1 つのアプリケー
ションがキャプチャされると、Setup Capture ウィザードの場合と同じような方法でアプリケーション イン
ストール プロセスをキャプチャします。サイレント キャプチャ エージェントは次のアクションを実行します。

ThinApp プレスキャンの実行

構成ファイルで指定されたネットワーク共有からアプリケーションをインストール

ポストスキャンの実行

構成ファイルで指定されたネットワーク共有に ThinApp プロジェクトを生成

プロジェクトの後処理タスクを実行

ネットワーク共有上の ThinApp プロジェクトをパッケージ内にビルド

サイレント キャプチャ エージェントは ThinApp Converter にコントロールを戻します。ThinApp Converter
はスナップショットを使用して仮想マシンをキャプチャ前の状態に戻します。

コンバートする必要がある次のアプリケーション インストール プロセスに対して、このプロセスが繰り返さ
れます。複数の仮想マシンが指定されているときには、キャプチャ エージェントは同時にマシン上で実行さ
れます。仮想マシンは利用可能となり、再度次のアプリケーションをコンバートするために使用されます

ThinApp Converter の制限
アプリケーション インストール プロセスのすべてがサイレント インストール モードをサポートしてい
るわけではありません。ThinApp Converter は、サイレント インストールをサポートしないインストー
ル プロセスに対しては、自動キャプチャをサポートしません。

インストール ディレクトリ名には、等号記号 (=) を入れることはできません。

ThinApp Converter 実行のシステム要件
ThinApp Converter には、次の仮想マシン環境の一つが必要です。

VMware ESX Server 4.0、またはそれ以降

VMware vCenter Server 4.0、またはそれ以降

VMware Workstation 7.0、またはそれ以降
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コンバージョン プロセスで使用される仮想マシンには、次のアイテムをインストールしておく必要があります。

Windows XP Service Pack 3、Windows Vista、またはWindows 7

VMware Tools の最新バージョン

ThinApp Converter は、VMware VIX API ライブラリのプライベート コピーを持っています。. ライブラリ
のより新しいバージョンがホスト マシン上に存在する場合、ThinApp Converter は最新のバージョンを使用
しようとします。

VMwareでは、ネットワーク共有のファイル サーバーとして Windows 2003 または Windows 2008 を使用す
ることを推奨します。ファイル サーバーは、大量のファイル操作を扱うのに十分なシステム リソースを持っ
ている必要があります。ThinApp Converter 実行ファイルを実行しているホスト マシンを、ネットワーク共
有のファイル サーバーとして使用しないでください。

VMware Workstation 環境を使用しているとき、ネットワークの設定が ブリッジ モードであることを確認し
てください。

ThinApp Converter の構成ファイルの準備
構成ファイルのサンプルとして、ThinAppConverter.ini が ThinApp インストレーションに含まれていま
す。このファイルは、一般に C:\Program Files\VMware\VMware ThinApp に置かれています。

要件に合わせて、このファイルのコピーを変更または作成します。パラメータ値を指定するときには、UTF-8
エンコーディングを使用します。

ThinAppConverter.ini 構成ファイルには、次のようなセクション ヘディングが含まれています。

[HostEnvironment] には、仮想マシンのホスティング パラメータが含まれています。

[VirtualMachineN] には、仮想マシン特有のパラメータが含まれています。

[Settings] には、キャプチャ プロセスをグローバルにコントロールするパラメータが含まれています。

[AppSettings:AppName] には、アプリケーション特有のオプション パラメータが含まれています。

HostEnvironment

構成ファイルの HostEnvironment セクションには、ローカル マシン上の VMware ESX Server、VMware
vCenter Server、または VMware Workstation に接続するための接続パラメータが含まれています。

[HostEnvironment] パラメータは必須です。

構成ファイルの中で一度に 1 つのエンドポイントだけ指定できます。たとえば、単一の VMware ESX
Server を使用する計画の場合、ThinAppConverter.exe を直接そのサーバーに接続させることがで
きます。

複数の ESX サーバーを指定することはできません。複数の ESX サーバーを使用するには、複数の ESX
サーバーを管理する VMware vCenter Server に接続するために ThinAppConverter.exe を構成します。

ローカルにインストールされた VMware Workstation. を使用できます。

VirtualMachineHost

ThinApp Converter が接続することになる仮想マシンの名前です。

単一の VMware ESX Server に接続するには、IP アドレスまたは ESX サーバーのホスト名を使用します。

VMWare vCenter Server に接続するには、IP アドレスまたは vCenter サーバーの名前を使用します。

ローカルの VMware Workstation インスタンスに接続するには、localhost を使用します。

VMware ESX Server または VMware vCenter Server に対して、ポート 443 の標準 HTTPS を使用しない
場合、URL 全体を指定することができます。

例

次の例は ESX サーバーのホスト名で指定された仮想マシンを示しています。

[HostEnvironment]
VirtualMachineHost=MyEsx.vmware.com
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次の例は IP アドレスで指定された仮想マシンを示しています。

[HostEnvironment]
VirtualMachineHost=10.13.11.23

次の例は localhost として指定されたローカル マシンを示しています。

[HostEnvironment]
VirtualMachineHost=localhost

HostLoginUserName

ホスト マシンのログイン ユーザー 名

サーバーへの接続には、VMware vSphere Client にログインした時に使用したのと同じログイン ユーザー名
を使用します。仮想マシンのオン・オフの切り替え、仮想マシンのスナップショット取得などに十分な権限

を持つ必要があります。

vCenter のユーザー名を指定するときは、UPN フォーマットを使用できます。例 : user@domain.com。

HostLoginUserName は、VMware Workstation にログインするときには無視されます。

HostLoginPassword または HostLoginPasswordBase64

ホスト マシンのログイン パスワード。パスワードを指定するとき、次のオプションがあります。

クリア テキストを入力できます。

HostLoginPasswordBase64 パラメータには、base64 暗号化パスワードを指定できます。暗号化された
パスワードを指定すると、セキュリティは向上しません。実際の INI ファイルを保護する必要があります。

すべてのパスワードは同じ方法で処理されます。

HostLoginPasswordPrompt

プロンプトでパスワード入力をユーザーに促進するように指定します。

vSphere Server のパスワードを構成ファイルに保存したくない場合、true を指定します。true にセットし
た場合、プロンプトは常に表示され、構成ファイルで HostLoginPassword が指定されていても表示されます。

例

次の例は、代表的なホスト環境の仕様を示しています。ESX サーバーのホスト名として、仮想マシン名を指
定します。パスワードが指定されています。しかし、HostLoginPasswordPrompt で指定されているので、ユー
ザーにはまだパスワード入力にプロンプトが出されています。

[HostEnvironment]
VirtualMachineHost=MyEsx.vmawre.com
HostLoginUserName=root
HostLoginPassword=secret
HostLoginPasswordPrompt=true

VirtualMachineN

構成ファイルの VirtualMachineN セクションには、コンバージョン プロセスで利用される Windows ベース
の仮想マシンのリストが含まれています。

含ませたい各仮想マシンに対して、VirtualMachineX セクションを作成し、そのパラメータを指定します。
X は 1、それに続く仮想マシンのセクションには順番に番号が付与されます。

[VirtualMachineN] パラメータは必須です。

VmxPath

仮想マシンの構成パスを指定します。

ESX Server または vCenter Server に対して、vSphere Client を使用して仮想マシン構成ファイル パスを確認
できます。
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vSphere Client を使用した仮想マシン構成ファイル パスの確認

1 仮想マシンを右クリックして、[ 設定の編集 (Edit Settings)] を選択します。

2 [オプション (Options)] タブをクリックして、[仮想マシン構成ファイル (Virtual Machine Configuration
File)] フィールドからストリングをコピーします。

3 仮想マシンの構成ファイル パスをしてこのストリングを使用します。

Workstation に対しては、VMX 構成ファイルがあるホスト上の全ファイル パスを指定します。例 :
C:\MyVMs\Windows XP\Windows XP.vmx。このパスは、スペースが含まれていても、引用符の中にパスを入
れないようにしてください。

UserName

仮想マシンのゲスト オペレーティング システムの有効なユーザー名。このユーザーは、仮想マシンのゲスト
オペレーティング システムのシステム管理者権限を持つ必要があります。

ユーザー名を指定するときは、UPN フォーマットを使用できます。例 : user@domain.com。

Password または PasswordBase64

仮想マシンのゲスト オペレーティング システムの有効なパスワード。パスワードを指定するとき、次のオプ
ションがあります。

クリア テキストを入力できます。

PasswordBase64 パラメータに base64 暗号化パスワードを指定できます。
暗号化されたパスワードを指定すると、セキュリティ強度は向上しません。実際の INI ファイルを保護
する必要があります。

すべてのパスワードは同じ方法で処理されます。

Password の設定が使用されない場合、ゲストのパスワードは空白と見なされます。Windows 仮想マシンは、
一般に空白のパスワードによる自動操作をサポートしません。したがって、ゲストのパスワードは指定する
必要があります。

PasswordPrompt

プロンプトでパスワード入力をユーザーに促進するように指定します。

仮想マシンのパスワードを構成ファイルに保存したくない場合、true を指定します。true にセットした場
合プロンプトは常に表示され、構成ファイルでパスワードが指定されていても表示されます。

例

ESX サーバー ベースの環境の例を次に示します。パスワードが指定され、PasswordPrompt が false に設
定されているので、ユーザーにはパスワードの入力プロンプトが表示されません。

[VirtualMachine1]
VmxPath=[Storage] WinXP_Converter/WinXP_Converter.vmx
UserName=administrator
Password=secret
PasswordPrompt=false

VMware Workstation ベースの仮想マシンの例を次に示します。仮想マシン 1 で、PasswordPrompt は true
に設定されています。構成の中でパスワードが指定されていても、ユーザーにはパスワードの入力プロンプ
トが表示されます。

[VirtualMachine1]
VmxPath=C:\MyVMs\Windows XP\Windows XP.vmx
UserName=administrator
Password=secret
PasswordPrompt=true
[VirtualMachine2]
VmxPath=C:\MyVMs\Windows 7\Windows 7.vmx
UserName=adminuser@mydomain.com
Password=
PasswordPrompt=true

注   このパスは、スペースが含まれていても、引用符の中にパスを入れないようにしてください。
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設定

構成ファイルの設定 セクションには、アプリケーション インストール ディレクトリのパラメータ、および
ThinApp プロジェクトの出力ディレクトリが、UNC の形式で含まれています。また、コンバージョン プロ
セスの動作をコントロールするいくつかのパラメータが含まれています。

ThinApp Converter に必要な権限は、アプリケーションのインストーラのあるネットワーク共有に対する読
み取り専用の権限だけです。ThinApp プロジェクトを含むネットワーク共有に対しては、読み取り /書き込
みの権限が必要です。

入力と出力のディレクトリが同じファイル サーバーの場合、それらを接続するには同じユーザー アカウント
を使用する必要があります。

InputUncPath

アプリケーション インストーラにネットワーク共有 UNC パスを指定します。例 :
\\fileserver\sharename、または \\fileserver\sharename\dirname。

InputMountUserName

ネットワーク共有への接続に使用されるユーザー名を指定します。ドメイン ユーザーを指定するときには
UPN フォーマットを使用できます。例： user@domain.com。

InputMountPassword または InputMountPasswordBase64

ネットワーク共有への接続パスワードを指定します。パスワードを指定するとき、次のオプションがあります。

クリア テキストを入力できます。

PasswordBase64 パラメータに base64 暗号化パスワードを指定できます。

InputMountPasswordPrompt

プロンプトでパスワード入力をユーザーに促進するように指定します。

ネットワーク共有パスワードを構成ファイルに保存したくない場合、true を指定します。true にセットし
た場合プロンプトは常に表示され、構成ファイルでパスワードが指定されていても表示されます。

OutputUncPath

生成した ThinApp プロジェクトの場所にネットワーク共有 UNC パスを指定します。

例 : \\fileserver\sharename、または \\fileserver\sharename\dirname

OutputMountUserName

 OutputUncPath ネットワーク共有への接続に使用されるユーザー名を指定します。UPN フォーマットは、
ドメイン ユーザーの指定に使用できます。例： user@domain.com。

OutputMountPassword または OutputMountPasswordBase64

ネットワーク共有への接続パスワードを指定します。パスワードを指定するとき、次のオプションがあります。

クリア テキストを入力できます。

PasswordBase64 パラメータに base64 暗号化パスワードを指定できます。

OutputMountPasswordPrompt

プロンプトでパスワード入力をユーザーに促進するように指定します。

ネットワーク共有パスワードを構成ファイルに保存したくない場合、true を指定します。true にセットし
た場合プロンプトは常に表示され、構成ファイルでパスワードが指定されていても表示されます。
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例

ネットワーク共有の仕様の例を次に示します。アプリケーション インストール ディレクトリのユーザーは読
み込み専用の権限を持ちます。入力と出力のネットワーク共有に対して、プロンプトが表示され、ユーザー

はパスワードの入力が必要です。

[設定 ]
InputUncPath=\\AppInstallerServer\AppInstallers\ThinAppMigration
InputMountUserName=readonlyUser
InputMountPassword=secret
InputMountPasswordPrompt=true
OutputUncPath=\\DeploymentServer\ThinAppProj
OutputMountUserName=readwriteUser
OutputMountPassword=secret
OutputMountPasswordPrompt=true

アプリケーション インストール プロセスの検出の ThinApp Converter のロジック
アプリケーション インストーラのネットワーク共有について、ThinApp Converter は、指定した UNC パス
下のすべてのサブディレクトリ ( そのサブディレクトりも含む ) を繰り返し調べます。それぞれのサブディ
レクトリに対して、どのコマンドがサイレント アプリケーション インストールを実行しているかを、次のよ
うなロジックを使用して決定します。

1 構成ファイルの [AppSettings:AppName] セクションで、InstallationCommand の値を求めます。成
功した場合、ThinApp Converter がその値の使用します。

2 install.cmd または install.bat の名前の付いたファイルを探します。成功した場合、ThinApp
Converter がそのファイルの実行します。

3 ThinApp Converter が単一の .cmd または .bat ファイルを探し、そのファイルを実行します。

4 ThinApp Converter が単一の .exe ファイルを探し、そのファイルを実行します。

5 ThinApp Converter が単一の .mst ファイルを探してそのファイルを実行し、必要なサイレント インス
トール スイッチを追加します。

6 ThinApp Converter が単一の .msi ファイルを探してそのファイルを実行し、必要なサイレント インス
トール スイッチを追加します。

どのステップも ThinApp Converter が正確なインストール コマンドを探すことができなかった場合、そのサ
ブディレクトリはスキップされます。ログ ファイルに警告がログされます。

ユーザーの認証間の競合を防ぐために、ThinApp Converter を実行しているホストから、INI ファイルのファ
イル サーバー リファレンスへのネットワーク接続をすべて削除する必要があります。

PackageIniOverrideFile

グローバルな Package.ini オーバーライド ファイルへのファイル パスを指定します。

このオプション パラメータにより、各 ThinApp プロジェクト用に生成された Package.ini のグローバル
ローバル オーバーライド ファイルを指定可能となります。オーバーライド ファイルの値は、各アプリケー
ション用に生成された ThinApp プロジェクトの Package.ini に統合されます。

グローバル オーバーライドは、たとえば、Package.ini の PermittedGroup のように、グローバルなポリ
シーを設定するときに役立ちます。

Package.ini オーバーライド ファイルは、標準の Windows INI ファイルと同様にフォーマットされます。
Package.ini ファイルに関する INI パラメータおよび値を追加できます。

パスは、アプリケーション インストーラのネットワーク共有に相対的なパスです。アプリケーション インス
トーラおよび ThinApp プロジェクトのネットワーク共有を指定する例を使用して、
PackageIniOverrideFile=override.ini を指定した場合、ThinApp Converter は、
\\AppInstallerServer\AppInstaller の下にあるファイルを探そうとします。あらかじめ定義した変数を
使用することにより、より明確な値を指定できます。詳細については、「あらかじめ定義された環境変数」 (36
ページ ) を参照してください。

各アプリケーションに対して、Package.ini ファイルを指定できます。このプロセスは、
[AppSettings:AppName] セクションの一部として記述します
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ExclusionList

ThinApp がアプリケーション インストーラを検索するときにスキップするアプリケーション ディレクトリ
の、コンマ区切りリストまたはセミコロン区切りリストを指定します。

このリストでは大文字と小文字を区別しません。

DOS スタイルのファイル名にワイルドカードを指定できます。例 : Microsoft*。? と * がサポートされます。

例

ワイルドカードを使用した例外仕様の例を次に示します。

[設定 ]
ExclusionList=App?.old;FireFox1.0

ProjectPostProcessingCommand

プロジェクトの後処理コマンドへのファイル パスを指定します。

ファイル パスは、アプリケーション インストーラのネットワーク共有に相対的なパスです。アプリケーション
インストーラおよび ThinApp プロジェクトのネットワーク共有を指定する例を使用して、
ProjectPostProcessingCommand=addscript.bat を指定した場合、ThinApp Converter は、
\\AppInstallerServer\AppInstaller の下にあるファイルを探そうとします。あらかじめ定義した変数を
使用することにより、より明確な値を指定できます。詳細については、「あらかじめ定義された環境変数」 (36
ページ ) を参照してください。

StopOnError

エラーが発生するか、または他のアプリケーションで継続する場合、ThinApp Converter が、アプリケーション
のコンバートを停止する必要があるかどうかを指定します。デフォルトの値は false です。

BuildAfterCapture

キャプチャの後 ThinApp Converter が ThinApp Projects をパッケージにビルドする必要があるかどうかを
指定します。

デフォルトの値は true です。

DetectIdle

ThinApp Converter が、アプリケーション インストーラが停止するかどうかを検出する必要があるかどうか
を指定します。たとえば、アプリケーションが、不正確なサイレント インストール スイッチが指定されてい
るために、ゲストの仮想マシンでユーザーの入力を待っているときです。

デフォルトの値は true です。ThinApp Converter はインストーラのアイドル状態を検出できない可能性が
あります。

InstallerTimeout

ThinApp Converter が中止する前に、アプリケーション インストーラの終了を待機する時間を指定します。

デフォルトの値は 7200 です。

AppSettings:AppName

このオプションのセクションは、アプリケーション特有の設定を追加できるパラメータを提供します。
AppName は、アプリケーション インストーラを含むサブディレクトリの実際の名前です。このパラメータ
は、それぞれの AppSettings セクションに追加できます。ほとんどの場合、このセクションを構成する必
要はありません。

InstallationCommand

ThinApp Converter がアプリケーション インストーラを開始する方法を指定します。値がない場合、
ThinApp Converter は、「アプリケーション インストール プロセスの検出の ThinApp Converter のロジック」
(34 ページ ) で説明したロジックを使用して 1 つのインストール コマンドを選択しようとします。

PackageIniOverrideFile

Package.ini は、単一のアプリケーション インストーラに適用されるファイルをオーバーライドします。こ
のパラメータが値を持つとき、ｸﾞローバル オーバーライド ファイルが最初に処理されます。続けて、このア
プリケーション特有のオーバーライド ファイルが処理されます。
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ファイル パスは、アプリケーション インストーラのサブディレクトリに相対的なパスです。このセクション
の一番下にある例を使用して、PackageIniOverrideFile=override.ini を指定する場合、ThinApp
Converter は \\AppInstallerServer\AppInstaller\Adobe の下にあるファイルを探そうとします。あら
かじめ定義した変数を使用することにより、より明確な値を指定できます。詳細については、「あらかじめ定

義された環境変数」 (36 ページ ) を参照してください。

ProjectPostProcessingCommand

特定のアプリケーションに対して、プロジェクトの後処理コマンドを指定します。

このパラメータが値を持つとき、ｸﾞローバル オーバーライド ファイルが最初に処理されます。続けて、この
アプリケーション特有の後処理コマンドが処理されます。

例

後処理の間にアプリケーション特有のオーバーライドを適用する方法の例を次に示します。

[AppSettings:Adobe]
InstallationCommand=AdbeRdr920_en_US.exe /sAll
PackageIniOverrideFile=override.ini
[AppSettings:TextPad]
InstallationCommand=silent_install.bat
ProjectPostProcessingCommand=%AppInstallerDir%\addscript.bat

あらかじめ定義された環境変数

PackageIniOverrideFile (³?ローバルおよびアプリケーションごと )、ProjectPostProcessingCommand (
グローバルおよびアプリケーションごと )、および InstallationCommand の値には、環境変数を含めるこ
とができます。ThinApp Converter はその環境変数を使用する前に値を展開します。

ThinApp Converter は、あらかじめ定義された環境変数としてこれらの変数を追加します。

%AppInstallersRootDir% - [設定 ] セクションの InputUncPath で指定されたアプリケーション イン
ストーラの UNC パス。

%AppInstallerDir% - %AppInstallersRootDir% の下のサブディレクトリ。

%ThinAppProjectsRootDir% - [設定 ] セクションの OutputUncPath で指定された ThinApp プロジェ
クトの UNC パス。

%ThinAppProjectDir% - 関連アプリケーションに対する %ThinAppProjectsRootDir% の下のサブディ
レクトリ。

例

PackageIniOverrideFile、ProjectPostProcessingCommand、および InstallationCommand パラメー
タの中で、あらかじめ定義した変数をどのように使用できるかについて例示します。

[設定 ]
PackageIniOverrideFile=%AppInstallersRootDir%\AppSyncSettings.ini
;will resolve to \\AppInstallerServer\AppInstaller\AppSyncSettings.ini
[AppSettings:Adobe]
InstallationCommand=AdbeRdr920_en_US.exe /sAll
PackageIniOverrideFile=%AppInstallerDir%\override.ini
;will resolve to \\AppInstallerServer\AppInstaller\Adobe\AppSyncSettings.ini
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キャプチャされたアプリケーションを配布するには、配布ツール、thinreg.exe ユーティリティ、MSI ファイ
ル、および Active Directory の操作が必要です。

ここでは、次のトピックについて説明します。

「ThinApp 配布オプション」 (37 ページ )

「thinreg.exe ユーティリティによるファイル タイプの関連付け」 (38 ページ )

「MSI データベースのビルド」 (41 ページ )

「Active Directory を使用したアプリケーション アクセスの制御」 (43 ページ )

「仮想サービスの開始と停止」 (44 ページ )

「ネットワークからストリーミングされた ThinApp パッケージの使用」 (45 ページ )

「キャプチャされたアプリケーションと他のシステム コンポーネントの併用」 (47 ページ )

「配布コンテキストに応じたサンプルの分離モード構成」 (49 ページ )

ThinApp 配布オプション
キャプチャされたアプリケーションは、配布ツールにより VMware View 環境またはネットワーク共有で配
布したり、基本的な実行ファイルとして配布したりすることができます。

配布ツールによる ThinApp の配布
中規模の企業と大企業では、多くの場合、Symantec、BMC、および SMS ツールなどの主要な配布ツールを
使用します。ThinApp は、すべての主要な配布ツールと一緒に使用できます。

このようなツールのいずれかを使用する場合、キャプチャされたアプリケーションの MSI ファイルを作成し、
ネイティブ MSI ファイルを配布する場合と同じプロセスで配布することができます。ツール ベンダーから提
供された配布手順を参照してください。MSI ファイルについては、「MSI データベースのビルド」 (41 ページ )
を参照してください。

VMware View 環境での ThinApp の配布
VMware View は、ThinApp パッケージを配布するために使用することができます。

パッケージの配布のワークフローには以下のタスクが含まれる場合があります。

キャプチャされたアプリケーションの実行ファイルの作成。

ネットワーク共有での実行ファイルの格納。

アプリケーションの配布 3
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ユーザーに権限があるアプリケーションをクエリし、ローカル マシンでアプリケーションを登録するオ
プションを使用して thinreg.exe ユーティリティを実行するログイン スクリプトの作成。ログイン ス
クリプトは、読み取り専用デスクトップで役立ちます。「thinreg.exe ユーティリティによるファイル タ
イプの関連付け」 (38 ページ )を参照してください。

ファイルシェアに対するユーザー アクセスの制御。IT 管理者は、機能に基づいてネットワーク共有を編
成し、その機能境界に基づいてネットワーク共有に権限を関連付けることによって、アクセスを制御す
る場合があります。

ネットワーク共有での ThinApp の配布
中小企業は、ネットワーク共有を使用する傾向があります。キャプチャされたアプリケーションの実行ファ
イルを作成し、ネットワーク共有で格納することができます。新しいアプリケーションを配布するか、また
は既存のパッケージに更新を配布するたびに、クライアント ユーザーに対して、適切なオプションを使用し
て thinreg.exe ユーティリティを実行するように通知することができます。

IT 管理者は、機能に基づいてネットワーク共有を編成し、その機能境界に基づいてネットワーク共有に権限
を関連付けることによって、ファイルシェアへのユーザー アクセスを制御できます。

ネットワーク共有オプションと VMware View オプションの違いは、ネットワーク共有オプションでは、物
理デスクトップと仮想 ( 通常 ) デスクトップが混合していることが前提となっており、ユーザーはログイン
スクリプトを利用する代わりに thinreg.exe ユーティリティを直接実行する必要があるということです。

実行ファイルを使用した ThinApp の配布
ディスクの使用量が限られている場合には、実行ファイルを使用する基本的な配布オプションを使用するこ
とができます。

キャプチャされたアプリケーションの実行ファイルを作成し、中央リポジトリからそのファイルをコピーし、
thinreg.exe ユーティリティを手動で実行して、ファイル タイプの関連付け、デスクトップ ショートカッ
ト、およびアプリケーション パッケージをシステムに登録することができます。

thinreg.exe ユーティリティによるファイル タイプの関連付け
キャプチャ プロセスで MSI ファイルではなく実行ファイルを作成する場合には、.doc ドキュメントや .html
ページなどのファイルを開くために、thinreg.exe ユーティリティを実行する必要があります。たとえば、
電子メール メッセージ内の URL をクリックする場合、ThinApp では Firefox を起動するように設定されてい
る必要があります。MSI ファイルに対して thinreg.exe ユーティリティを実行する必要はありません。これ
は、アプリケーションのインストール時に MSI ファイルがユーティリティを起動するためです。

thinreg.exe ユーティリティは、[スタート ] メニュー ショートカットとデスクトップ ショートカットを作
成し、ファイル タイプの関連付けを設定し、システムのコントロール パネルにアンインストール情報を追加
し、以前に登録されたパッケージを登録解除します。このユーティリティによって、Quicktime または
Microsoft Outlook 2007 のメール コントロール パネル アプレットなどのアプリケーションに対して、コント
ロール パネルの拡張版を見ることが可能となります。.doc ファイルなどのファイルを右クリックすると、
thinreg.exe ユーティリティにより、ネイティブ環境の .doc ファイルに対して同じメニュー オプションが
表示されるようになります。

アプリケーションにより SMTP または HTTP プロトコル (Microsoft Outlook 2007 を開く必要がある Web
ページ上の電子メール リンクなど ) が実行される場合、thinreg.exe ユーティリティにより、それらのプロ
トコルを処理できる使用可能な仮想アプリケーションが起動されます。使用可能な仮想アプリケーションが
ない場合、thinreg.exe ユーティリティは、それらのプロトコルを処理できるネイティブ アプリケーション
を起動します。

ユーティリティのデフォルトの場所は、C:\Program Files\VMware\VMware ThinApp です。

thinreg.exe ユーティリティに対する Application Sync の影響
Application Sync ユーティリティは、更新プロセス中に thinreg.exe ユーティリティに影響を及ぼします。

実行ファイルを追加、変更、または削除すると、thinreg.exe ユーティリティは、ファイル タイプの関連
付け、ショートカット、およびアイコンを再登録します。

プロトコル、MIME の種類、コントロール パネル アプレット、および実行ファイル以外のテンプレートを
インストールすると、thinreg.exe ユーティリティはこれらの要素を再登録します。
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thinreg.exe ユーティリティの実行
この thinreg.exe ユーティリティの実行例では、いくつかのサンプル コマンドを示します。

thinreg.exe コマンド内のパッケージ名は、以下の方法で表示できます。

C:\<absolute_path_to_.exe>

.exe ファイルに対する相対パス

\\<server>\<share>\<path_to_.exe>

バリエーションとして、*.exe のようなワイルドカード指定を使用できます。

パスまたはファイル名にスペースが含まれている場合は、パスを二重引用符で囲みます。以下のコマン

ドは、二重引用符の使用方法を示しています。

thinreg.exe "\\DEPLOYSERVER\ThinApps\Microsoft Office Word 2007.exe"

thinreg.exe パラメータについては、「オプションの thinreg.exe パラメータ」 (39 ページ )を参照してください。

thinreg.exe ユーティリティの実行

1 ThinApp がローカル環境に登録する必要のある実行ファイルを特定します。

2 コマンドラインで、thinreg.exe コマンドを入力します。

thinreg.exe [<optional_parameters>] [<package1.exe>][<package2.exe>][<packages_by_wildcard>]

サーバー名が DEPLOYSERVER で、シェアが ThinApps の場合、ログイン ユーザー用に Microsoft Word
を登録するには、以下の例を使用します。

ThinReg.exe "\\DEPLOYSERVER\ThinApps\Microsoft Office 2007 Word.exe"

ログイン ユーザー用に指定ディレクトリ内のすべての Microsoft Office アプリケーションを登録するに
は、以下の例を使用します。

ThinReg.exe "\\DEPLOYSERVER\ThinApps\Microsoft Office *.exe"

オプションの thinreg.exe パラメータ
thinreg.exe ユーティリティは、Package.ini ファイル内の PermittedGroups 設定を監視し、必要に応
じてパッケージを登録および登録解除します。thinreg.exe ユーティリティが現在のユーザー用にパッケー
ジを登録する場合、ユーティリティは PermittedGroups 設定内で現在のユーザーに権限が付与されている
ショートカットとファイル タイプの関連付けのみを作成します。この設定が存在しない場合、現在のユー
ザーにはすべての実行ファイルに対する権限があります。

thinreg.exe ユーティリティが /allusers パラメータを使用してすべてのユーザー用にパッケージを登録
する場合、ThinApp は PermittedGroups 設定に関係なく、すべてのショートカットとファイル タイプの関
連付けを作成します。権限のないショートカット アイコンをダブルクリックしても、アプリケーションを実
行することはできません。

登録または登録解除するパッケージ名にスペースが含まれている場合は、パッケージ名を二重引用符で囲む

必要があります。

PermittedGroups 設定と Active Directory グループのサポートについては、「PermittedGroups」 (71 ページ )
を参照してください。

表 3-1 に、thinreg.exe ユーティリティのオプション パラメータを示します。/a パラメータを使用するコ
マンドを実行するには、管理者権限が必要です。
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表 3-1  オプションの thinreg.exe パラメータ

パラメータ 目的 使用例

/a、/allusers すべてのユーザーにパッケージを登録し
ます。

権限のないユーザーがアプリケーション
を実行しようとすると、アプリケーション
を実行できないことを示すメッセージが
表示されます。

thinreg.exe /a 
"\\<server>\<share>\Microsoft Office 
2007 Word.exe"

/q、/quiet 認識されないコマンドライン パラメータ
に関するエラー メッセージが表示されな
いようにします。

thinreg.exe /q <unknown_option>

/u、/unregister、
/uninstall

パッケージを登録解除します。

このコマンドは、[プログラムの追加と削
除 ] コントロール パネル アプレットから
ソフトウェアを削除します。

現在のユーザー用に Microsoft Word を登録解除
します。

thinreg.exe /u 
"\\<server>\<share>\Microsoft Office 
2007 Word.exe"

現在のユーザー用にすべての Microsoft Office ア
プリケーションを登録解除し、[ プログラムの追
加と削除 ] のエントリを削除します。
thinreg.exe /u 
"\\server\share\Microsoft Office *.exe"

ユーザーが /a パラメータを使用してパッケージ
を登録した場合、パッケージを登録解除するとき
は、/a パラメータを使用する必要があります。
thinreg.exe /u /a *.exe

/r、/reregister パッケージを再登録します。

通常、thinreg.exe ユーティリティは、
パッケージがすでに登録されているかど
うかを検出し、登録されている場合はその
パッケージを省くことができます。/r オ
プ シ ョ ン を使 用 す る と、強 制 的 に
thinreg.exe ユーティリティがパッケー
ジを再登録します。

thinreg.exe /r 
"\\<server>\<share>\Microsoft Office 
2007 Word.exe"

ユーザーが /a パラメータを使用してパッケージ
を登録した場合、パッケージを再登録するとき
は、/a を使用する必要があります。
thinreg.exe /r /a *.exe

/k、
/keepunauthorized、
/keep

ユーザーがアプリケーション パッケージ
にアクセスする権限を失った場合でも、登
録情報が削除されないようにします。

このオプションを使用しない場合、
thinreg.exe ユーティリティは、ユー
ザーがパッケージにアクセスする権限を
失ったことを検出すると、登録情報を削除
します。

ThinApp は権限情報を Package.ini ファ
イルの PermittedGroups パラメータに
格納します。

thinreg.exe /k 
"\\<server>\<share>\Microsoft Office 
2007 Word.exe"

/noarp [プログラムの追加と削除 ] コントロール
パネル アプレットにエントリが作成され
ないようにします。

thinreg.exe /q /noarp 
"\\<server>\<share>\Microsoft Office 
2007 Word.exe"

/norelaunch 昇格権限を使用せずに Microsoft Vista で
thinreg.exe ユーティリティを起動しま
す。標準ユーザーは、ユーザー アカウン
トの制御 (UAC) ポップアップ ウィンドウ
を表示することなくユーティリティを起
動できます。

thinreg.exe ユーティリティは、
/allusers パラメータに必要な特権な
ど、追加の特権が必要であることを検出し
た場合には、自身を特権プロセスとして再
起動し、UAC ポップアップ ウィンドウを
生成します。/norelaunch オプションはこ
の再起動プロセスをブロックします。その
結果、登録は失敗します。

thinreg.exe /q /norelaunch 
"\\<server>\\<share>\Microsoft Office 
2007 Word.exe"
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MSI データベースのビルド
キャプチャプロセス中に MSI ファイルを作成しない場合でも、アプリケーションのビルド後にこれらのファ
イルを作成できます。MSI データベースは、キャプチャされたアプリケーションを従来のデスクトップ管理
システム経由でリモートの場所に配布する場合やショートカットとファイル タイプの関連付けを自動的に
作成する場合に役立ちます。基本的な Active Directory グループ ポリシーでは、MSI パッケージを配布およ
び起動する方法が提供されます。

ThinApp は、キャプチャした実行ファイル、インストーラのロジック、および thinreg.exe ユーティリティ
を含む MSI データベースを作成します。

Package.ini パラメータを使用した MSI ファイルのカスタマイズ
Package.ini のパラメータを変更し、アプリケーション パッケージの再ビルドを行えば、MSI ファイルの
動作をカスタマイズすることができます。

以下のパラメータは MSI の構成に影響します。

MSIInstallDirectory パラメータは、パッケージのインストール ディレクトリを設定します。

たとえば、Package.ini ファイルに MSIInstallDirectory=C:\Program Files\ を含めます。

MSIDefaultInstallAllUsers パラメータは、個別ユーザーに対してパッケージのインストールを設定
します。ThinApp によりパッケージが %AppData% ユーザー ディレクトリにインストールされます。

たとえば、Package.ini ファイルに MSIDefaultInstallAllUsers=0 を含めます。

このパラメータの詳細については、「個別ユーザーおよびマシンに対するデータベース インストールの
指定」 (42 ページ )を参照してください。

MSIFileName パラメータは、パッケージに名前を付けます。

たとえば、Package.ini ファイルに MSIFilename=Firefox30.msi を含めます。

MSIRequireElevatedPrivileges パラメータは、インストーラが Microsoft Vista で配布するために昇
格権限を必要とするかどうかを示します。個別ユーザーに対するインストールでは、通常、昇格権限は

必要ありません。ただし、マシンごとのインストールでは昇格権限が必要になります。

たとえば、Package.ini ファイルに MSIRequireElevatedPrivileges=1 を含めます。

MSIProductCode パラメータは、アプリケーションの新しいバージョンのインストールがより簡単にな
るようにします。MSI データベースには、製品コードとアップグレード コードが含まれています。パッ
ケージを更新する場合は、MSIUpgradeCode パラメータの元の値を保持してください。

新しいバージョンのパラメータ値が古いバージョンの値と同じ場合、インストール時に古いバージョン

を削除するように要求されます。パラメータの値が異なる場合、インストール時に古いバージョンがアン

インストールされ、新しいバージョンがインストールされます。

VMware では、MSIProductCode の値を指定することを避け、ThinApp がビルドごとに異なる製品コー
ドを生成できるようにすることをお勧めします。

ビルド時に指定されたパラメータ値に関係なく、配布時に設定を上書きできます。「各ユーザーまたは各マシ

ンに対して MSI 配布を強制実行する」 (42 ページ )を参照してください。MSI パラメータの詳細については、
「MSI ファイルの構成」 (94 ページ )を参照してください。

MSI ファイルを作成するための Package.ini ファイルの変更
MSI パラメータの詳細については、「Package.ini パラメータを使用した MSI ファイルのカスタマイズ」
(41 ページ )および 「MSI ファイルの構成」 (94 ページ )を参照してください。

MSI パラメータを変更するには、MSI ファイルを生成するために MSIFilename パラメータのエントリを追
加する必要があります。
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MSI パラメータの変更

1 Package.ini ファイルに MSI ファイル名を入力します。

MSIFilename=<filename>.msi

たとえば、Firefox のファイル名を Mozilla Firefox 2.0.0.3.msi のようにします。

2 (オプション ) 他の MSI パラメータを更新します。

3 キャプチャされたアプリケーションのフォルダにある build.bat ファイルをダブルクリックして、アプ
リケーション パッケージを再ビルドします。

個別ユーザーおよびマシンに対するデータベース インストールの指定
ユーザーやマシンに対する MSI データベースのインストール方法は変更できます。

ThinApp は、すべてのマシンにわたって MSI データベースをインストールします。デフォルトのインストー
ルを変更するには、次のパラメータ値を使用します。

個別ユーザーに対してデータベース インストールを作成するには、Package.ini ファイルの 
MSIDefaultInstallAllUsers パラメータに 0 の値を使用します。この値を使用すると、各ユーザーに
対して msiexec パラメータが作成されます。

管理者に、すべてのユーザーやマシンに対するデータベース インストールを作成することを許可する場
合、または、管理者権限のないユーザーに、そのユーザーのみのインストールを作成することを許可す
る場合には、MSIDefaultInstallAllUsers パラメータに 2 の値を使用します。管理者は、Active
Directory の Administrators グループに属します。

MSIDefaultInstallAllUsers パラメータの詳細については、「MSIDefaultInstallAllUsers」 (94 ページ )を参
照してください。

各ユーザーまたは各マシンに対して MSI 配布を強制実行する

ビルド時に指定されたパラメータ値に関係なく、配布時に MSI 設定を上書きできます。

たとえば、MSIDefaultInstallAllUsers パラメータに 1 の値を指定してデータベースを作成した場合でも、
msiexec /i Firefox30.msi ALLUSERS="" コマンドを使用して個別ユーザーに対して Firefox 3.0 の配布を
強制実行することができます。

msiexec コマンドに ALLUSERS="" 引数を使用した場合、ThinApp は、キャプチャされた実行ファイルを
%AppData% ユーザー ディレクトリに抽出します。

マシン上の個々のユーザーまたはすべてのユーザーに対する MSI 配布の強制実行

(オプション ) 個々のユーザーに強制配布するには、コマンドラインで、msiexec /i <database>.msi
ALLUSERS="" コマンドを入力します。

(オプション ) マシン上のすべてのユーザーに強制配布するには、コマンドラインで、msiexec /i 
<database>.msi ALLUSERS=1 コマンドを入力します。

MSI インストール ディレクトリを上書きする

msiexec コマンドを使用すれば、デフォルトの MSI インストール ディレクトリを上書きできます。

ThinApp が個別マシンの MSI 配布を実行する場合、デフォルトのインストール ディレクトリは 
%ProgramFilesDir%\<inventory_name> (VMware ThinApp) をローカライズした場所になります。各マ
シンに対して Firefox パッケージをインストールすると、パッケージは %ProgramFilesDir%\Mozilla 
Firefox (VMware ThinApp) に配置されます。

ThinApp が個別ユーザーに対して MSI 配布を実行する場合、デフォルトのインストール ディレクトリは 
%AppData%\<inventory_name> (VMware ThinApp) になります。

どちらの場合も、msiexec コマンドに INSTALLDIR プロパティを渡すことにより、インストール ディレク
トリを上書きできます。

MSI インストール ディレクトリを上書きする

コマンドラインで、msiexec /i <database>.msi 
INSTALLDIR=C:\<my_directory>\<my_package> コマンドを入力します。



VMware, Inc. 43

章 3 アプリケーションの配布

Microsoft Vista での MSI ファイルの配布
Vista で MSI ファイルを配布する場合には、インストーラが昇格権限を必要とするかどうかを示す必要があ
ります。通常の個別ユーザーのインストールでは、昇格権限は必要ありません。ただし、個別マシンのイン

ストールでは昇格権限が必要になります。

ThinApp の Package.ini ファイルには MSIRequireElevatedPrivileges パラメータが含まれています。
このパラメータの値が 1 に設定された場合、昇格権限が必要になることが指定されます。このパラメータに
1 の値を指定した場合、またはコマンド ラインから個々のユーザーのインストールを強制した場合、UAC プ
ロンプトが生成されます。このパラメータに 0 の値を指定すると、UAC プロンプトは表示されなくなりま
すが、マシン全体のインストールに対する配布が失敗します。

Active Directory を使用したアプリケーション アクセスの制御
Active Directory グループを使用すると、アプリケーションへのアクセスを制御できます。

パッケージをビルドした場合、ThinApp は Active Directory グループ名をセキュリティ識別子 (SID) の値に変
換します。SID は、オブジェクトを一意に識別する小さなバイナリ値です。SID 値は、管理者グループなど、
一部のグループに対しては一意ではありません。ThinApp は将来の検証のために SID 値をパッケージに格納
するため、Active Directory の使用には以下の考慮事項が適用されます。

ビルド プロセスの実行中は Active Directory ドメインに接続されている必要があります。また、指定し
たグループが存在する必要があります。ThinApp はビルド時に SID 値を参照します。

グループを削除してから再作成すると、SID が変更される場合があります。この場合は、パッケージを
再ビルドし、新しいグループに対して認証します。

ユーザーがオフラインになっている場合、ThinApp はキャッシュされた資格情報を使用してユーザーを
認証できます。ユーザーがマシンにログインできる場合でも、認証は動作します。キャッシュされた資

格情報の有効期間を設定するには、グループ ポリシーを使用します。

キャッシュされた資格情報は、次の Active Directory 更新サイクルまで、クライアントで更新されない
場合があります。クライアントでグループ ポリシーを強制適用するには、gpupdate コマンドを使用し
ます。このコマンドは、Active Directory に格納されているローカル グループ ポリシー、グループ ポリ
シー、およびセキュリティ設定を更新します。Active Directory の資格情報が再キャッシュされる前に、
ログアウトが必要になる場合があります。

Administrators グループや Everyone グループなど、特定のグループは、すべての Active Directory ドメ
インおよびワークグループで同じ SID を持ちます。作成された他のグループは、ドメイン固有の SID を
持ちます。ユーザーは同じ名前を持つ独自のローカル グループを作成して、認証をバイパスすることは
できません。

Active Directory Domain Services では、セキュリティ グループと配布グループを定義します。ネストし
たグループを使用する場合、ThinApp はネストしたセキュリティ グループだけをサポートします。

Active Directory アクセス制御に関する Package.ini エントリ
ThinApp の Package.ini ファイルには、Active Directory アクセスを制御するためのパラメータ 
PermittedGroups が含まれています。

キャプチャされたアプリケーションを起動すると、PermittedGroups パラメータは、ユーザーが指定され
た Active Directory グループのメンバであるかどうかを確認します。ユーザーが Active Directory グループ
のメンバでない場合、Thinapp はアプリケーションを起動しません。Active Directory グループに対するパッ
ケージの制限については、「PermittedGroups」 (71 ページ )を参照してください。

以下の Package.ini エントリで、App1 と App2 は PermittedGroups の値を継承します。

[BuildOptions] 
PermittedGroups=Administrators;OfficeUsers 
[App1.exe]

...

..
[App2.exe]

...

...
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以下のエントリでは、App1users グループに属するユーザーのみが App1.exe ファイルを使用できます。ま
た、Everyone グループのメンバは、App2.exe ファイルを使用できます。拒否されたユーザーに対するデ
フォルト メッセージは、App1 用に変更されています。

[BuildOptions]
PermittedGroups=Everyone 
[App1.exe]
PermittedGroups=App1Users
AccessDeniedMsg=Sorry, you can’ t run this application ( こ のア プ リ ケーシ ョ ンは実行でき ません )
.. 
[App2.exe]
...
...

仮想サービスの開始と停止
SQL Server サービスのような Windows のサービスを含むパッケージをキャプチャして配布した場合、パッ
ケージを実行できるユーザーはだれでも、サービスの開始と停止を行えます。ネイティブなアプリケーショ
ンとは異なり、仮想アプリケーションではそれらの操作を行うために管理者権限は要求されません。

仮想サービスの自動開始

仮想サービスを物理サービスとしてインストールできます。その結果、物理マシンが開始すると開始します。
仮想サービスは、その ThinApp プロジェクトのパッケージにそのまま残っていますが、物理マシンに登録
され、ネイティブにインストールされたサービス管理ツールでコントロールされます。

サービスをパッケージにした後 （例 :Apache Server)、ThinReg.exe アプリケーションを使用して物理マシ
ンに登録します。サービスは、仮想レジストリからの情報を使用して、ネイティブ サービスとして作成され
ます。このサービスは仮想アプリケーションを使用するすべてのユーザーが利用可能です。このサービスは
ユーザー特有のサービスではありません。

このプロセスは次のタスクからなります。

ThinApp によるサービスのキャプチャ

ThinReg による物理マシンへのサービスの登録

自動開始の仮想サービスの作成

1 クリーン ローカル マシンで、ThinAppを使用してサービスをキャプチャします。

2 Setup Capture でポストスキャン プロセスが完了した後 - [Ready to Build] ダイアログボックスをクリック
Edit Package.ini。

Package.ini ファイルをテキスト エディタで開きます。

3 services のエントリを検索します。

エントリの後に、キャプチャしたサービスの名前を入力します。

デフォルトでは、エントリはコメントアウトです。

4 行の先頭からセミコロン (;) を削除してください。

5 Package.ini ファイルを保存します。

6 ThinApp プロジェクトをビルドします。

これで、ネイティブのサービス管理ツールで管理できるように、仮想サービスを登録できます。

物理マシン上に仮想サービスを登録します。

1 ThinReg.exe アプリケーションの実行。

2 コマンド ラインで、C:\Program Files\VMware\VMware ThinApp\ThinReg /a *.exe を入力します。

サービスを登録するには、/a を使用する必要があります。このオプションなしで ThinApp を実行して
いる場合、サービスは登録されません。

システムに必要であれば、パスを変更できます。
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3 Start メニューから、[Programs] > [Administrative Tools] > [Services] を選択します。

仮想サービス アプリケーションがサービスのリストに表示されます。

ネイティブにインストールされたサービスと同じ方法でサービスを管理できます。

ネットワークからストリーミングされた ThinApp パッケージの使用
ネットワーク ストレージ デバイスはすべて、何百、何千というクライアント コンピュータのストリーミン
グ サーバーとして機能できます。図 3-1を参照してください。

図 3-1  ネットワーク共有を介したデータ ブロックのストリーミング

エンドユーザーのデスクトップに、中央にホストされている実行ファイル パッケージをポイントするショー
トカットを作成できます。ユーザーがショートカットをクリックすると、アプリケーションにより、クライ
アント コンピュータへのストリーミングが開始されます。初期のストリーミング起動プロセスの実行中、
ThinApp のステータス バーには進行状況が示されます。

ThinApp アプリケーション ストリーミングのプロセス
圧縮された ThinApp 実行ファイルをネットワーク共有や USB フラッシュ ドライブに配置すると、実行ファ
イルのコンテンツがブロックベース方式でクライアント コンピュータにストリーミングされます。アプリ
ケーションがデータ ファイルの特定の部分を要求すると、ThinApp は標準の Windows ファイル共有プロト
コルを使用して、ネットワーク経由で圧縮形式のこの情報を読み取ります。プロセスの図については、図 3-2
を参照してください。

クライアント コンピュータがデータを受信すると、ThinApp はデータをメモリに直接解凍します。ThinApp
はデータをディスクに書き込まないため、プロセスはすぐに終わります。大規模なパッケージをネットワー
ク経由でロードする場合でも、必ずしも長い時間を要するとは限りません。また、パッケージのサイズがア
プリケーションの起動時間に影響を与えることはありません。実行時に使用されていないパッケージに 20
GB のファイルを追加した場合、そのパッケージは同じ速度でロードされます。アプリケーションが 20 GB
のファイルから 32 KB のデータを開いて読み取る場合、ThinApp は 32KB のデータのみを要求します。

ThinApp ランタイム クライアントは、実行ファイル パッケージの一部です。ThinApp は、ランタイム クラ
イアントをロードすると、環境を設定し、ターゲット実行ファイルを起動します。ターゲット実行ファイル
は、仮想オペレーティング システムに格納されているアプリケーションの他の部分にアクセスします。ラン
タイム クライアントは、そのような要求を取得すると、仮想オペレーティング システムから DLL をロード
して要求を配信します。

ネットワーク全体でのランタイム クライアントのロード時間は、数ミリ秒です。ThinApp がランタイム ク
ライアントをクライアント コンピュータのメモリにロードすると、エンドユーザーのコンピュータは、サー
バーから要求されたデータ ブロックを計算し、アプリケーションのアクティビティに基づいてデータ ブロッ
クを読み取ります。

アプリケーションが引き続き同じデータに対する読み取り要求を行った場合、ネットワーク読み取り操作を
必要とせず Windows ディスク キャッシュはデータを提供します。クライアント コンピュータでメモリが不
足した場合、Windows はディスク キャッシュの一部を破棄し、メモリ リソースを他のアプリケーションに
提供します。
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図 3-2  アプリケーション ストリーミング

パッケージをストリーミングするための要件と推奨事項

ThinApp では、ストリーミング機能を実現するための特定のサーバー ソフトウェアは必要ありません。任
意の Windows ファイル共有、NAS デバイス、または SMB 共有を使用してこの機能を実現できます。アプ
リケーションが動作を開始する前に転送する必要があるデータの量は、アプリケーションごとに異なります。

Microsoft Office では、アプリケーションが動作する前に、パッケージのコンテンツのごく一部をストリーミ
ングすることが必要になります。

VMware では、ThinApp ストリーミングを少なくとも 100 MB のネットワークを持つ LAN ベースの環境で
使用することをお勧めします。WAN およびインターネットによる配布で、頻繁な切断や不意の切断が発生
する場合、VMware では次の解決策をお勧めします。

URL を使用してアプリケーションを配布する。

デスクトップ配布ソリューションを使用して、パッケージをバックグラウンドにプッシュする。パッケー

ジ全体のダウンロード後にのみアプリケーションが動作するようにします。

これらの解決策を利用すると、障害が減少し、ネットワークの停止時にストリーミングされない部分がアプ

リケーションで必要になる状況がなくなります。多くの支社を持つ企業では、通常、各支社で中央共有フォ

ルダをミラーリングする 1 つのアプリケーション リポジトリを指定します。この設定により、各支社に配置
されているクライアント マシンのローカル パフォーマンスが最適化されます。

パッケージをストリーミングする場合のセキュリティに関する推奨事項

VMware では、パッケージ用の中央共有ディレクトリを読み取り専用で作成することをお勧めします。ユー
ザーはパッケージのコンテンツを読み取ることはできますが、実行ファイルのコンテンツを変更することは

できません。パッケージが共有場所からストリーミングされると、ThinApp によりアプリケーションの変更
がユーザーのサンドボックスに格納されます。デフォルトのサンドボックスの場所は、

%AppData%\Thinstall\<application_name> です。サンドボックスの場所は、実行時またはパッケージン
グ時に構成できます。

一般的な構成では、ユーザーのサンドボックスを別の中央ストレージ デバイスに配置します。ユーザーは任
意のコンピュータを使用し、中央共有でそれぞれのアプリケーション設定を保持することができます。パッ

ケージが中央共有からストリーミングされると、パッケージはすべてのユーザーがアプリケーションを終了

するまでロックされた状態になります。
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ネットワークからの ThinApp パッケージのストリーミング
ユーザーはパッケージングされたアプリケーションにネットワーク経由でアクセスできます。

ネットワークからのパッケージのストリーミング

1 ThinApp パッケージを、クライアント コンピュータからアクセスできる場所に配置します。
2 アプリケーションを直接実行するためのリンクをユーザーに送信します。

キャプチャされたアプリケーションと他のシステム コンポーネントの併用
キャプチャされたアプリケーションは、デスクトップにインストールされた他のコンポーネントとデータを
交換できます。

貼り付け操作の実行

以下に示す ThinApp での貼り付け操作とその制限について確認してください。
システムにインストールされたアプリケーションからキャプチャされたアプリケーションへのコンテン
ツの貼り付け - この貼り付け操作に制限はありません。仮想アプリケーションは、テキスト、グラフィッ
クス、および HTML など、任意の標準クリップボード形式を受け取ることができます。OLE オブジェ
クトを受け取ることもできます。

キャプチャされたアプリケーションからシステム アプリケーションへの貼り付け - 仮想アプリケーション
で作成された OLE オブジェクトをネイティブ アプリケーションに貼り付ける場合、ThinApp はその OLE
オブジェクトをシステム ネイティブ オブジェクトに変換します。

プリンタへのアクセス
キャプチャされたアプリケーションは、コンピュータにインストールされ、かつ作動中の状態にあるすべて
のプリンタにアクセスできます。キャプチャされたアプリケーションと物理システムにインストールされた
アプリケーションでは、印刷機能は同じものになります。

ThinApp を使用してプリンタ ドライバを仮想化することはできません。コンピュータへのプリンタ ドライ
バのインストールは手動で行う必要があります。

ドライバへのアクセス
キャプチャされたアプリケーションは、コンピュータにインストールされ、かつ作動中の状態にあるすべての
デバイス ドライバにフル アクセスできます。キャプチャされたアプリケーションと物理システムにインストー
ルされたアプリケーションでは、デバイス ドライバとの関係は同じになります。アプリケーションでデバイス
ドライバが必要になる場合は、ドライバを ThinApp パッケージとは別にインストールする必要があります。

場合によっては、関連付けられたドライバがないアプリケーションは、動作時に制限を受けることがありま
す。たとえば、Adobe Acrobat はプリンタ ドライバをインストールします。このドライバにより、システム
全体のアプリケーションは印刷メカニズムを使用して PDF ファイルをレンダリングできるようになります。
キャプチャされたバージョンの Adobe Acrobat を使用する場合、プリンタ ドライバをインストールすること
なく、PDF ファイルをロード、編集、および保存できます。他のアプリケーションは、ドライバがインス
トールされた場合を除き、新しいプリンタ ドライバを検出しません。

ローカル ディスク、リムーバブル ディスク、およびネットワーク共有へのアクセス
プロジェクト構造を作成する場合、ThinApp はディレクトリおよびレジストリ サブツリーに対して分離モードを構
成します。分離モードは、アプリケーションがローカル コンピュータで読み書きできるディレクトリを制御します。

表 3-2 で説明するデフォルトの構成オプションを確認してください。
表 3-2  デフォルトの構成オプション

コンポーネント 説明

ハード ディスク ハード ディスクの例は C:\ です。キャプチャ プロセスの実行中に選択
された分離モードは、アクセスに影響を与えます。ユーザーは、Desktop
(デスクトップ ) フォルダと My Documents (マイ ドキュメント ) フォ
ルダに書き込むことができます。アプリケーションが実行する他の変更
は、ユーザーのサンドボックスに格納されます。サンドボックスのデ
フォルトの場所は、Application Data (アプリケーション データ ) ディ
レクトリにあります。

リムーバブル ディスク デフォルトでは、アクセス権限を持つユーザーはリムーバブル ディスク
上の任意の場所に対して読み書きできます。
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システム レジストリへのアクセス
デフォルトでは、キャプチャされたアプリケーションは、アクセス権限で許可されたとおりに、システム レ
ジストリ全体を読み取ることができます。パッケージ作成プロセスの実行中、レジストリの特定の部分はシ

ステムから分離されます。この分離により、さまざまなバージョンの仮想アプリケーションとシステムにイン

ストールされたアプリケーションとの間の競合が低減されます。デフォルトでは、ThinApp はキャプチャさ
れたアプリケーションからのすべてのレジストリ変更を分離されたサンドボックスに保存します。そのため、

システムは変更されません。

ネットワークおよびソケットへのアクセス

キャプチャされたアプリケーションは、ネットワーキング機能に標準アクセスできます。また、ローカル

ポートにバインドし、リモート接続を実行することができます ( ただし、ユーザーがこれらの操作を実行す
るためのアクセス権限を持っている必要があります )。

共有メモリと名前付きパイプの使用

キャプチャされたアプリケーションは、共有メモリ、名前付きパイプ、ミューテックス オブジェクト、およ
びセマフォを使用して、システム上の他のアプリケーションと対話できます。

ThinApp は共有メモリ オブジェクトと同期オブジェクトを分離できます。この分離により、これらのオブ
ジェクトは他のアプリケーションから見えないようになります。また、他のアプリケーション オブジェクト
はキャプチャされたアプリケーションから見えません。

COM、DCOM、およびプロセス外 COM コンポーネントの使用
キャプチャされたアプリケーションは、仮想環境およびシステムから COM コントロールを作成できます。
COM コントロールがプロセス外 COM としてインストールされている場合、キャプチャされたアプリケー
ションがコントロールを使用するときは、コントロールは仮想プロセスとして動作します。キャプチャされ

たアプリケーションが実行する変更を制御できます。

サービスの起動

キャプチャされたアプリケーションは、システムにインストールされたサービスと仮想サービスを起動して実

行することができます。システム サービスは、サービスが実行できる変更を制御する仮想環境で動作します。

ファイル タイプの関連付けの使用
キャプチャされたアプリケーションは、ファイル タイプの関連付けを使用して、システムにインストールさ
れたアプリケーションを実行できます。個別ユーザーおよびマシンに対して、ファイル タイプの関連付けを
ローカル コンピュータのレジストリに追加してキャプチャされた実行ファイルをポイントすることができ
ます。

ネットワーク マップド ドライブ デフォルトでは、アクセス権限を持つユーザーはネットワーク マップド
ディスク上の任意の場所に対して読み書きできます。

UNC ネットワーク パス デフォルトでは、アクセス権限を持つユーザーは UNC ネットワーク パ
ス上の任意の場所に対して読み書きできます。

表 3-2  デフォルトの構成オプション (続き )

コンポーネント 説明
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配布コンテキストに応じたサンプルの分離モード構成
分離モードは、特定のシステム ディレクトリおよびシステム レジストリ サブキーに対する読み書きアクセ
スを制御します。

分離モードを調節して、表 3-3 に示されている問題を解決することができます。

Windows レジストリに対する分離モードの影響に関する図
図 3-3 は、古い Microsoft Office アプリケーションがインストールされているコンピュータの Windows レジストリの
セクションを示しています。Microsoft Office 2003 は HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\11.0
レジストリ サブツリーを作成します。

図 3-3  Windows Regedit で表示された Windows レジストリ

ThinApp がキャプチャされたバージョンの Microsoft Visio 2007 を実行する場合、ThinApp は 
HKLM\Software\Microsoft\Office レジストリ サブツリーを Full 分離に設定します。この設定では、ホス
ト コンピュータの同じ場所にあらかじめ存在するレジストリ設定により、Microsoft Visio 2007 が失敗するこ
とはなくなります。

表 3-3  分離モードを使用するサンプルの問題と解決策

問題 解決策

古いバージョンまたは新しいバージョン
が同時に存在すること、または正しくア
ンインストールされないことが原因でア
プリケーションが動作できない。

Full 分離モードを使用します。
ホスト コンピュータ ファイルが、アプリケーション インストーラによっ
て作成される同一のディレクトリおよびサブキーに配置された場合、
ThinApp はホスト コンピュータ ファイルとレジストリ キーをアプリケー
ションに対して非表示にします。

ディレクトリとサブキーに Full 分離が設定されている場合、アプリケー
ションは仮想ファイルとサブキーのみを検出します。同一の場所に存在す
るシステム値は、アプリケーションから見えません。

ユーザーがマルチユーザー環境に対応す
るようにアプリケーションを設計および
テストしなかったことが原因で、アプリ
ケーションが失敗する。アプリケーショ
ンでファイルおよびキーを変更すると、
他のユーザーに影響が及んでしまう。

WriteCopy 分離モードを使用します。
ThinApp は、アプリケーションが書き込むレジストリ キーとファイルのコ
ピーを作成し、ユーザー固有のサンドボックスですべての変更を実行します。

ディレクトリとサブキーに WriteCopy 分離が設定されている場合、アプリ
ケーションはホスト コンピュータ ファイルと仮想ファイルを認識します。
すべての書き込み操作により、サンドボックスでホスト コンピュータ ファ
イルが仮想ファイルに変換されます。

グローバルな場所への書き込み権限があ
るアプリケーションが、企業の設定や
Windows Vista での、ロックダウンされ
たデスクトップ環境に対応するように設
計されていないことが原因で、アプリ
ケーションが失敗する。

WriteCopy 分離モードを使用します。
ThinApp は、アプリケーションが書き込むレジストリ キーとファイルのコ
ピーを作成し、ユーザー固有のサンドボックスですべての変更を実行します。

ディレクトリとサブキーに WriteCopy 分離が設定されている場合、アプ
リケーションはホスト コンピュータ ファイルと仮想ファイルを認識しま
す。すべての書き込み操作により、サンドボックスでホスト コンピュー
タ ファイルが仮想ファイルに変換されます。



ThinApp ユーザー ガイド

50 VMware, Inc.

図 3-4 は、キャプチャされた Microsoft Visio 2007 の視点から見たレジストリを示しています。

図 3-4  キャプチャされた Microsoft Visio 2007 によって表示された Windows レジストリ
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4

変更の程度および他のアプリケーションとの依存関係に応じて、さまざまなユーティリティを使用して仮想
アプリケーションを更新することができます。

ここでは、次のトピックについて説明します。

「エンド ユーザーにより開始されるアプリケーションの更新」 (51 ページ )

「管理者により開始されるアプリケーションの更新」 (58 ページ )

「アプリケーションの自動更新」 (60 ページ )

「ネットワーク共有上で実行中のアプリケーションのアップグレード」 (61 ページ )

「アップグレードされたアプリケーション用のサンドボックスの考慮事項」 (62 ページ )

「パッケージの ThinApp バージョンの更新」 (62 ページ )

エンド ユーザーにより開始されるアプリケーションの更新
ThinApp には、Application Sync ユーティリティと Application Link ユーティリティが備わっており、これら
を使用してアプリケーションを新バージョンまたは新コンポーネントに更新できます。Application Sync ユー
ティリティを使用すると、全アプリケーション パッケージが更新されます。Application Link ユーティリティ
を使用すると、共有コンポーネントまたは依存アプリケーションがそれぞれ別のパッケージに保持されます。

Application Sync の更新
Application Sync ユーティリティにより、配布された仮想アプリケーションは最新の状態で保持されます。
このユーティリティが有効なアプリケーションを起動すると、実行ファイルの最新バージョンが使用可能か
どうかを判別するために Web サーバーに照会が行われます。更新が使用可能である場合は、既存のパッケー
ジと新規パッケージの差分がダウンロードされ、パッケージの最新バージョンを構築するのに使用されます。
最新パッケージは、次の起動時に有効になります。

Application Sync ユーティリティは、アプリケーションに対して大幅な構成の更新が行われる場合に役に立
ちます。たとえば、Firefox を次のメジャー バージョンに更新する場合などです。リモートのユーザーまた
は会社のネットワークに接続していないユーザーは、パッケージ内に更新の設定を埋め込み、パッケージの
更新されたバージョンを Web サーバーに保存することで、Application Sync ユーティリティを使用すること
ができます。

管理対象環境または非管理対象環境での Application Sync の使用
管理対象コンピュータ環境で自動的に更新される仮想アプリケーションを使用する場合は、Application Sync
ユーティリティを使用しないでください。他の更新機能と競合する可能性があるためです。

アプリケーションの自動更新機能を使用する場合、更新はサンドボックス内に置かれます。アプリケーション
の自動更新後に、Application Sync ユーティリティがアプリケーションの更新を試みている場合は、
Application Sync バージョンに含まれているファイルではなく、サンドボックス内に保存されているバー
ジョン更新の方が優先されます。ファイル更新の優先度は、サンドボックス内のファイル、仮想オペレー
ティング システム内のファイル、物理マシン内のファイルの順になります。

アプリケーションが自動的には更新されない非管理対象環境の場合は、Application Sync ユーティリティを
使用してアプリケーションを更新します。

アプリケーションの更新とリンク 4
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Application Sync を使用して Firefox 2.0.0.3 を Firefox 3 に更新する
この例では、Application Sync を使用した Firefox の更新プロセスを示します。

更新プロセスには、Package.ini ファイルの編集が含まれています。AppSyncURL パラメータには URL パ
スが必要です。ThinApp では、HTTP、HTTPS、およびファイル プロトコルがサポートされています。すべ
ての Application Sync パラメータの詳細については、「Application Sync を使用したアプリケーション更新の
構成」 (91 ページ )を参照してください。

Firefox 2.0.0.3 を Firefox 3 へ更新

1 Firefox 2.0.0.3 および Firefox 3 を別々のパッケージにキャプチャします。

2 両方のパッケージのプライマリ データ コンテナ名が同じであることを確認します。

Setup Capture プロセス時に指定されたプライマリ データ コンテナは、仮想ファイル システムと仮想レ
ジストリが含まれているファイルです。Firefox 2.0.0.3 パッケージでプライマリ データ コンテナの名前が
Mozilla Firefox 2.0.0.3.exe で、Firefox 3 パッケージでプライマリ データ コンテナの名前が Mozilla
Firefox 3.dat である場合は、Shortcut パラメータ内の名前を共通の名前に変更します。たとえば、
Firefox.exe という 1 つの名前にします。

3 各パッケージの Package.ini ファイルを変更します。

a キャプチャされたアプリケーション フォルダ内にある Package.ini ファイルを開きます。

たとえば、Firefox 2.0.0.3 の Package.ini ファイルへのパスは、C:\Program 
Files\VMware\VMware ThinApp\Captures\Mozilla Firefox 2.0.0.3\Package.ini となります。

b 行の最初にあるセミコロンを削除して、編集する Application Sync パラメータのコメントを外します。

ユーティリティを有効にするには、AppSyncURL パラメータのコメントを外す必要があります。

c パラメータの値を変更し、ファイルを保存します。

たとえば、最新バージョンの Firefox の実行ファイルをマッピングされたネットワーク ドライブに
コピーし、その場所へのパスを AppSyncURL パラメータの値として入力することができます。マッ
ピングされたドライブが Z: で、実行ファイルを保存するディレクトリの名前が Firefox である場
合、パスは file:///Z:/Firefox/Firefox.exe となります。

両方の Package.ini ファイルで AppSyncURL パスが同じであり、最新バージョンをポイントして
いることを確認してください。

4 キャプチャされたアプリケーションのフォルダにある build.bat ファイルをダブルクリックして、アプ
リケーション パッケージを再ビルドします。

たとえば、Firefox 2.0.0.3 の build.bat ファイルへのパスは、C:\Program Files\VMware\VMware 
ThinApp\Captures\Mozilla Firefox 2.0.0.3\build.bat となります。

5 Firefox 2.0.0.3 を Firefox 3 に更新するには、\bin ディレクトリにある Mozilla Firefox 2.0.0.3.exe
などの実行ファイルを起動します。

Package.ini ファイルの AppSyncExpirePeriod パラメータに設定された有効期限の前にアプリケー
ションを起動した場合、ThinApp は、アプリケーションを使用するときにバックグラウンドで更新をダ
ウンロードします。次にアプリケーションを起動するときは、更新されたバージョンが表示されます。

パッケージの有効期限終了後にアプリケーションを起動すると、ThinApp はフォアグラウンドで更新を
ダウンロードし、アプリケーションを使用できないようにします。ダウンロードの準備ができると、
ThinApp は、新バージョンのアプリケーションを再起動します。

Application Sync での不適切な更新の修正
Microsoft Office の更新が複数存在するなど Application Sync ダウンロードで複数の更新を取得しており、あ
る特定の更新が不都合な影響を与えているか、またはその更新を取り消す必要がある場合は、この問題に対
処できます。

不適切な更新の修正

ThinApp がアクセス可能なサーバー上に適切な更新を置きます。

次回クライアント マシン上でアプリケーションが起動された時に、この更新が適用されます。
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Application Sync のエントリ ポイント実行ファイルへの影響
Application Sync ユーティリティでは、エントリ ポイント実行ファイルが更新されます。たとえば、Microsoft
PowerPoint が含まれていない Microsoft Office 2007 パッケージが配布されたと仮定します。元のパッケージ
には Microsoft Office PowerPoint 2007.exe エントリ ポイントは存在しません。Microsoft Office 2007
パッケージを再ビルドして Microsoft PowerPoint を組み込み、Application Sync ユーティリティを使用して
クライアント マシンを更新すると、エンド ユーザーは Microsoft PowerPoint のエントリ ポイント実行ファ
イルにアクセスすることができます。

Application Sync を使用した thinreg.exe 登録の更新
thinreg.exe を使用してシステムに仮想アプリケーションを登録し、Application Sync ユーティリティを使
用してアプリケーションを更新すると、C:\Program Files\VMware\VMware ThinApp にある thinreg.exe
のコピーを最新パッケージと共にサーバーに配置して登録を更新できます。

Application Sync を使用したプライマリ データ コンテナ名の保守
Application Sync ユーティリティでは、アプリケーションの旧バージョンおよび新バージョンで、プライマリ
データ コンテナ (仮想ファイルとレジストリ情報が保存されているファイル ) の名前が同じである必要があり
ます。 たとえば、旧バージョンでプライマリ データ コンテナ名を Microsoft Office Excel 2003.exe に
して、新バージョンでプライマリ データ コンテナ名を Microsoft Office 2007.dat にすることはできませ
ん。プライマリ データ コンテナの名前を確認するには、Package.ini ファイルの ReadOnlyData パラメータ
を参照してください。プライマリ データ コンテナの詳細については、「仮想環境へのショートカットとする
ためのエントリ ポイントの定義」 (17 ページ )を参照してください。

アプリケーションが子プロセスを作成する場合の Application Sync プロセスの完了方法
キャプチャされたアプリケーションが子プロセスを作成する場合には、ThinApp は Application Sync プロセ
スを完了することができません。

たとえば、Microsoft Office 2003 および Microsoft Office 2007 パッケージを作成し、両方のパッケージで
Package.ini ファイルの AppSyncURL パラメータを変更して、Microsoft Office 2007 パッケージを Web サー
バに、Microsoft Office 2003 パッケージをクライアント マシンにコピーしたとします。

Package.ini ファイルの AppSyncExpirePeriod パラメータに設定された有効期限の前に Microsoft Office
2003 パッケージを起動した場合、ThinApp は、アプリケーションでの作業中にバックグラウンドで更新を
ダウンロードすることはできますが、次にアプリケーションを起動したとき、更新されたバージョンを表示

することはできません。 パッケージの有効期限終了後にアプリケーションを起動した場合、ThinApp はフォ
アグラウンドで更新をダウンロードすることができません。ダウンロードの準備ができると、アプリケーショ

ンは再起動されます。

Microsoft Office 2003 と Microsoft Office 2007 は、子プロセスを作成するアプリケーションの例です。ThinApp
は、子プロセスを停止しない限り Application Sync の更新を完了することができません。この問題を解決す
るには、以下のいずれかのタスクを実行してください。

マシンへのログアウトとログインを行って、子プロセスを停止する。

子プロセスを終了させるスクリプトを作成する。

たとえば、Microsoft Office 2003 および Microsoft Office 2007 と関連している ctfmon.exe および 
mdm.exe 子プロセスを終了させるスクリプトを作成することができます。

Microsoft Office や Internet Explorer アプリケーションと関連している ctfmon.exe プロセスのような
子プロセスが開始しないようにする。

Microsoft Office および Internet Explorer と関連する ctfmon.exe プロセスが開始しないようにする

ctfmon.exe プロセスが開始しないようにするには、ThinApp のサンドボックスと sbmerge.exe ユーティ
リティについての知識が必要です。sbmerge.exe ユーティリティの詳細については、「ランタイムの変更に
よるアプリケーションの更新」 (59 ページ )を参照してください。



ThinApp ユーザー ガイド

54 VMware, Inc.

ctfmon.exe プロセスの開始の抑止 

1 キャプチャ プロセスで cmd.exe エントリ ポイントをアクティブにしていなかった場合には、Package.ini
ファイルの cmd.exe エントリに対する Disabled パラメータを 0 に設定して、build.bat ユーティリ
ティでパッケージの再ビルドを行ってください。

これにより、/bin ディレクトリ内に cmd.exe エントリ ポイント用の実行ファイルが生成されます。

2 キャプチャされたアプリケーションのディレクトリ内の /bin ディレクトリを、クリーンな仮想マシン
にコピーします。または、Microsoft Office パッケージ用のサンドボックスを削除します。

3 cmd.exe エントリ ポイントをダブルクリックします。

4 Windows のコマンド プロセッサで、INTL.CPL コマンドを実行します。

5 [地域と言語のオプション ] ダイアログ ボックスの [言語 ] タブで、[詳細 ] をクリックします。

6 [テキスト サービスと入力言語 ] ダイアログ ボックスでの [詳細設定 ] タブで、[詳細なテキスト サービ
スをオフにする ] チェック ボックスをオンにします。

7 開いているすべてのダイアログ ボックスで [OK] をクリックします。Windows のコマンド プロセッサ
は開いたままにしておきます。

8 REGSVR32.EXE/U <DLL フ ァ イ ル > コマンドで MSIMTF.dll および MSCTF.dll ファイルを登録解除します。

Microsoft の Web サイトのサポート技術情報、文書番号 282599 を参照してください。

9 Windows のコマンド プロセッサを閉じます。

10 仮想マシンが、ThinApp がインストールされているのと同じマシン上にない場合には、パッケージのサ
ンドボックスをパッケージング システムにコピーします。

デフォルトのサンドボックスの場所は、%AppData%\Thinstall です。

11 パッケージング システムの標準のコマンド プロンプトから sbmerge.exe ユーティリティを使用して、
更新されたサンドボックスをパッケージにマージします。

サンプルのコマンドは SBMERGE APPLY -ProjectDir "C:\Program Files\VMware
\VMware ThinApp\Captures\Microsoft Office Professional 2007" -SandboxDir 
"%APPDATA%\Thinstall\Microsoft Office Pro 2007" です。 

12 パッケージを再ビルドし、クリーンな仮想マシン上でパッケージのテストを行って、ctfmon.exe プロ
セスが存在しないことを確認します。

Application Link の更新
Application Link ユーティリティは、実行時に複数の依存アプリケーションをリンクします。 同じパッケー
ジ内ですべてのコンポーネントをキャプチャするのではなく、コンポーネントを個別にパッケージング、配
布、更新することができます。

ThinApp では、一度に最大 250 個のパッケージをリンクできます。各パッケージのサイズは任意です。
Application Link ユーティリティは、以下のオブジェクトを使用する場合に便利です。

大規模共有ライブラリおよびフレームワーク - .NET、JRE、または ODBC ドライバなどのランタイム コ
ンポーネントを依存アプリケーションとリンクします。

たとえば、アプリケーションを実行するローカル マシンで .NET のインストールが抑止されているか、
または既に別のバージョンの .NET がインストールされている場合でも .NET をアプリケーションにリ
ンクすることができます。

.NET を必要とするアプリケーションが複数ある場合には、.NET パッケージを 1 つだけ作成し、複数の
アプリケーションがその .NET パッケージをポイントするようにすれば、スペースを節約できます。セ
キュリティ フィックスで .NET を更新する場合でも、複数のパッケージを更新する必要はなく、1 つの
パッケージを更新するだけで十分です。

アドオン コンポーネントおよびプラグイン - アプリケーション固有のコンポーネントとプラグインを
ベース アプリケーションとは別にパッケージングして配布します。
たとえば、Adobe Flash Player または Adobe Reader をベースの Firefox アプリケーションから切り離し
て、コンポーネントをリンクすることができます。

すべてのユーザーに単一の Microsoft Office パッケージを配布し、各ユーザーに個別のアドオン コン
ポーネントを配布することができます。

Microsoft Office をキャプチャし、仮想 Microsoft Outlook 環境から PDF の添付ファイルにアクセスしよ
うとしたときに直接の仮想または物理環境内では Adobe Reader が利用できなかった場合、ネットワー
ク上のリンクされた Adobe Reader パッケージを検出するように Microsoft Office を設定することがで
きます。
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ホット フィックスおよびサービス パック - 更新をアプリケーションにリンクし、新バージョンで重大な
問題が発生した場合には旧バージョンにロールバックします。アプリケーションへの複数のマイナ パッ
チを単一ファイルとして配布するため、ロールバックの手間を省くことができます。

Application Link ユーティリティを使用すると、帯域幅が節約されます。たとえば、Microsoft Office
2007 Service Pack 1 を所有しており、Application Link を使用せずに Service Pack 2 に更新する場合は、
新規の Office 2007 Service Pack 2 パッケージが配布されるため、1 台のコンピュータあたり 1.5 GB の
データが転送されます。Application Link ユーティリティを使用すると、コンピュータに全パッケージ
が転送されるのではなく更新のみが転送されます。

Application Link を使用したアプリケーションの表示
図 4-1 に、システム、ベース アプリケーション、およびすべてのリンク コンポーネントがマージされた表示
で実行中のアプリケーションを示します。 ベース アプリケーションでは、依存パッケージのファイル、レジ
ストリ キー、サービス、COM オブジェクト、および環境パラメータが参照可能です。

図 4-1  Application Link を使用したシステム、ベース アプリケーション、およびリンク コンポーネントの表示

ベース アプリケーションを Microsoft .NET Framework にリンクする
このサンプル ワークフローを参考にして、ベース アプリケーション MyApp.exe を Microsoft .NET 2.0
Framework が含まれる別のパッケージにリンクします。 ベース アプリケーションのキャプチャ プロセスに
Microsoft .NET 2.0 Framework が含まれていないことを確認してください。アプリケーションをキャプチャ
するプロセスの詳細については、第 2 章「アプリケーションのキャプチャ」(15 ページ )を参照してください。

Package.ini ファイル内の Application Link の必須およびオプション パラメータおよびフォーマットの詳
細については、「Application Link を使用した依存アプリケーションの構成」 (89 ページ )を参照してください。

アプリケーションを Microsoft .NET にリンク

1 .NET 2.0 Framework インストールをキャプチャします。

キャプチャ プロセス時には、ユーザーがアクセス可能なエントリ ポイントを少なくとも 1 つ選択する必
要があります。
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2 ThinApp で作成された .exe ファイルの名前を .dat に変更します。

これは、ユーザーが誤ってアプリケーションを実行してしまうのを防ぐためです。

ユーザーは .dat ファイルを直接実行しないため、ファイル名はどのような名前でも構いません。たと
えば、ファイル名を dotnet.dat にします。

3 .NET プロジェクトを C:\Captures\dotnet に保存します。

4 .NET Framework がインストールされているのと同じ物理システムまたは仮想マシンを使用して、ベー
ス アプリケーションをキャプチャします。

5 プロジェクトを C:\Captures\MyApp に保存します。

6 キャプチャされたアプリケーション フォルダ内にあるベース アプリケーションの Package.ini ファイ
ルを開きます。

7 [BuildOptions] エントリの後に以下の行を追加して、ベース アプリケーションの RequiredAppLinks
パラメータを有効にします。

RequiredAppLinks=dotnet.dat

Application Link パラメータは、リンク先のアプリケーションのプライマリ データ コンテナを参照する
必要があります。.exe のショートカット ファイルを参照することはできません。これは、ファイルに
アプリケーション、ファイル、またはレジストリ キーが含まれていないためです。

8 .NET 2.0 およびベース アプリケーション パッケージを再ビルドします。

a C:\Captures\MyApp 内の build.bat ファイルをダブルクリックします。

b C:\Captures\dotnet 内の build.bat ファイルをダブルクリックします。

これらのバッチ ファイルを実行すると、ThinApp パッケージが個別にビルドされます。

9 アプリケーションをエンドユーザー デスクトップの C:\Program Files\MyApp に配布します。

a C:\Captures\MyApp\bin\MyApp.exe を 
\\<end_user_desktop>\<Program_Files_share>\MyApp\MyApp.exe にコピーします。

b C:\Captures\dotnet\bin\cmd.exe を 
\\<end_user_desktop>\<Program_Files_share>\MyApp\dotnet.dat にコピーします。

Application Link を使用してネスト リンクをセットアップする
ThinApp では、Application Link ユーティリティを使用したネスト リンクがサポートされています。 たとえ
ば、Microsoft Office がサービス パックにリンクしており、そのサービス パックがホット フィックスにリン
クしている場合、ThinApp ではこれらの依存関係がすべてサポートされます。

この手順では、AppA が AppB を必要とし、AppB が AppC を必要とするように関連付けて参照します。 以
下のフォルダ レイアウトを仮定します。

C:\AppFolder\AppA\AppA.exe

C:\AppFolder\AppB\AppB.exe

C:\AppFolder\AppC\AppC.exe

この手順における Application Link の必須およびオプション パラメータのセットアップ情報については、
「Application Link を使用した依存アプリケーションの構成」 (89 ページ )を参照してください。

ネスト リンクのセットアップ

1 アプリケーション A をキャプチャします。

2 Package.ini ファイルで、アプリケーション B を必須またはオプションのアプリケーション リンクと
して指定します。

たとえば、RequiredLinks=\AppFolder\AppB\AppB.exe をファイルに追加します。

3 アプリケーション B をキャプチャします。

4 アプリケーション B の Package.ini ファイルで、アプリケーション C を必須またはオプションのアプリ
ケーション リンクとして指定します。

たとえば、RequiredLinks=\AppFolder\AppC\AppC.exe をファイルに追加します。
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5 アプリケーション C をキャプチャします。

アプリケーション A を起動すると、アプリケーション B のファイルとレジストリ キーにアクセスする
ことができ、アプリケーション B は、アプリケーション C のファイルとレジストリ キーにアクセスす
ることができます。

Application Link を使用した場合の分離モードへの影響
ThinApp ではアプリケーションの起動時に Application Link レイヤがロードされ、レジストリ エントリと
ファイル システム ディレクトリがマージされます。 ThinApp が、メイン パッケージまたは既にマージされ
ているレイヤには存在していないレジストリ サブキーまたはファイル システム ディレクトリを見つけた場
合は、ロードされたレイヤで指定された分離モードが使用されます。レジストリ サブキーまたはファイル シ
ステム ディレクトリがメイン パッケージおよび既にマージされているレイヤに存在する場合は、レイヤのい
ずれかまたはメイン パッケージで指定された最も制限を受ける分離モードが使用されます。最も制限を受け
る分離モードは Full で、その次が WriteCopy、最も制限を受けないのは Merged です。

PermittedGroups のリンク パッケージへの影響
2 つのアプリケーションをリンクして、PermittedGroups パラメータの値を指定する場合、アプリケーショ
ンを起動するのに使用されるユーザー アカウントは、両方のアプリケーションの Package.ini ファイルで
このパラメータに対して指定される Active Directory グループのいずれかのメンバである必要があります。
PermittedGroups パラメータの詳細については、「権限の構成」 (70 ページ )を参照してください。

スタンドアロンおよびリンク パッケージのサンドボックスの変更
リンク パッケージからのサンドボックスの変更は、ベース実行ファイルには認識されません。たとえば、
Acrobat Reader をスタンドアロンの仮想パッケージとしてインストールし、ベースの Firefox アプリケー
ションに対してはリンク パッケージとしてインストールすることができます。仮想パッケージを実行するこ
とにより Acrobat Reader をスタンドアロン アプリケーションとして起動して設定を変更すると、ThinApp は
その変更を Acrobat Reader のサンドボックスに保存します。Firefox を起動しても、Firefox はこれらの変更を
検出することはできません。Firefox には独自のサンドボックスがあるためです。Firefox で .pdf ファイルを
開いても、スタンドアロンの Acrobat Reader アプリケーション内で行われた設定の変更は反映されません。

リンク パッケージのインポートの順序
ThinApp は、RequiredAppLinks または OptionalAppLinks パラメータ内のアプリケーションの順序に
従ってリンク アプリケーションをインポートします。いずれかのパラメータで指定されたワイルドカード文
字が複数のファイルのインポートを開始する場合、パッケージはアルファベット順にインポートされます。

OptionalAppLinks パラメータは、OptionalAppLinks=a.exe;b.exe;plugins\*.exe と表示されます。

サンプル実行ファイルとして a.exe と b.exe を使用すると、ThinApp はリンク パッケージを表 4-1に記述
されている順序でインポートします。

ネスト リンクについては、「Application Link を使用してネスト リンクをセットアップする」 (56 ページ )を
参照してください。

リンク パッケージでのファイルとレジストリの衝突
ベース アプリケーションとベース アプリケーションにリンクされた依存アプリケーションに同じ場所のファ
イルまたはレジストリ エントリが含まれていると、衝突が発生します。 衝突が発生すると、インポート操作の
順にパッケージの優先度が決定されます。この場合、最後にインポートされたパッケージが優先され、その

パッケージのファイルまたはレジストリ コンテンツが実行中のアプリケーションで参照可能になります。

表 4-1  インポートされるリンク パッケージ

インポー
トの順序 リンク パッケージ

1 ベース アプリケーション

2 a.exe

3 b.exe

4 アルファベット順にロードされたプラグイン

5 a.exe のネスト プラグイン

6 b.exe のネスト プラグイン

7 このリストの最初のプラグイン セットのネスト プラグイン
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リンク パッケージでの VBScript の衝突
VBScript 名が衝突すると、インポートされた他のパッケージのスクリプトが実行されない可能性がありま
す。パッケージを Application Link にリンクし、これらのパッケージに同じ名前のスクリプトがある場合、
ThinApp は、リンク パッケージの VBScript を 1 つのプールに配置します。同じ名前のスクリプトがある場
合、ThinApp は最後にインポートされたパッケージのスクリプトを実行し、他のスクリプトは無視します。

たとえば、ベース パッケージに a.vbs ファイルと b.vbs ファイルがあり、依存パッケージに b.vbs ファイ
ルと c.vbs ファイルがあるとします。b.vbs ファイルの名前が衝突しているため、RequiredAppLinks パラ
メータまたは OptionalAppLinks パラメータで指定された最後のインポート済みパッケージの VBScript
が、先にインポートされた同じ名前のスクリプトを上書きします。この場合、ThinApp は、4 つの .vbs ファ
イルのあるプールを、ベース パッケージの a.vbs ファイル、および依存パッケージの b.vbs ファイルと
c.vbs ファイルのある 1 つのプールにまとめます。

リンク パッケージの VBScript 関数の順序
Application Link とリンクしたパッケージの VBScripts のプールでは、スクリプト本体の関数はスクリプト
名のアルファベット順に実行されます。スクリプト内の ThinApp コールバック関数は、プール内のスクリ
プト名のアルファベットの逆順に実行されます。

複数バージョンのリンク アプリケーションの同一ディレクトリへの保存
1 つのリンク パッケージが保持されたディレクトリと同じディレクトリに、最新バージョンのリンク パッ
ケージを追加すると、Application link ユーティリティで最新バージョンが検出されて使用されます。

ベース アプリケーションおよびリンク パッケージでの Application Sync の使用 
Application Link を使用してパッケージをベース パッケージにリンクし、そのベース パッケージを起動する
場合、Application Sync はベース パッケージのみを更新できます。 たとえば、Package.ini ファイルの
Application Sync エントリを使用して Microsoft Office 2007 パッケージをビルドし、続いて Package.ini
ファイルの Application Sync エントリを使用して Adobe Reader パッケージをビルドし、さらに Application
Link を使用して 2 つのパッケージをリンクしてから Microsoft Office 2007 を起動する場合、Application Sync
では Microsoft Office 2007 のみが更新されます。Microsoft Office 2007 と Adobe Reader を個別に起動する
と、両方のアプリケーションを更新することができます。

更新されていないアプリケーションがある状態で、ベース アプリケーションを期限切れのプラグインにリン
クすると、そのベースアプリケーションでは期限切れのプラグインでもロードして使用できます。

管理者により開始されるアプリケーションの更新
ThinApp では、管理者用に AppSync.exe および sbmerge.exe ユーティリティが用意されています。

AppSync.exe ユーティリティを使用すると、クライアント マシン上の Application Sync 更新が強制実行さ
れます。

sbmerge.exe ユーティリティを使用すると、アプリケーションへの段階的な更新が実行されます。たとえ
ば、管理者は、ユーティリティを使用して Firefox のプラグインを実装するか、または別のデフォルト サイ
トをポイントするように Web サイトのホーム ページを変更することができます。

クライアント マシンでの Application Sync の更新の強制実行
AppSync コマンドを使用して、クライアント マシンでの Application Sync の更新を強制的に実行できます。
標準的なユーザーには書き込みアクセス権がない場所に保存されているパッケージを更新すると仮定しま

す。この場合、アプリケーション起動時に Application Sync パラメータを使用して更新を確認することはで
きません。これは、ユーザーにはパッケージを更新するのに必要な権限がないためです。十分な権限を持つ

アカウントでは、AppSync.exe を毎日実行するようにスケジューリングすることができます。Package.ini
ファイルの AppSyncUpdateFrequency のような Application Sync パラメータは、AppSync コマンドに影響
しません。
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Application Sync の更新を強制的に実行するには、AppSync <Application_Sync_URL> <executable_file_path>
コマンドを使用します。URL の値は Package.ini ファイルの Application Sync URL と同じであり、実行
ファイルのパスは更新が必要な実行ファイルへのパスです。

ランタイムの変更によるアプリケーションの更新

sbmerge.exe ユーティリティでは、アプリケーションのサンドボックスに記録されているランタイムの変更
が ThinApp プロジェクトにマージされます。 このユーティリティの通常のワークフローには、以下のタスク
が含まれます。

アプリケーションのキャプチャ。

build.bat ファイルを使用したアプリケーションのビルド。

キャプチャされたアプリケーションの実行、および設定と仮想環境のカスタマイズ。 ThinApp では、変
更がサンドボックスに保存されます。

sbmerge.exe ユーティリティを実行することによる、サンドボックスのレジストリとファイル システ
ムの変更の ThinApp プロジェクトへのマージ。

build.bat ファイルを使用することによる、キャプチャされたアプリケーションの再ビルド。

最新アプリケーションの配布。

サンドボックスの変更を Firefox とマージする
sbmerge.exe ユーティリティのこの手順では、キャプチャされたアプリケーションの例として Firefox 2.0.0.3
を使用します。

サンドボックスの変更を Firefox 2.0.0.3 とマージ

1 Firefox 2.0.0.3 をキャプチャします。

2 キャプチャされたアプリケーションのフォルダにある build.bat ファイルをダブルクリックして、アプ
リケーション パッケージを再ビルドします。

たとえば、Firefox 2.0.0.3 の build.bat ファイルへのパスは、C:\Program Files\VMware\VMware 
ThinApp\Captures\Mozilla Firefox 2.0.0.3\build.bat となります。

3 サンドボックスの場所として bin ディレクトリに Thinstall ディレクトリを作成します。

4 Firefox を起動して設定を変更します。

たとえば、ホーム ページを変更します。

5 コマンドラインで、ThinApp プロジェクト フォルダがあるディレクトリに移動します。

たとえば、C:\Program Files\VMware\VMware ThinApp\Captures\Mozilla Firefox 2.0.0.3 に移
動します。

6 コマンドラインで "C:\Program Files\VMware\VMware ThinApp\sbmerge" Print コマンドを入力し
ます。

ThinApp では、キャプチャされたアプリケーションを使用する時に、サンドボックス フォルダに影響
を与えた変更が出力されます。

7 コマンドラインで "C:\Program Files\VMware\VMware ThinApp\sbmerge" Apply コマンドを入力し
ます。

ThinApp は Thinstall フォルダを空にし、サンドボックスの変更をアプリケーションとマージします。

sbmerge.exe コマンド
sbmerge.exe Print コマンドではサンドボックスの変更が表示されますが、サンドボックスまたは元のプ
ロジェクトへの変更は行われません。

sbmerge.exe Apply コマンドでは、サンドボックスの変更が元のプロジェクトとマージされます。このコ
マンドを使用すると、プロジェクト レジストリとファイル システムが更新されて変更が反映され、サンド
ボックス ディレクトリが削除されます。



ThinApp ユーザー ガイド

60 VMware, Inc.

使用法

"C:\Program Files\VMware\VMware ThinApp\sbmerge" Print [<optional_parameters>]
"C:\Program Files\VMware\VMware ThinApp\sbmerge" Apply [<optional_parameters>]

オプション パラメータ

sbmerge.exe のオプション パラメータでは、プロジェクトとサンドボックスのパス、進捗メッセージのブ
ロック、およびサンドボックス ファイルのマージを指定します。

アプリケーションの自動更新
アプリケーションの自動更新が可能な場合、その更新メカニズムは ThinApp と連動して機能します。アプ
リケーションによって更新がダウンロードされ、インストーラまたはバッチ プログラムが実行される場合、
このアクティビティは仮想環境内部で実行され、ThinAppでは、更新ソフトウェアからの変更はサンドボッ
クスに保存されます。アプリケーションが再起動されると、元のパッケージの実行ファイルではなくサンド
ボックスの実行ファイルのバージョンが使用されます。

たとえば、Firefox 1.5 をキャプチャした場合は、自動更新メカニズムにより Firefox 2.0 にアップグレードする
ように指示されます。アップグレードを続行すると、アプリケーションによって更新がダウンロードされ、
サンドボックスに書き込まれます。その後、アプリケーションを再起動するように指示されます。キャプチャ
されたアプリケーションを再度実行すると、Firefox 2.0 が起動されます。サンドボックスを削除すると、
Firefox はバージョン 1.5に戻ります。

自動更新メカニズムで行われた変更を元のパッケージとマージして最新の実行ファイルをビルドするには、
sbmerge.exe ユーティリティを使用します。 「管理者により開始されるアプリケーションの更新」 (58 ページ )を
参照してください。

パラメータ 説明

-ProjectDir <project_path> アプリケーションのプロジェクト フォルダ以外の場所から sbmerge.exe コマン
ドを起動した場合は、-ProjectDir <project_path> パラメータを使用して、
プロジェクト ディレクトリへの絶対パスまたは相対パスを指定します。コマンド
のサンプルは、"C:\Program Files\VMware\VMware ThinApp\sbmerge"
Print -ProjectDir "C:\<project_folder_path>"" のようになります。

-SandboxDir <sandbox_path> キャプチャされたアプリケーションを起動する場合は、特定の順序でサンドボッ
クスが検索されます。「サンドボックスの検索順序」 (101 ページ )を参照してくだ
さい。

サンドボックスにカスタムで指定した場所を使用する場合は、-SandboxDir 
<sandbox_path> パラメータを使用してその場所を指定します。

-Quiet 進捗メッセージの出力をブロックします。

-Exclude <excluded_file>.ini サンドボックスの特定のファイルまたはレジストリ エントリをマージしないよ
うにします。

.ini ファイルを使用して、除外するコンテンツを指定することができます。こ
のファイルには、ファイルを指定するための個別のセクション ( たとえば、
FileSystemIgnoreList、RegistryIgnoreList など ) が含まれています。
sbmerge.exe ユーティリティでは、デフォルトで ThinApp インストール フォル
ダの snapshot.ini ファイルを使用して、マージ プロセスから特定のコンテン
ツが除外されます。このオプションを使用すると、別の .ini ファイルを指定し
て除外するコンテンツを追加することができます。

注 Application Sync ユーティリティを使用してアプリケーションの更新を実行する場合は、アプリケーションの自
動更新機能を無効にします。「管理対象環境または非管理対象環境での Application Sync の使用」 (51 ページ )
を参照してください。
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管理者権限のない動的な更新

管理者権限がなくてもアプリケーションを動的に更新することができます。たとえば、更新プロセスの一部

としてインターネットから新しい DLL をダウンロードする .NET ベースのアプリケーションでは、起動パ
フォーマンスを上げるために ngen.exe ファイルを実行し、ネイティブのイメージ アセンブリを生成する必
要があります。通常の環境では、ngen.exe ファイルは HKLM と C:\WINDOWS に書き込みを行います。両方と
もに管理者アカウントでのみアクセス可能です。ThinApp では、ngen.exe ファイルを使用してゲスト ユー
ザー アカウントでネイティブのイメージ アセンブリをインストールすることができますが、変更はユーザー
固有のディレクトリに保存されます。

中央コンピュータ上でパッケージを更新し、変更を新規にキャプチャされた実行ファイルとしてクライアン

ト マシンまたは中央ネットワーク共有に転送することができます。 更新を適用するには、以下のオプション
のいずれかを使用します。

Setup Capture プロセス時。

仮想環境の内部。

自動更新機能を備えたアプリケーションでは、更新を実行することができます。更新が patch.exe ファ
イルの場合、パッチ プログラムは仮想環境で実行することができ、cmd.exe ファイル エントリ ポイン
トから実行することができます。自動更新時または手動更新時にサンドボックスで変更を行った場合は、

サンドボックスを削除して元のバージョンに戻すことができます。

中央パッケージング マシン上の仮想環境内でパッチを適用する場合は、sbmerge.exe ユーティリティ
を使用して、更新時に行われたサンドボックスの変更をアプリケーションとマージすることができます。

「管理者により開始されるアプリケーションの更新」 (58 ページ )を参照してください。

キャプチャされたプロジェクト内。

小規模なセットのファイルまたはレジストリ キーを更新する必要がある場合は、キャプチャされたプロ
ジェクト内のファイルを置き換えます。この手法は、ThinApp ビルドをワークフローと統合する作業を
行うソフトウェア開発者にとって便利な手法です。

ネットワーク共有上で実行中のアプリケーションのアップグレード
ThinApp を使用すると、複数のユーザー用のネットワーク共有上で実行中のアプリケーションのアップグ
レードまたはロールバックを行うことができます。アップグレード プロセスは、ユーザーがアプリケーション
を終了して 2 回目に起動した時に実行されます。Terminal Server 環境では、トランジション期間時に複数の
ユーザーが同時に別のバージョンを実行することができます。

ファイル ロック
アプリケーションを起動すると、実行ファイル パッケージがロックされます。この場合、アプリケーション
の置換、削除、または移動を行うことはできません。このファイル ロック機能を使用すると、特定のバー
ジョンのアプリケーションにアクセスしているコンピュータまたはユーザーは、アプリケーションのプロセ

スおよびサブプロセスが実行されている限り、そのバージョンを継続して使用することができます。

アプリケーションを多数のユーザーが使用する中央ロケーションに保存している場合は、このファイル ロッ
ク機能により、すべてのユーザーがアプリケーションを終了してそのロックをリリースするまで、管理者は

パッケージングされた実行ファイルを新バージョンで置き換えることはできません。

実行中のアプリケーションのアップグレード

ファイル名拡張子を .1、.2 などの数字にして、新バージョンのアプリケーションを既存の配布ディレクトリ
にコピーすることができます。この手順では、サンプル アプリケーションとして Firefox を使用します。

ショートカットを更新する必要はありません。

実行中のアプリケーションのアップグレード

1 Firefox.exe などのアプリケーションの元のバージョンを配布します。

2 アプリケーションを中央共有 \\<server>\<share>\Firefox.exe にコピーします。

場所のサンプルは、C:\Program Files\Firefox\Firefox.exe のようになります。
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3 共有実行ファイルの場所 \\<server>\<share>\Firefox.exe をポイントするデスクトップ ショート
カットまたは [スタート ] メニュー ショートカットをユーザーのデスクトップに作成します。

2 人のユーザーが Firefox.exe を起動し、アプリケーションがロックされたと仮定します。

4 最新バージョンの Firefox.exe を中央共有 \\<server>\<share>\Firefox.1 にコピーします。

新規ユーザーの場合、ThinApp は Firefox.1 内の新規パッケージ データを使用してアプリケーション
を起動します。元のバージョンを使用中のユーザーの場合は、アプリケーションを終了して再起動させ

た後に新バージョンを使用することができます。

5 最近更新された Firefox を配布する必要がある場合は、末尾により大きい数字を付けて同じディレクト
リに配置します。

6 バージョン 2.0 の Firefox.exe を中央共有 \\<server>\<share>\Firefox.2 にコピーします。

Firefox.1 はロック解除してから削除することができます。ただし、ユーザーのショートカットは現在もそ
の場所をポイントしているため、Firefox.exe はそのまま置いておく必要があります。ThinApp では、常に
最大のバージョン番号のファイル名が使用されます。以前のバージョンにロールバックする必要が生じ、最

新バージョンはロックされたままの場合は、以前のバージョンを最大のバージョン番号にしてコピーします。 

アップグレードされたアプリケーション用のサンドボックスの考慮事項
アプリケーションをアップグレードする場合は、Package.ini ファイルのサンドボックス名をそのまま保持
することにより、ユーザーが以前の設定を継続して使用するかどうかを制御することができます。 新しい名
前のサンドボックスを使用して、アップグレードされたアプリケーションをパッケージングすることにより、

ユーザーがそのアプリケーションで以前のサンドボックスを使用できないようにすることができます。 アッ
プグレードされたアプリケーションが最初に起動された時に、新しい名前でサンドボックスが作成されます。

パッケージの ThinApp バージョンの更新
relink.exe ユーティリティを使用して、既存のパッケージまたはパッケージのツリーを ThinApp の最新の
バージョンに更新することができます。 ThinApp の最新バージョンをインストールし、build.bat ユーティ
リティを実行して、ターゲット パッケージごとに最新の ThinApp のバージョンが含まれるように再ビルド
することもできますが、relink.exe ユーティリティを使用する方が、既存のパッケージの ThinApp のバー
ジョンを速く更新することができます。最新の ThinApp の機能やサポートの強化から益を受けられるよう
に、パッケージを更新することをお勧めします。

relink の例
relink.exe ユーティリティにはオプションの -Recursive フラグがあります。単一のパッケージまたは複
数のパッケージをターゲットとすることができます。

relink [-Recursive] <target> [<target> ...]

たとえば、Adobe Reader パッケージをインストールされている最新の ThinApp バージョンに更新できます。

relink AdobeReader.exe

relink.exe ユーティリティではワイルドカード パターンを使用できます。

relink *.exe *.dat

relink.exe では、ディレクトリ名を指定して、そのディレクトリ内のすべての ThinApp ファイルを処理す
ることができます。

relink C:MyPackages

-Recursive フラグを指定した場合、relink.exe ユーティリティは、そのディレクトリとすべてのサブディ
レクトリ内のすべての ThinApp ファイルを処理します。このフラグはディレクトリ名とのみ組み合わせて
使用するものです。

ターゲット名にスペースが含まれている場合には、二重引用符を使用する必要があります。

relink "Microsoft Office Professional 2007.dat"
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上級ユーザーは、キャプチャ プロセス外の仮想アプリケーションのパラメータをカスタマイズできます。 パ
ラメータはビルドオプション (MSI、更新、エントリポイントの設定など ) の構成に影響を与える可能性があ
ります。

Package.ini ファイルはプロジェクト フォルダに置かれます。ファイルには、ビルド プロセス実行時にキャ
プチャされたアプリケーションを構成するパラメータが含まれています。Setup Capture ウィザードで、一
部の Package.ini パラメータの初期値が設定されます。 パラメータの変更を有効にするには、この
Package.ini ファイルを保存し、プロジェクトをビルドします。

ここでは、次のトピックについて説明します。

「Package.ini ファイルの構造」 (64 ページ )

「Package.ini ファイルまたは ##Attributes.ini ファイルに適用されるパラメータ」 (64 ページ )

「ThinApp ランタイムの構成」 (64 ページ )

「分離の構成」 (66 ページ )

「ファイルとプロトコルの関連付けの構成」 (68 ページ )

「ビルド出力の構成」 (68 ページ )

「権限の構成」 (70 ページ )

「オブジェクトと DLL ファイルの構成」 (72 ページ )

「ファイル ストレージの構成」 (76 ページ )

「プロセスとサービスの構成」 (79 ページ )

「サイズの構成」 (81 ページ )

「ロギングの構成」 (83 ページ )

「バージョンの構成」 (84 ページ )

「ロケールの構成」 (85 ページ )

「個々のアプリケーションの構成」 (86 ページ )

「Application Link を使用した依存アプリケーションの構成」 (89 ページ )

「Application Sync を使用したアプリケーション更新の構成」 (91 ページ )

「MSI ファイルの構成」 (94 ページ )

「サンドボックス ストレージとインベントリ名の構成」 (98 ページ )

パッケージ パラメータの構成 5
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Package.ini ファイルの構造
Package.ini ファイルの構造には、すべてのアプリケーションまたは個々のアプリケーションに適用される
セクションがあります。

ほとんどのパラメータは、特定のセクション ヘッダーの下に置く必要があります。Package.ini ファイル
には、次のヘッダーがあります。

[BuildOptions]

[<application>.exe]

[FileList]

[Compression]

[Isolation]

Package.ini ファイルの [BuildOptions] セクションは、すべてのアプリケーションに適用されます。個々
のアプリケーションはアプリケーション固有のエントリで上書きされない限り、このセクションのパラメー
タの設定を継承します。たとえば、Package.ini ファイルに含まれる Adobe Reader アプリケーション用の
[Adobe Reader 8.exe] セクションは、より大きな [BuildOptions] パラメータの設定を上書きする設定
を含んでいる可能性があります。アプリケーション固有のパラメータには、ビルド プロセスで作成したアプ
リケーション エントリ ポイントが表示されます。

[FileList]、[Compression]、および [Isolation] パラメータは、[BuildOptions] パラメータとして動
作しますが、下位互換性を持たせるために別々にグループ化されています。 ExcludePattern パラメータを
追加する場合は、[FileList] ヘッダーをファイルに手動で追加できます。

標準のセクションに適用されないパラメータは、どのヘッダーの下にでも置くことができます。パラメータ
は、アルファベット順に並べる必要はありません。

Package.ini ファイルまたは ##Attributes.ini ファイルに適用されるパラ
メータ

必要に応じて、特定のパラメータを Package.ini ファイルまたは ##Attributes.ini ファイルに適用して、
Package.ini 設定をディレクトリ レベルで上書きすることができます。

##Attributes.ini ファイルには、DirectoryIsolationMode、CompressionType、および ExcludePattern
パラメータを使用できます。##Attributes.ini ファイルは、プロジェクト フォルダのフォルダ マクロに
含まれています。

##Attributes.ini ファイルの詳細については、「##Attributes.ini ファイル内の設定の変更」 (23 ページ )を
参照してください。

ThinApp ランタイムの構成
アプリケーションの起動時のパフォーマンスおよび仮想コンピュータ名に影響を与えるランタイム構成タス
クの ThinApp パラメータを変更できます。

NetRelaunch
NetRelaunch パラメータは、アプリケーションをネットワーク共有、またはリムーバブル ディスクから実
行したときに、アプリケーションの起動速度を上げるためにそのアプリケーションをローカル ディスクから
再起動するかどうかを決定します。

ThinApp では、アプリケーションがネットワーク ドライブまたはリムーバブル ディスクから実行されている
かどうかを検出し、そのアプリケーションの再起動にローカル ハード ディスク上のスタブ実行ファイルを使
用するように NetRelaunch パラメータの初期値が設定されています。このプロセスは、ネットワーク共有ま
たはリムーバブル ディスクから開かれる実行ファイルと、最初にネットワークに接続する実行ファイルに対
してフル スキャンの実行を試みるときに、Symantec AntiVirus が生成するパフォーマンスの問題に対応しま
す。 このスキャンは、大きな実行ファイルの起動時間に影響を与えることがあります。

Symantec AntiVirus は多くのデスクトップにインストールされているため、ThinApp では、時間のかかるス
キャンを行うことなくネットワーク共有からアプリケーションを開くことができるようになります。 アプリ
ケーションがネットワーク共有またはリムーバブル ディスクから実行されると、ThinApp はスタブ実行ファ
イルを CachePath パラメータで設定したローカル ディスク上のディレクトリに作成し、このスタブ実行
ファイルからアプリケーションを再起動します。スタブ実行ファイルは、ランタイムは大きなパッケージか
らロードし、アプリケーションの残りはネットワーク上の元の場所から読み込むことができます。 Symantec
AntiVirus は、アプリケーションがローカルで、ネットワーク共有またはリムーバブル ディスク上の大きな
実行ファイルをスキャンしないものと認識します。
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例

アプリケーションが小さい場合や、Symantec AntiVirus がアプリケーションの配布先のデスクトップにイン
ストールされていないことがわかっている場合、NetRelaunch パラメータを変更して初期起動時のパフォー
マンス向上を図ることができます。

[BuildOptions] 
NetRelaunch=0

RuntimeEULA
RuntimeEULA パラメータは、パッケージのエンド ユーザー使用許諾契約の表示を制御します。 このパラメー
タは、従来のエンド ユーザー使用許諾契約の要件に対応します。 VMware は、ThinApp パッケージのラン
タイム EULA を必要としません。

このパラメータの値は変更しないでください。

例

RuntimeEULA パラメータにより、エンド ユーザー使用許諾契約は表示されません。

[BuildOptions]
;Default: do not show an Eula (EULA を表示しない )
RuntimeEULA=0

VirtualComputerName
VirtualComputerName パラメータは、コンピュータ名を仮想化するかどうかを決定します。コンピュータ
名の仮想化により、配布システムとキャプチャ システムの名前の競合を避けられます。

アプリケーションは、アプリケーションがインストールされているコンピュータ名を使用したり、データベー

スに接続し、接続ストリングにそのコンピュータ名を使用したりすることができます。 キャプチャ システム
は配布システムと異なるため、コンピュータ名を必要とするキャプチャされたアプリケーションでは、コン

ピュータ名を仮想化して、どのマシンでもアプリケーションを実行できるようにする必要があります。

ThinApp では、VirtualComputerName パラメータの初期設定がコメント アウトされています。このパラ
メータは、GetComputerName および GetComputerNameEx API 関数が仮想アプリケーションに返す文字列を
使用します。

例

キャプチャ システムに LOCALHOST 名がない場合、ThinApp は VirtualComputerName パラメータをコメ
ント アウトします。

;VirtualComputerName=<original_machine_name>

キャプチャ プロセスを実行する前にクリーン マシンの名前を LOCALHOST に変更すると、Package.ini ファ
イルは VirtualComputerName エントリをアクティブ化します。仮想アプリケーションはこの LOCALHOST 名
を使用して動作します。これは、仮想アプリケーションが実行されるコンピュータはこの値をコンピュータ

名として取得するためです。

VirtualComputerName=LOCALHOST

GetComputerName または GetComputerNameEx コマンドを入力すると、マシンは LOCALHOST と返します。
Windows システムの標準の操作で、アプリケーションが実行されている実際のコンピュータ名を返すため
に GetComputerName および GetComputerNameEx API 関数が必要な場合、マシン名を LOCALHOST に変更し
ないでください。

LOCALHOST などのリテラル文字列だけでなく、環境パラメータも指定できます。

VirtualComputerName=%VCOMPNAME%

環境パラメータを指定すると、値として環境パラメータの値が返されます。VirtualComputerName パラメー
タの値が %VCOMPNAME% で、%VCOMPNAME% 環境パラメータが EnvCompName に設定されている場
合、GetComputerName API から EnvCompName が返されます。
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Wow64
Wow64 パラメータは、64 ビット Windows オペレーティング システムでは実行できない 32 ビット アプリ
ケーション用に 32 ビット環境をシミュレートします。

32 ビット アプリケーション自体が 64 ビット レジストリ リダイレクションを処理する場合、プロジェクトを
ビルドする前にこのパラメータをアクティブにできます。ThinApp では、Windows 64 ビット (WOW64) エ
ミュレーションで Windows を使用しないように、初期設定がコメント アウトされています。

例

64 ビット オペレーティング システムで 32 ビット アプリケーションを実行するための 32 ビット環境をシ
ミュレートするには、Wow64 パラメータのコメントを外します。たとえば、仮想化された 32 ビット Oracle
アプリケーションは、64 ビット オペレーティング システムでは機能しない可能性があります。

[BuildOptions]
Wow64=0

QualityReportingEnabled
QualityReportingEnabled パラメータは、ThinApp アプリケーションのサポートを改善する目的で、
VMware がパッケージで匿名データを収集するかどうかを指定します。 VMware は、アプリケーションの
バージョンやエラー数などのアプリケーション情報を収集します。

キャプチャ プロセスの実行中に匿名データの収集に同意すると、QualityReportingEnabled パラメータに
より 10 日ごとにデータがアップロードされます。

例

ThinApp のデータ収集を行わないように QualityReportingEnabled パラメータを変更できます。

[BuildOptions]
QualityReportingEnabled=0

分離の構成
ThinApp パラメータを変更して、ファイル システムおよびレジストリ キーに対する読み取り /書き込みアク
セス権を決定できます。

DirectoryIsolationMode
DirectoryIsolationMode パラメータは、物理ファイル システムに対し、ディレクトリの読み取り / 書き
込みアクセス権のレベルを指定します。 

キャプチャ プロセスで、Package.ini ファイルの DirectoryIsolationMode パラメータの初期値が設定さ
れます。このパラメータは、仮想アプリケーションで作成されたファイルのデフォルトの分離モードを制御
します。ただし、個別のディレクトリの ##Attributes.ini ファイル内で別の分離モードを指定した場合を
除きます。指定のないディレクトリ (C:\myfolder など ) は、Package.ini ファイルから分離モードを継承
します。

ThinApp では、キャプチャ プロセスで Merged および WriteCopy 分離モードのみを選択できます。 ウィザー
ド外で Full 分離モードを使用して、仮想環境を保護することができます。

Merged 分離モードを使用すると、アプリケーションは、仮想パッケージ外の物理ファイル システム上の要
素を読み取り、変更することができます。一部のアプリケーションは、ローカル システム イメージ内の DLL
およびレジストリ情報の読み取りに依存しています。Merged モードを使用すると、ユーザーが保存したド
キュメントが、サンドボックスではなくユーザーが意図したとおりの場所の物理システム上に置かれるとい
う利点があります。ただし、このモードの欠点は、システム イメージが散在する可能性があるということで
す。散在するファイルの例として、ライセンス プロセスの一部としてコンピュータのランダムな場所に書き
込まれたシェアウェア アプリケーションの初期実行マーカーがあります。

WriteCopy 分離モードを使用すると、ThinApp は書き込み操作を取得して、その操作をサンドボックスにリ
ダイレクトすることができます。WriteCopy 分離モードは、従来型のアプリケーションまたは信頼できない
アプリケーションに対して使用できます。このモードでは、ユーザー データ ファイルは物理システムではな
くサンドボックス内にあるので、検索するのが困難になります。ただし、このモードは、ユーザーがローカ
ルのファイル システムに影響を与えることができないようにしたいロック ダウンされたデスクトップで役
に立ちます。
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Full 分離モードでは、ThinApp により仮想アプリケーション パッケージ外のシステム要素が参照できない
ようにブロックされます。このモードでは、ファイルまたはレジストリ キーへの変更がサンドボックスに限
定され、仮想アプリケーション パッケージ外の環境と対話することはできません。Full 分離モードによって、
仮想アプリケーションと物理システム上にインストールされているアプリケーションとの間の競合が回避さ
れます。Full 分離モードは、システム DLL を検出してロードする機能をブロックするため、Package.ini
ファイルでは Full 分離モードを使用しないでください。Full 分離モードは、##Attributes.ini ファイルで
上書きメカニズムとして使用できます。

ThinApp では、実行時にレジストリとファイル システムの分離モードがサンドボックス内にキャッシュさ
れます。プロジェクトの分離モードを変更して、実行ファイルを再ビルドする場合、変更を有効にするには
サンドボックスを削除する必要がある場合もあります。

分離モードの定義と影響の詳細については、「物理ファイル システムの分離モードの定義」 (18 ページ )を参
照してください。

例

DirectoryIsolationMode パラメータを WriteCopy 分離モードに変更して、アプリケーションでローカル マ
シンのリソースを読み取ることはできても、ホスト コンピュータへの書き込みはできないようにすることが
可能です。 これは、snapshot.exe ユーティリティのデフォルト設定です。このパラメータは [Isolation]
ヘッダーの下に置く必要があります。

[Isolation]
DirectoryIsolationMode=WriteCopy

Merged 分離モード を指定すると、パッケージで禁止されていない限り、アプリケーションでコンピュータ
のどの場所にでもリソースの読み取りと書き込みができます。 これは、Setup Capture ウィザードのデフォル
ト設定です。

[Isolation]
DirectoryIsolationMode=Merged

RegistryIsolationMode
RegistryIsolationMode パラメータは、パッケージに含まれるレジストリ キーの分離モードを制御しま
す。 この設定は、明示的な設定を持たないレジストリ キーに適用されます。

キャプチャ プロセスではこのパラメータの値は設定されません。レジストリ分離モードは Package.ini ファ
イルのみで構成できます。ThinApp では、初期のレジストリ分離モードは WriteCopy に設定されています。
分離モード オプションの詳細については、「DirectoryIsolationMode」 (66 ページ )を参照してください。

Full 分離モードは、システム DLL を検出してロードする機能をブロックするため、Package.ini ファイルで
は Full 分離モードを使用しないでください。Full 分離モードは、上書きメカニズムとして使用できます。プ
ロジェクト ディレクトリにあるレジストリ キー テキスト ファイル内の構成済み RegistryIsolationMode
パラメータに例外を設定できます。例外は、HKEY_CURRENT_USER.txt などのファイルに isolation_full
HKEY_CURRENT_USER\Software\Macromedia のように設定します。

キャプチャされたアプリケーションの仮想ファイルへの実行時の変更は、分離モード設定に関係なくすべて
サンドボックスに保存されます。実行時には、アプリケーションでは、仮想レジストリ ファイルと物理レジ
ストリ ファイルは区別されません。ただし、同じ場所に両方のファイルが存在する場合は、常に仮想レジス
トリ ファイルが物理レジストリ ファイルより優先されます。同じ場所に仮想エントリと物理エントリが存在
する場合でも、分離モードはこれらのエントリへのアクセスには影響を与えません。これは、アプリケーシ
ョンが常に仮想要素と情報をやりとりしているためです。

外部グループ ポリシーの更新が物理レジストリを使用してパッケージとは別に行われた場合は、パッケージ
から仮想レジストリ ファイルを削除し、これらの仮想レジストリ ファイルの親ファイルで Full 分離モード
が使用されていないことを確認する必要があります。子ファイルは親ファイルから分離モードを継承するた
め、親ファイルの Full 分離モードでは、アプリケーションが物理子ファイルを参照できないようにブロック
される可能性があります。

例

RegistryIsolationMode パラメータを変更して、アプリケーションで、ホスト コンピュータからキーを読
み取ることはできますが、ホスト コンピュータへの書き込みはできないように設定することができます。

[Isolation] 
RegistryIsolationMode=WriteCopy 
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パッケージで禁止されている場合を除き、アプリケーションがコンピュータにキーを書き込めるようにする

ことができます。

[Isolation] 
RegistryIsolationMode=Merged ( マージ )

ファイルとプロトコルの関連付けの構成
ThinApp パラメータを変更して、ファイル拡張子とアプリケーションを関連付け、物理環境から認識可能な
プロトコルを指定することができます。

FileTypes
FileTypes パラメータは、thinreg.exe ユーティリティが実行ファイルに関連付けるファイル拡張子のリ
ストを示します。

キャプチャ プロセスでは、追加できない初期値が生成されます。仮想パッケージに関連付けない拡張子は削
除できます。リスト内のファイル拡張子の間に区切り文字を使用しないでください。

例

Microsoft Word 2007 パッケージでは、FileTypes パラメータの値として .doc.docx が指定されます。
Microsoft Office 2007 をキャプチャし、物理環境に Microsoft Office 2003 をインストールしている場合、
Microsoft Word 2003 で .doc ファイルを開き、Microsoft Word 2007 で .docx ファイルを開くように、
FileTypes パラメータから .doc 拡張子を削除し、.docx 拡張子を残すことができます。

[Microsoft Office Word 2007.exe]
FileTypes=.docx

キャプチャ プロセスで、拡張子 .doc および .dot のファイル タイプの関連付けを作成して Microsoft Word
にリンクすることができます。

[Microsoft Office Word 2003.exe]
ReadOnlyData=bin\Package.ro.tvr
Source=%ProgramFilesDir%\Microsoft Office\OFFICE11\WINWORD.EXE
FileTypes=.doc.dot

Protocols
Protocols パラメータは、物理環境のアプリケーションから認識可能なプロトコル (HTTP など ) を指定し
ます。 このパラメータは、FileTypes パラメータに似ていますが、ファイル タイプではなくプロトコルを処
理するアプリケーションを扱います。

キャプチャ プロセスでは、追加できない初期値が生成されます。ブラウザやその他のアプリケーション用の
エントリは削除できます。

例

キャプチャ プロセスは、Microsoft Outlook パッケージに対し、Protocols パラメータに mailto プロトコ
ルなどのプロトコルを指定できます。

[Microsoft Office Outlook 2007.exe]
Protocols=feed;feeds;mailto;Outlook.URL.mailto;stssync;webcal;webcals

ビルド出力の構成
ThinApp パラメータを変更して、ビルド出力の場所とパッケージ内のファイルを指定できます。

ExcludePattern
ExcludePattern パラメータは、アプリケーションのビルド プロセス実行時にファイルまたはディレクトリ
を除外します。 このパラメータ エントリの前に [FileList] ヘッダーを追加する必要があります。
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カンマを使用して、リスト内のパターンを区切ることができます。ワイルドカード (*) は、0 文字以上の任意
の文字と一致し、疑問符 (?) は 1 文字のみと一致します。構文は、DOS の dir コマンドとほぼ同じですが、
ディレクトリ名とファイル名にワイルドカード文字を使用できます。

ExcludePattern パラメータは Package.ini ファイルに指定できます。この場合、ディレクトリ構造全体
にパターン除外が適用されます。また、このパラメータは ##Attributes.ini ファイルにも指定できます。
この場合、現在の除外リストにパターン除外が追加されますが、設定は特定のディレクトリとサブディレク
トリにのみ適用されます。 プロジェクト内の複数のディレクトリに異なる除外リストを作成できます。

例

パッケージをバージョン コントロール システムに保存し、バージョン コントロール情報を仮想ファイル シ
ステムから除外する場合は、.svn または .cvs という名前のディレクトリとそのすべてのサブディレクトリ
を除外できます。

[FileList] 
ExcludePattern=\.svn,\.cvs

このパターンは、文字列の一部に .svn または .cvs が含まれるファイル名またはディレクトリには一致しま
せん。

.bak または .msi で終了するパスをすべて除外できます。

[FileList] 
ExcludePattern=*.bak,*.msi 

Icon
Icon パラメータは、生成された実行ファイルに関連付けるアイコン ファイルを指定します。 このアイコン
は、Microsoft Word などのアプリケーション、およびそのアプリケーションに関連付けられた .doc ファイ
ルなどのファイルに使用されます。

各アプリケーションには専用のアイコンがあり、アプリケーションの .exe ファイル、または .dll ファイル
内に .ico ファイルとして格納されています。 キャプチャ プロセスでは、アイコンが実行ファイルへ関連付
けられます。アプリケーションは Source パラメータ内の実行ファイルのメイン グループ アイコンと、その
グループ アイコンがポイントする個々のアイコン リソースを使用します。

例

Icon パラメータを変更して、Source パラメータ内の実行ファイルとは異なる実行ファイルを指定すること
で、代替アイコンを使用するように設定することができます。 代替アイコンを使用するほうが、他企業にとっ
て便利な場合があります。

[<my_app>.exe]
Source=%ProgramFilesDir%\<my_app>\app.exe
Icon=%ProgramFilesDir%\<my_app>\app2.exe

アイコン パスの最後に ,1 ,2 を付加して、アイコン セットを指定できます。
[<my_app>.exe]
Source=%ProgramFilesDir%\<my_app>\<app>.exe
Icon=%ProgramFilesDir%\<my_app>\<app2>.exe,1

.ico ファイルを使用して、アプリケーション アイコンを指定できます。
[<my_app>.exe]
Source=%ProgramFilesDir%\<my_app>\<app>.exe
Icon=%ProgramFilesDir%\<my_app>\<my_icon>.ico

OutDir
OutDir パラメータは、build.bat の出力を保存するディレクトリを指定します。

このパラメータの値は変更しないでください。

例

OutDir パラメータの静的な値は、プロジェクトの bin ディレクトリを指定します。
[BuildOptions]
OutDir=bin



ThinApp ユーザー ガイド

70 VMware, Inc.

RetainAllIcons
RetainAllIcons パラメータは、Source パラメータにリストされた実行ファイルの元のアイコンすべてを
アプリケーションに保持します。

アプリケーションの実行ファイルに関連付けられていないアイコンは、パッケージの仮想ファイル システム
に保存されます。RetainAllIcons パラメータは、使用されないアイコンを仮想ファイル システムから実行
ファイルにコピーするかどうかを決定します。ディスク容量を節約するために ThinApp では、使用されない
アイコンが、実行ファイルの物理環境から識別される部分から削除されるように初期値が設定されています。

例

RetainAllIcons パラメータを変更して、アプリケーションの元のアイコンをすべて保持するように設定で
きます。

[app.exe] 
Source=%ProgramFilesDir%\myapp\app.exe 
RetainAllIcons=1 

権限の構成
パッケージへのユーザー アクセスを定義し、Data Execution Prevention (DEP) 保護を変更するセキュリティ
タスクに適用される ThinApp パラメータを変更することができます。

AccessDeniedMsg
AccessDeniedMsg パラメータには、パッケージの実行権限を持たないユーザーに表示されるエラー メッ
セージが含まれます。

ThinApp では、管理者へ連絡するようにユーザーに通知する初期メッセージが設定されています。

例

AccessDeniedMsg パラメータを変更して、テクニカル サポート番号を追加できます。

[BuildOptions] 
PermittedGroups=Administrator;OfficeUsers 
AccessDeniedMsg=You do not have permission to execute this application, please call support @ 
1-800-822-2992 ( こ のア プ リ ケーシ ョ ン を実行する権限があ り ません。 サポー ト (1-800-822-2992) に電話で問い合

わせて く だ さ い。 ) 

AddPageExecutePermission
AddPageExecutePermission パラメータは、データ実行防止 (DEP: Data Execution Prevention) 環境では動
作しないアプリケーションをサポートします。

Windows XP SP2、Windows Server 2003、およびそれ以降のバージョンのオペレーティング システムの DEP
機能は、バッファ オーバーフローを利用したセキュリティ攻撃からシステムを保護します。この 機能には、
互換性の問題があります。Windows XP SP2 のこの機能はデフォルトで無効になっており、マシンごとにア
プリケーションのオプトインまたはオプトアウト リストを使用して DEP 保護を適用できます。オプトイン
およびオプトアウト ポリシーは、対象となるマシンとアプリケーションの数が増えると管理が難しくなるこ
とがあります。AddPageExecutePermission パラメータは、ThinApp にアプリケーションが割り振るペー
ジへの実行権限を追加するように指示します。これにより、DEP 保護が有効なマシンでオプトアウト リスト
を変更することなくアプリケーションを実行できます。

ThinApp では、DEP 保護を変更できないように、AddPageExecutePermission パラメータの初期値が設定
されています。

例

AddPageExecutePermission パラメータを変更して、アプリケーションが割り振るページへ実行権限を追
加するように設定できます。ThinApp は、アプリケーションが指定したメモリ ページからコードを実行し
ます。これは、プログラムとそのデータをメモリの 1 領域にまとめたアプリケーションに便利です。

[BuildOptions] 
;Disable some Data Execution protections for this particular application ( こ の特定のアプ リ ケーショ ン
の デー タ実行保護を無効にする )
AddPageExecutionPermission=1
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PermittedGroups
PermittedGroups パラメータは、パッケージを特定の Active Directory ユーザーのセットに限定します。

PermittedGroups パラメータの同じ行に、グループ名、SID 文字列、または混在したグループ名と SID 文
字列を指定できます。ドメインベースのグループ名を使用する場合、アプリケーション パッケージをビルド
するときにそのドメインに接続している必要があります。パラメータ値に直接 SID を追加する場合は、SID
が定義されているドメインに接続する必要はありません。

Active Directory Domain Services では、セキュリティ グループと配布グループを定義します。このパラメー
タは、ネストされたセキュリティ グループのみをサポートします。たとえば、ユーザーがセキュリティ グ
ループ A のメンバであり、セキュリティ グループ A がセキュリティ グループ B のメンバである場合、
ThinApp では、ユーザーはセキュリティ グループ A とセキュリティ グループ B のメンバとして検出されます。

ThinApp では、アプリケーションをビルドするとき、指定されたグループ名は有効であると想定して、その
名前を SID 値に変換します。ThinApp は、キャッシュされた資格情報を使用して実行時にグループ所有権を
解決します。オフラインの場合も含め、ラップトップ ユーザーの認証を続行できます。ユーザーにパッケー
ジを実行する権限がない場合、AccessDeniedMsg パラメータをカスタマイズしてそのことをユーザーに通
知できます。

PermittedGroups パラメータは、[BuildOptions] ヘッダーの下で使用するとパッケージに作用し、
[<application>.exe] ヘッダーの下で使用すると特定のアプリケーションに作用します。
[<application>.exe] 値は、特定のアプリケーションに対するデフォルトの [BuildOptions] 値を上書き
します。

例

PermittedGroups パラメータを変更して、セミコロンで区切った Active Directory ユーザー グループ名の
リストを指定できます。 [BuildOptions] パラメータは、プロジェクト全体に対するグローバルな設定を行
います。

[BuildOptions] 
PermittedGroups=Administrator;OfficeUsers 
AccessDeniedMsg=You do not have permission to execute this application, please call support @ 
1-800-822-2992 ( こ のア プ リ ケーシ ョ ン を実行する権限があ り ません。 サポー ト (1-800-822-2992) に電話で問い合

わせて く だ さ い。 ) 

特定のアプリケーションに対するユーザー グループ設定を指定できます。これは、グローバルな 
PermittedGroups 設定を上書きします。

[App1.exe] 
PermittedGroups=Guest ( ゲス ト ) 
AccessDeniedMsg=You do not have permission to execute this application, please call support @ 
1-800-822-2992 ( こ のア プ リ ケーシ ョ ン を実行する権限があ り ません。 サポー ト (1-800-822-2992) に電話で問い合

わせて く だ さ い。 ) 

アプリケーションに対して PermittedGroups 設定を指定しないと、アプリケーションは [BuildOptions]
セクションにあるグローバルな PermittedGroups 値を継承します。

[App2.exe] 
... 

PermittedGroups パラメータの同じエントリにグループ名と SID 文字列を混在させることができます。

PermittedGroups=S-1-5-32-544;Office Users ( オ フ ィ ス ユーザー )

UACRequestedPrivilegesLevel
UACRequestedPrivilegesLevel パラメータは、ユーザー アカウント制御 (UAC: User Account Control) 情
報を必要とするプログラムに対する権限を指定します。 このパラメータは、Windows Vista 以降のバージョン
のオペレーティング システムで作業するユーザーに影響します。

以下の値を使用して権限を指定できます。

asInvoker

この値を指定すると、Vista のプロファイルが使用されます。
requireAdministrator
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highestAvailable

この値を指定すると、使用可能な権限のうち最も高い権限が使用され、UAC プロンプトの表示を避け
ることができます。

権限を指定しない場合、ThinApp はデフォルト値を割り当てませんが、asInvoker 設定に従って機能します。

例

UACRequestedPrivilegesLevel パラメータを変更して、プログラムに管理者権限を指定できます。

[BuildOptions]
UACRequestedPrivilegesLevel=requireAdministrator

UACRequestedPrivilegesUIAccess
UACRequestedPrivilegesUIAccess パラメータは、Windows Vista 以降のバージョンのオペレーティング
システムでのユーザー インターフェイスへのアクセス権を指定します。 これらのオペレーティング システ
ムでは、ユーザー インターフェイスの一部の要素が保護されます。

ThinApp では、アプリケーションが保護された要素にアクセスできないように 
UACRequestedPrivilegesUIAccess パラメータの初期値が割り当てられています。
UACRequestedPrivilegesUIAccess パラメータには true ( 真 ) または false ( 偽 ) の値を割り当てて
ユーザー インターフェイスへのアクセス権を指定できますが、このパラメータは Microsoft の設定をサポー
トするために存在しています。

例

UACRequestedPrivilegesUIAccess パラメータの初期値を保持すると、仮想アプリケーションは保護され
た要素にアクセスできないように設定できます。

[BuildOptions]
UACRequestedPrivilegesUiAccess=false

オブジェクトと DLL ファイルの構成
ThinApp パラメータを変更して、COM オブジェクト アクセスと DLL ローディング要件を指定することが
できます。

ExternalCOMObjects
ExternalCOMObjects パラメータは、Windows が ThinApp とのアプリケーション互換性を得るために、仮
想環境ではなく物理環境で COM オブジェクトを作成して実行するかどうかを決定します。 仮想環境外の
COM オブジェクトは、常に物理環境で実行されます。

ThinApp では、仮想環境で COM オブジェクトを作成して実行するように ExternalCOMObjects パラメー
タの初期値が設定されています。

COM は、プロセス外の実行可能サーバーとサービスベースの COM オブジェクトをサポートします。アプ
リケーションが COM オブジェクトを作成して、ホスト コンピュータで変更を行えるようになっていると、
ホスト コンピュータの整合性が損なわれるおそれがあります。ThinApp は、プロセス外のサービスベース
COM オブジェクトを仮想環境で実行する場合、その COM オブジェクトによる変更すべてをサンドボック
スに保存します。

キャプチャ プロセスではこのパラメータは生成されません。このパラメータは Package.ini ファイルに追
加できます。

例

VMware サポートを利用して問題のトラブルシューティングを行い、アプリケーションが ThinApp と互換
性のない COM オブジェクトを実装していることが判明した場合は、仮想環境外で COM オブジェクトを実
行するように ExternalCOMObjects パラメータを変更することができます。COM オブジェクトの CLSID
キーのリストを指定できます。

[BuildOptions] 
ExternalCOMObjects={8BC3F05E-D86B-11D0-A075-00C04FB68820};{7D096C5F-AC08-4F1F-BEB7-5C22C517CE39} 
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ExternalDLLs
ExternalDLLs パラメータは、Windows に仮想ファイル システムから特定の DLL ファイルをロードするよ
う強制することができます。

ThinApp では、仮想ファイル システムから DDL ファイルをロードし、DLL ファイルを物理ファイル シス
テムにロードできるようにローディング プロセスを Windows に渡すように初期値が設定されています。状
況によっては、Windowsが DLL ファイルを仮想ファイル システムにロードする必要があります。Windows
のフック機能を使用して他のプロセスに自身を挿入する DLL ファイルがある可能性があります。フックを実
装する DLL ファイルは、ホスト ファイル システムで使用可能であり、Windows によってロードされる必要
があります。ExternalDLLs パラメータに DLL ファイルを指定すると、ThinApp は、仮想ファイル システ
ムからそのファイルをサンドボックスに抽出して、Windows にそのファイルをロードするように指示しま
す。

仮想ディクテーション ソフトウェアは、DLL 間で情報を渡すネイティブ アプリケーションと連動する可能
性のあるソフトウェアの一種です。ThinApp では、DLL のローディング プロセスを Windows に渡して、
ローカル アプリケーションが DLL に接続できるようにします。

ExternalDLLs パラメータでは、仮想ファイル システム内の他の DLL ファイルに依存する DLL ファイルは
サポートされません。 この場合、Windows は DLL ファイルをロードできません。

例

ExternalDLLs パラメータを変更して、Windows に仮想ファイル システムから inject.dll および 
injectme2.dll ファイルをロードするように強制することができます。

[BuildOptions] 
ExternalDLLs=inject.dll;injectme2.dll

ForcedVirtualLoadPaths
ForcedVirtualLoadPaths パラメータは、DLL ファイルがパッケージ外にある場合でも、その DLL ファイ
ルを仮想 DLL ファイルとしてロードするように ThinApp に指示します。 このパラメータは、パッケージ内
にある DLL ファイルに依存する外部システム DLL ファイルをアプリケーションでロードする必要がある場
合に便利です。

DLL へのパスにはマクロを含めることができます。セミコロンを使用して、複数のパスを区切ります。

このパラメータでは、AddForcedVirtualLoadPath API 関数を実行した場合と同じ処理が行われます。
「AddForcedVirtualLoadPath」 (117 ページ )を参照してください。

例

外部 DLL ファイルに依存するアプリケーションがある場合は、ForcedVirtualLoadPaths パラメータを変
更できます。Microsoft Outlook 以外の Microsoft Office をキャプチャし、Microsoft Outlook のネイティブ
バージョンがローカル システムに存在する場合は、仮想バージョンの Microsoft Excel から電子メールを送
信できません。これは、Microsoft Outlook とともにインストールされるネイティブ envelope.dll が、
ThinApp が仮想環境でロードする mso.dll ファイルに依存しているためです。ThinApp がネイティブ環境
ではなく仮想環境で envelope.dll ファイルをロードするように強制することができます。

[BuildOptions]
ForcedVirtualLoadPaths=%ProgramFilesDir%\Microsoft Office\Office10\envelope.dll

IsolatedMemoryObjects
IsolatedMemoryObjects パラメータは、他のアプリケーションまたはシステム オブジェクトから分離する
共有メモリ オブジェクトのリストを示します。

Windows 関数の CreateFileMapping と OpenFileMapping を使用するアプリケーションでは、共有メモリ
オブジェクトが作成されます。メモリ オブジェクトを分離しないと、これらのメモリ オブジェクトを共有し
ている仮想アプリケーションとネイティブ アプリケーション間で競合が発生します。たとえば、アプリケー
ションが 2 バージョン (ネイティブ環境に 1 バージョン、仮想環境に 1 バージョン ) あるとします。これら
のアプリケーション バージョンが同じメモリ オブジェクト内の情報を使用した場合、アプリケーションが互
いに干渉してエラーが発生します。仮想アプリケーションとシステム オブジェクトが互いを検出できないよ
うにするために、共有メモリ オブジェクトの分離が必要になる場合があります。
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IsolatedMemoryObjects パラメータは Package.ini ファイルにありませんが、ユーザーが追加できます。
ThinApp では、ネイティブ バージョンの Internet Explorer が仮想環境で使用するメモリ オブジェクトを分
離するように初期値が設定されています。この初期値により、explorer.exe および iexplore.exe ユー
ティリティがサンドボックス ファイルをマッピングするときの競合が回避されます。IsolatedMemoryObjects
パラメータを使用すると、他の名前付き共有メモリ オブジェクトを分離して、そのオブジェクトが同じサン
ドボックスを使用する他の仮想アプリケーションからのみ認識できるようにすることができます。

IsolatedMemoryObjects パラメータには、セミコロン (;) で区切られたエントリのリストを指定できます。
各 エントリは、アスタリスク (*) と疑問符 (?) のワイルドカード文字を使用して可変パターンと一致させる
ことができます。

例

IsolatedMemoryObjects パラメータを変更して、My Shared Object という名前のメモリ オブジェクトと、
名前に outlook が含まれるメモリ オブジェクトを分離するように設定できます。

[BuildOptions] 
IsolatedMemoryObjects=*outlook*;My Shared Object (共有オブジ ェ ク ト ) 

IsolatedSynchronizationObjects
IsolatedSynchronizationObjects パラメータは、他のアプリケーションから分離する特定の同期オブ
ジェクトのリストを示します。

同期オブジェクトは、アプリケーション間のアクションを調整します。以下の Windows 同期オブジェクト
が、アプリケーション エラーのログに記録されることがあります。

OpenMutex

CreateMutex

OpenSemaphore

CreateSemaphore

OpenEvent

CreateEvent

これらのオブジェクトがログ ファイルに記録されている場合は、仮想環境内にあるこれらのオブジェクトを
分離して、ネイティブ アプリケーションが作成する同期オブジェクトとの衝突を回避します。同期オブジェ
クトは、同じ仮想ネームスペースで実行されないアプリケーションから分離できます。同じサンドボック

ス パスを共有する 2 つのアプリケーションは、分離された同期オブジェクトに対して同じネームスペースを
使用します。サンドボックス名が同じで、サンドボックス パスが異なる 2 つのアプリケーションは、それぞ
れ別個のネームスペースを使用します。

IsolatedSynchronizationObjects パラメータは Package.ini ファイルにありませんが、ユーザーが追加
できます。ThinApp では、同期オブジェクトが他のアプリケーションからアクセスできるように初期値が設
定されています。異なるサンドボックスを使用する仮想アプリケーションは、同期オブジェクトを検出でき

ます。

IsolatedSynchronizationObjects パラメータには、セミコロン (;) で区切られたエントリのリストを指定で
きます。各エントリは、アスタリスク (*) と疑問符 (?) のワイルドカード文字を使用して可変パターンと一致
させることができます。

例

IsolatedSynchronizationObjects パラメータを変更して、My Shared Object という名前の同期オブジェ
クトと、名前に outlook が含まれる同期オブジェクトを分離するように設定できます。

[BuildOptions] 
IsolatedSynchronizationObjects=*outlook*;My Shared Object (共有オブジ ェ ク ト )
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NotificationDLLs
NotificationDLLs パラメータは、他社の DLL ファイルへの呼び出しを行って、アプリケーションの起動
やシャットダウンなどのイベントを通知します。 呼び出す DLL は、物理ファイル システムまたは仮想パッ
ケージのどちらにあっても構いません。ThinApp が DLL ファイルをロードできない場合は、パッケージで
エラーが発生します。

このパラメータは Package.ini ファイルにはありません。ThinApp SDK ユーザーはこのパラメータをファ
イルに追加できます。

例

NotificationDLLs パラメータを変更して、First.dll および Second.dll ファイルへの呼び出しを行うこ
とができます。

[BuildOptions]
NotificationDLLs=First.dll;Second.dll

NotificationDLLSignature
NotificationDLLSignature パラメータは、NotificationDLLs パラメータと連動して、指定の DLL ファイ
ルに署名があることを確認します。 DLL に署名がない場合、ThinApp はその DLL ファイルをロードしません。

例

NotificationDLLSignature パラメータをアスタリスク (*) に変更すると、DLL ファイルに Authenticode
署名が行われていることを確認できます。

[BuildOptions]
NotificationDLLSignature=*

エンティティを設定すると、DLL がそのエンティティによって署名されていることを確認できます。
[BuildOptions]
NotificationDLLSignature=VMware, Inc.

ObjectTypes
ObjectTypes パラメータは、物理環境の他のアプリケーションから認識可能な仮想 COM オブジェクト タイ
プのリストを示します。 VBScript などのスクリプトを使用して、キャプチャされたアプリケーションを起動
するオブジェクトを呼び出せます。

オブジェクト タイプは、一度に 1 つのネイティブまたは仮想アプリケーションにのみ登録されます。ネイ
ティブ マシンに Office 2003 をインストールし、仮想 Office 2007 パッケージを使用する場合、仮想アプリ
ケーションとネイティブ アプリケーションのどちらでオブジェクト タイプを処理するかを決定する必要が
あります。

仮想 Office 2007 でオブジェクト タイプを処理する場合、Package.ini ファイルの ObjectTypes 設定をそ
のまま残し、パッケージをビルドしてから、thinreg.exe ユーティリティを使用してパッケージを登録でき
ます。ネイティブの Office 2003 でオブジェクト タイプを処理する場合、Package.ini ファイルから
ObjectTypes 設定を削除した後にパッケージをビルドして登録します。ObjectTypes パラメータに、任意
のエントリを追加することはできません。実行できるのは、キャプチャ プロセスで生成されたエントリの削
除のみです。

例

スクリプトまたはネイティブ アプリケーションが ObjectTypes パラメータにリストされた 
Excel.Application COM オブジェクトまたはその他の COM オブジェクトを作成すると、ThinApp は仮
想パッケージを起動します。

[Microsoft Office Excel 2007.exe]
ObjectTypes=Excel.Application;Excel.Application.12;Excel.Chart;

Excel.Macrosheet;Excel.Sheet; Excel.Workspace

SandboxCOMObjects
SandboxCOMObjects パラメータは、物理環境のアプリケーションから仮想アプリケーションが実行時に登
録した COM オブジェクトにアクセスできるかどうかを示します。

ThinApp では、物理環境のネイティブ アプリケーションから仮想アプリケーションが登録する COM オブ
ジェクトにアクセスできないように初期値が設定されています。ThinApp は、仮想アプリケーションが登録
する COM オブジェクトをサンドボックスに置きます。
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例

SandboxCOMObjects パラメータを変更して、仮想アプリケーションが登録する COM オブジェクトをサン
ドボックス外でも認識できるように設定することができます。たとえば、ネイティブ Microsoft Office 2003
と仮想 Microsoft Office 2007 をインストールし、Microsoft Word を起動して、文書を開き、変更し、保存す
るようなカスタムのメール マージ プログラムをネイティブ環境で実行する場合は、仮想 Microsoft Word が
実行されていると Microsoft Word 2007 文書を生成できます。ネイティブ アプリケーションは、仮想アプリ
ケーションから COM オブジェクトにアクセスできます。

SandboxCOMObjects=0

VirtualizeExternalOutOfProcessCOM
VirtualizeExternalOutOfProcessCOM パラメータは、外部のプロセス外 COM オブジェクトを仮想環境で
実行できるかどうかを制御します。 仮想環境外の COM オブジェクトは、常に物理環境で実行されます。

このパラメータは、ThinApp パッケージに含まれておらず、仮想レジストリにも登録されていないプロセス
外 COM オブジェクトを処理します。ThinApp では、外部のプロセス外 COM オブジェクトがホスト コン
ピュータを変更できないようにその COM オブジェクトを仮想環境で実行するように 
VirtualizeExternalOutOfProcessCOM パラメータの初期値が設定されています。外部 COM オブジェクト
を仮想環境で実行すると互換性の問題がある場合、ホスト システムに COM オブジェクトを作成して実行で
きます。特定の COM オブジェクトのみを仮想環境外で実行するには、ExternalCOMObjects パラメータを
使用して、各 COM オブジェクトの CLSID のリストを示します。

例

VirtualizeExternalOutOfProcessCOM パラメータを変更して、外部のプロセス外 COM オブジェクトすべ
てを、仮想環境ではなく物理環境で実行するように設定できます。たとえば、仮想 Microsoft Access 2003 を
使用してネイティブ IBM Lotus Notes セッション経由で電子メールを送信できます。

[BuildOptions]
VirtualizeExternalOutOfProcessCOM=0

ファイル ストレージの構成
ThinApp パラメータを変更してファイル ストレージを構成し、仮想ドライブをセット アップできます。

サンドボックスの構成に関連するストレージの詳細については、「サンドボックス ストレージとインベント
リ名の構成」 (98 ページ )を参照してください。

CachePath
CachePath パラメータは、フォント ファイルとスタブ実行ファイルを保存するキャッシュ ディレクトリへ
の配布システム パスを設定します。

フォント ファイルとスタブ実行ファイルは頻繁に使用するため、ThinApp はキャッシュ内のファイルを迅
速に抽出して、それらのファイルを物理ディスクに置く必要があります。キャッシュを消去した場合、

ThinApp はキャッシュを再構築します。

THINSTALL_CACHE_DIR 環境パラメータを使用して、CachePath パラメータを実行時に上書きできます。
THINSTALL_CACHE_DIR 環境パラメータまたは CachePath パラメータを設定しない場合、ThinApp では以
下の規則に従って SandboxPath パラメータに基づいて CachePath パラメータの初期値が設定されます。

Package.ini ファイルに SandboxPath パラメータがあり、相対パスを使用している場合、CachePath
パラメータはサンドボックス パスを使用し、サンドボックスと同じディレクトリ レベルにキャッシュを
保存します。

Package.ini ファイルに SandboxPath パラメータがあり、絶対パスを使用している場合、または 
Package.ini ファイルに SandboxPath パラメータがない場合、CachePath パラメータは 
%Local AppData%\Thinstall\Cache の場所を使用します。これにより、ユーザーがサンドボックスと
ともにどこに移動しても、キャッシュ ディレクトリはローカル マシンに置かれます。ThinApp は、
キャッシュ内に Stubs ディレクトリを作成します。
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例

CachePath パラメータを変更して、絶対パスを使用するように設定できます。

CachePath=C:\VirtCache

アプリケーションの実行ファイルが存在するディレクトリへの相対パスとして ThinApp が検出する相対パ
スを設定できます。パッケージが C:\VirtApps にあり、CachePath パラメータに値 Cache ( キ ャ ッ シ ュ )
が設定されている場合、キャッシュ ディレクトリは C:\VirtApps\Cache になります。

CachePath=Cache

USB デバイスを使用していて、その USB デバイスにサンドボックスを移動させる場合は、キャッシュを USB
デバイスに移動させるとローカル マシンとの干渉を回避できます。この例では、キャッシュとサンドボック
スが同じディレクトリ レベルに存在します。

CachePath=<sandbox_path>

UpgradePath
UpgradePath パラメータは、Application Sync および整数更新に使用する情報およびファイルの場所を指定
します。

ThinApp では、Application Sync ユーティリティが、ログ ファイルとキャッシュ ファイルをローカル マシ
ン上のアプリケーション実行ファイルと同じ場所に置くように初期値が設定されています。整数更新もこれ

らのファイルと同様に機能します。

Application Sync ユーティリティは、サーバーから更新をダウンロードすると、更新に一時的な名前を付け
て UpgradePath に指定された場所に保存します。次回アプリケーションが起動されると、ThinApp は、一
時ファイルに拡張子 .1 または .2 (.1 が既に存在する場合 ) を付けて名前を変更します。ThinApp は、拡張子
.1 の付いた名前から元のファイル名への変更を試みますが、このファイルは別のディレクトリに存在してい
る可能性があります。ThinApp でこの変更ができない場合、ファイルは拡張子 .1 を付けたまま UpgradePath
の場所に保持されます。元のアプリケーションを実行すると、そのファイルにアクセスします。

Application Sync ユーティリティについては、「Application Sync の更新」 (51 ページ )を参照してください。

例

USB デバイスなど、デフォルトの場所に限られたスペースしかない場合、またはアップグレードをアプリ
ケーション実行ファイルと分離する必要がある場合は、UpgradePath パラメータを変更して更新ファイルを
検出する別の場所を指定できます。このパラメータには環境変数を使用できますが、フォルダ マクロはサ
ポートされません。

[BuildOptions] 
UpgradePath=C:\Program Files\<my_app_upgrades> 

VirtualDrives
VirtualDrives パラメータは、アプリケーションが実行時に使用できる追加のドライブ文字を指定します。

ThinApp は仮想環境を物理キャプチャ環境に似せて構築し、キャプチャ システムで利用可能な物理ドライ
ブを模倣します。ThinApp は VirtualDrives パラメータと、ドライブ上の仮想ファイルを含む
%drive_<drive_letter>% などのプロジェクト フォルダにより仮想ドライブを表します。このプロジェク
ト フォルダは、物理ドライブ上で書き込み操作が行われない場合、パッケージの読み取り専用ファイル シス
テムおよびサンドボックスに置くことができます。

VirtualDrives パラメータは、実行時にドライブをアプリケーションに示します。VirtualDrives パラメー
タは、ドライブのシリアル番号とタイプなどの、ドライブに関するメタデータを表示します。たとえば、

ThinApp はキャプチャ システム上の物理 C: ドライブを検出して、そのドライブを FIXED タイプのドライ
ブとしてシリアル番号とともにパラメータに入力します。
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VirtualDrives パラメータには、以下の情報が含まれます。

Drive - A ～ Z までの 1 文字。

Serial - 8 桁の 16 進数。

Type - FIXED、REMOVABLE、CD-ROM、または RAMDISK。

FIXED - 固定メディアを示します。

たとえば、ハード ドライブや内蔵のフラッシュ ドライブなどです。

REMOVABLE - リムーバブル メディアを示します。

たとえば、ディスク ドライブ、サム ドライブ、フラッシュ カード リーダーなどです。

CD-ROM - CD-ROM ドライブを示します。

RAMDISK - RAM ディスクを示します。

仮想ドライブは、アプリケーションがハードコーディングされたドライブ文字へのパスを使用し、そのドラ

イブ文字が配布システムで使用できない可能性がある場合に便利です。たとえば、従来のアプリケーション

では、D: ドライブは CD-ROM で、そのデータ ファイルは D:\media にあることを前提としている場合があ
ります。

仮想ドライブの設定は、物理配布システム上のドライブの物理プロパティよりも優先されます。

VirtualDrives パラメータでドライブのタイプを CD-ROM として定義していて、物理ドライブがハード
ディスクである場合、配布システムのアプリケーションはそのドライブを CD-ROM ドライブとして検出し
ます。

仮想ドライブの分離モード

仮想ドライブは、仮想環境で実行されるアプリケーションからのみ認識でき、物理的な Windows 環境に影響
を与えません。仮想ドライブの分離モードは、プロジェクト ディレクトリ内のドライブ フォルダにある
##Attributes.ini ファイルで上書きしない限り、プロジェクトのデフォルトの分離モードから継承されます。

アプリケーションのビルド前に %drive_D% フォルダにファイルをコピーすると、このドライブで Full 分離
モードを使用できます。アプリケーションは常にこの仮想ドライブから読み取り、配布システム上の対応す

る物理 CD-ROM ドライブからの読み取りを試行しません。

アプリケーションのビルド前に %drive_D% フォルダにファイルをコピーしない場合は、配布システム上の物
理ドライブからの読み取りを行うか、またはそのドライブへの書き込みを行うかに応じて、仮想ドライブフォ

ルダに Merged または WriteCopy 分離モードを使用できます。

仮想ドライブに Merged 分離モードを割り当てると、そのドライブが物理配布システムに存在しない場合は、
書き込み操作がすべて失敗します。Merged 分離モードは ThinApp に物理ドライブへの書き込みを指示する
ため、ThinApp はサンドボックスに変更を転送しません。アプリケーションが指示どおりに物理ドライブへ
書き込みできない場合は、書込み操作が失敗します。

VirtualDrives パラメータは、分離モードの設定を上書きしません。仮想アプリケーションは、分離モード
の設定が理由で物理ドライブ上のファイルを検出しない場合があります。

仮想ドライブの分離モードの変更

プロジェクトのデフォルトの分離モードを上書きするには、仮想ドライブの分離モードを変更します。

仮想ドライブの分離モードの変更

1 ThinApp プロジェクトに %Drive_<letter>% ディレクトリを追加します。

2 そのドライブ文字用の分離モードのエントリを含む ##Attributes.ini ファイルを作成します。

[Isolation] 
DirectoryIsolationMode=<isolation_mode>

3 ##Attributes.ini ファイルを %Drive_<letter>% ディレクトリに置きます。



VMware, Inc. 79

章 5 パッケージ パラメータの構成

例

VirtualDrives パラメータでは、1 つの文字列で複数のドライブ文字の情報と、それらのドライブ文字のオ
プション パラメータを保持できます。このパラメータでは、異なるドライブ文字に割り当てられた情報間は
セミコロンで区切り、個々のドライブ文字のパラメータ間はカンマで区切ります。ThinApp はドライブにシ
リアル番号と FIXED タイプを割り当てます。

[BuildOptions] 
VirtualDrives= Drive=A, Serial=12345678, Type=REMOVABLE; Drive=B, Serial=9ABCDEF0, Type=FIXED 

X、D、および Z の仮想ドライブ文字を指定できます。

[BuildOptions]
VirtualDrives=Drive=X, Serial=ff897828, Type=REMOVABLE; Drive=D, Type=CDROM; Drive=Z

ドライブ X は、シリアル番号が ff797828 のリムーバブル ディスクです。

ドライブ D は、割り当てられたシリアル番号を持つ CD-ROM ドライブです。

ドライブ Z は、割り当てられたシリアル番号を持つ FIXED ディスクです。

プロセスとサービスの構成
ThinApp パラメータを変更して、ネイティブ プロセスに対する書き込み権限または仮想サービスの起動と
シャットダウンを指定するプロセスとサービスを構成できます。

AllowExternalKernelModeServices
AllowExternalKernelModeServices パラメータは、アプリケーションがネイティブのカーネル ドライバ
サービスを作成して実行できるかどうかを制御します。 サービス実行ファイルは物理ファイル システム上に
存在する必要があります。

ThinApp では、デフォルトのパラメータが Package.ini ファイルに表示されませんが、アプリケーション
がネイティブの Windows カーネル ドライバ サービスを起動しないように初期値が設定されています。

例

Package.ini ファイルに AllowExternalKernelModeServices パラメータを追加して、デフォルト値の 0
を 1 に変更すると、アプリケーションがネイティブの Windows カーネル ドライバ サービスを作成または起
動できるようになります。

[BuildOptions]
AllowExternalKernelModeServices=1

AllowExternalProcessModifications
AllowExternalProcessModifications パラメータは、キャプチャされたアプリケーションがネイティブ
プロセスへの書き込みを行えるかどうかを決定します。 一部の仮想化アプリケーションでは、ネイティブ ア
プリケーションと対話するための方法が必要です。

ThinApp では、キャプチャされたアプリケーションがアプリケーション自体をネイティブ アプリケーショ
ンにインジェクトしようとすると阻止されます。その場合でも、キャプチャされたアプリケーションは、同
じサンドボックス内で実行されている仮想アプリケーションにそれ自体をインジェクトできます。ThinApp
では、Package.ini ファイルでこのデフォルト パラメータは表示されません。

キャプチャされたアプリケーションをネイティブ アプリケーションにインジェクトしようとして ThinApp
によって阻止されると、Log Monitor によって AllowExternalProcessModifications パラメータを参照
するトレース ログが生成されます。

例

Package.ini ファイルに AllowExternalProcessModifications パラメータを追加して、仮想プロセスか
らネイティブ プロセスへの書込み操作を行えるように設定できます。たとえば、音声認識アプリケーション
は、テキストを発話するためにネイティブ アプリケーションにそのアプリケーション自体をインジェクトす
る必要があります。

[BuildOptions]
AllowExternalProcessModifications=1
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AllowUnsupportedExternalChildProcesses
AllowUnsupportedExternalChildProcesses パラメータは、物理環境で 64 ビットの子プロセスを実行す
るかどうかを指定します。 ThinApp は 64 ビット アプリケーションをサポートしておらず、64 ビット アプリ
ケーションを仮想化できないため、64 ビット アプリケーションは物理環境で実行されます。

ThinApp では、64 ビット アプリケーションを物理環境で実行するように 
AllowUnsupportedExternalChildProcesses パラメータの初期値が設定されています。64 ビットの子プ
ロセス タスクを 64 ビット システムで実行されるアプリケーション上で実行できます。64 ビットの子プロセ
ス タスクの一例として印刷スプーラの実行があります。

例

物理ファイル システムへの変更が全く行われないようにするには、
AllowUnsupportedExternalChildProcesses パラメータを変更して、仮想環境外で 64 ビットの子プロセ
スが生成されないように設定します。 ThinApp は仮想環境で 64 ビット プロセスをサポートしないため、64 ビット
プロセスを実行できません。

[BuildOptions]
AllowUnsupportedExternalChildProcesses=0

AutoShutdownServices
AutoShutdownServices パラメータは、最後の非サービス プロセスが終了したときに仮想サービスをシャッ
トダウンするかどうかを制御します。

ThinApp では、最後の非サービス プロセスが終了したら、仮想サービスを停止するように初期値が設定さ
れています。このパラメータによって、仮想コンテキスト外のサービスが影響を受けることはありません。

例

AutoShutdownServices パラメータを変更して、Apache Web サーバーを実行している場合に、そのサービ
スを起動したアプリケーションの終了後にも仮想サービスの実行を継続することができます。

[BuildOptions] 
AutoShutdownServices=0

AutoStartServices
AutoStartServices パラメータは、最初の仮想アプリケーションが開始したときに仮想サービスを起動す
るかどうかを制御します。

ThinApp では、起動タイプ Automatic でインストールされた仮想サービスを起動するように初期値が設定さ
れています。仮想サービスが起動されるのは、ユーザーが最初の親プロセスを実行したときです。

例

アプリケーションがサービスをインストールしても、そのサービスを使用しない場合は、

AutoStartServices パラメータを変更して仮想サービスが起動しないように設定し、時間を節約すること
ができます。

[BuildOptions] 
AutoStartServices=0 

ChildProcessEnvironmentDefault
ChildProcessEnvironmentDefault パラメータは、ThinApp がすべての子プロセスを仮想環境で実行する
かどうかを決定します。

ThinApp では、すべての子プロセスが仮想環境内に作成されます。子プロセスに時間がかかる場合は、子プ
ロセスを物理環境へ移動させることができます。子プロセスとして、Microsoft Outlook は、メールボックス
全体を仮想環境にコピーするとパフォーマンスに影響を与える場合があります。

ChildProcessEnvironmentExceptions パラメータを使用して、特定の例外を作成できます。
「ChildProcessEnvironmentExceptions」 (81 ページ )を参照してください。
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例

子プロセスを仮想環境で動作させたくない場合や、子プロセスにより仮想環境の処理速度が低下するのを避

けたい場合は、ChildProcessEnvironmentDefault パラメータを変更して、子プロセスが物理環境で作成
されるように設定できます。

[BuildOptions] 
ChildProcessEnvironmentDefault=External (外部 )

ChildProcessEnvironmentExceptions
ChildProcessEnvironmentExceptions パラメータは、子プロセスを指定する場合に、
ChildProcessEnvironmentDefault パラメータに対する例外を示します。

ChildProcessEnvironmentDefault パラメータの値が Virtual (仮想 ) に設定されている場合、
ChildProcessEnvironmentExceptions パラメータは、仮想環境外で実行されるアプリケーションのリス
トを示します。ChildProcessEnvironmentDefault パラメータの値が External (外部 ) に設定されてい
る場合、ChildProcessEnvironmentExceptions パラメータは、仮想環境内で実行されるアプリケーション
のリストを示します。

例

仮想環境で子プロセスを実行する場合の例外を指定できます。仮想アプリケーションが notepad.exe 子プ
ロセスを起動すると、子プロセスは仮想環境外で実行されます。

[BuildOptions]
ChildProcessEnvironmentExceptions=AcroRd.exe;notepad.exe
ChildProcessEnvironmentDefault=Virtual

サイズの構成
ThinApp パラメータを変更して、アプリケーションのファイル サイズとブロック サイズを圧縮できます。

BlockSize
BlockSize パラメータは、ThinApp がビルド用にファイルを圧縮するときの圧縮ブロック サイズを制御し
ます。

ブロック サイズが大きいほど、圧縮率を高くすることができます。一方で、ブロック サイズが大きくなる
と、以下の理由でパフォーマンスが低下することがあります。

ブロック サイズが大きいほど、ビルド プロセスに時間がかかる。

ブロック サイズが大きいほど、アプリケーションの起動時間と読み取り操作が遅くなる。

使用するブロック サイズが大きいほど、実行時に必要なメモリが多くなる。

BlockSize パラメータは、Package.ini ファイルおよび ##Attributes.ini ファイルに指定できます。1
つのプロジェクト内の複数のディレクトリに異なるブロック サイズを使用できます。

例

BlockSize パラメータでデフォルト サイズの 64KB を変更して、サポートされているブロック サイズの
128KB、256KB、512KB、または 1MB に増やすことができます。数値の後に k を追加するとキロバイト、m
を追加するとメガバイトであることを指示できます。

[Compression]
BlockSize=128k

CompressionType
CompressionType パラメータは、パッケージ内でポータブル実行ファイル以外のファイルすべてを圧縮で
きます。

パッケージが大きく、ディスク スペースが最も重要な場合は、ファイルを圧縮できます。圧縮は解凍速度が
速く、アプリケーションの起動時間や実行時のメモリ消費量にもほとんど影響がありません。圧縮の圧縮率
は、ZIP アルゴリズムと同程度です。
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表 5-1 は、ローカル ハード ドライブから実行した Microsoft Office 2003 パッケージの圧縮率と起動時間の例
です。

古いコンピュータを使用する場合や、複数回アプリケーションを起動し、起動のたびに Windows のディス
ク キャッシュからデータを提供する場合には、圧縮によりパフォーマンスに多少の影響があり、アプリケー
ションの起動時間が遅くなる場合があります。

CompressionType パラメータは MSI ファイルに影響しません。MSI ファイルの圧縮については、
「MSICompressionType」 (82 ページ )を参照してください。

例

ThinApp では、OptimizeFor パラメータと CompressionType パラメータが連携して最適なメモリ パフォー
マンスと起動時間を達成できるように初期値が設定されています。ThinApp は、すべてのデータを圧縮され
ていない形式で保存します。

[Compression]
CompressionType=None ( なし )

[BuildOptions]
OptimizeFor=Memory

ディスク スペースが比較的重要な場合には、以下の構成を使用できます。ThinApp は実行ファイルを圧縮
されていない形式で保存しますが、その他のデータはすべて圧縮します。

[Compression]
CompressionType=Fast (高速 )

[BuildOptions]
OptimizeFor=Memory

ディスク スペースが最も重要な場合には、以下の構成を使用できます。ThinApp は、すべてのファイルを
圧縮します。

[Compression]
CompressionType=Fast (高速 )

[BuildOptions]
OptimizeFor=Disk

MSICompressionType
MSICompressionType パラメータは、パッケージ配布用の MSI ファイルを圧縮するかどうかを決定します。
圧縮することで、MSI ファイルを開くときと ThinApp SDK の使用時にパフォーマンスが向上します。

キャプチャ プロセスの実行中に MSI ファイルを作成すると、ThinApp では Package.ini ファイルに
MSICompressionType パラメータが追加されて、ファイルの圧縮に Fast (高速 ) の初期値が設定されます。
解凍はインストール時に行われます。

CompressionType パラメータを Fast に設定した場合は、MSICompressionType パラメータを Fast に設定
する必要はありません。両方のパラメータを設定しても、圧縮量は増えません。

表 5-1  圧縮率と起動時間の例

圧縮タイプ なし 高速

サイズ 448,616 KB 257,373 KB

圧縮率 100% 57% 

起動時間 (初回 ) 6 秒 6 秒

起動時間 (2 回目 ) 0.1 秒 1 秒

ビルド時間 (初回のビルド ) 3 分 19 分

ビルド時間 (2 回目のビルド ) 2 分 1.2 分
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例

大きなビルドを処理していて、パフォーマンスが重要でない場合は、MSICompressionType パラメータを変
更して MSI ファイルを圧縮しないように設定できます。
[Compression]
MSICompressionType=none

OptimizeFor
OptimizeFor パラメータは、実行ファイルを圧縮、またはメモリ消費量およびハード ドライブ上のページ
ファイルの使用量を削減して起動時のパフォーマンス向上を図るかどうかを制御します。 このパラメータを
CompressionType パラメータとともに使用して、パッケージのサイズ、メモリ割り当て、およびアプリケー
ションの起動時間をカスタマイズできます。

VMware では、OptimizeFor パラメータと CompressionType パラメータの初期値をそのままにして、起動
時のパフォーマンスとメモリ消費量を向上させることをお勧めします。ディスク サイズが重要な場合は、パ
ラメータを変更してパッケージのサイズを小さくできます。ThinApp では、OptimizeFor パラメータを Disk
に、CompressionType パラメータを Fast に設定した場合にのみ実行ファイルが圧縮されます。パッケージ
内に圧縮された形式で保存された実行ファイルは、パフォーマンスとメモリ消費量に悪い影響を与える場合
があります。圧縮された形式から実行ファイルをロードする場合、ThinApp は同様のアプリケーション間や、
Terminal Server などのマルチユーザー環境での他のユーザーとの間でファイル メモリを共有できません。
ポータブル実行ファイル以外のパッケージ ファイルをすべて圧縮するには、デフォルトの OptimizeFor パ
ラメータをそのままにして、CompressionType パラメータのみを Fast に設定します。MSI ファイルのみを
圧縮するには、MSICompressionType パラメータを使用します。

例

VMware では、OptimizeFor パラメータと CompressionType パラメータの初期値をそのままにして、パ
フォーマンスを最大にすることをお勧めします。ThinApp は、すべてのデータを圧縮されていない形式で保
存します。OptimizeFor パラメータは Package.ini ファイルの Compression セクションまたは
BuildOptions セクションのいずれかに配置できます。
[Compression]
CompressionType=None ( なし )

[BuildOptions]
OptimizeFor=Memory

ディスク スペースが比較的重要な場合には、以下の構成をお勧めします。ThinApp は実行ファイルを圧縮
されていない形式で保存しますが、その他のデータはすべて圧縮します。

[Compression]
CompressionType=Fast (高速 )

[BuildOptions]
OptimizeFor=Memory

ディスク スペースが最も重要な場合には、以下の構成をお勧めします。ThinApp は、すべてのファイルを
圧縮します。

[Compression]
CompressionType=Fast (高速 )

[BuildOptions]
OptimizeFor=Disk

ロギングの構成
ThinApp パラメータを変更してロギング操作を行わないようにしたり、ログ ファイルの場所をカスタマイ
ズしたりできます。

DisableTracing
DisableTracing パラメータは、Log Monitor 実行時にセキュリティおよびリソース上の目的で .trace
ファイルが生成されないようにします。

標準 .trace ファイルが生成されないようにして、アプリケーションの履歴をユーザーから隠すことができま
す。テスト環境で、正しく動作することがわかっている特定のアプリケーションについてトレースをオフにす
ることができます。余計な .trace ファイルを作成すると、ディスク容量や CPU 時間が不必要に消費されます。
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例

Log Monitor で .trace ファイルが生成されないように DisableTracing パラメータを設定できます。

[BuildOptions] 
DisableTracing=1 

LogPath
LogPath パラメータは、ロギング操作時に .trace ファイルを保存する場所を設定します。

デフォルトの場所は、アプリケーションの実行ファイルが保存されているのと同じディレクトリです。デフォ

ルトの場所を変更して、空きスペースの多いディレクトリを指定したり、ログを USB デバイスからクライアン
ト コンピュータにリダイレクトしたりすることもできます。ThinApp の多くのパスとは異なり、このログ
パスには %AppData% や %Temp% のようなマクロを含めることはできません。

例

ログ ファイルが C:\ThinappLogs に保存されるように LogPath パラメータを設定できます。

[BuildOptions]
LogPath=C:\ThinappLogs

バージョンの構成
ThinApp パラメータは、アプリケーション実行ファイルと ThinApp のバージョンに関する情報を提供します。

CapturedUsingVersion
CapturedUsingVersion パラメータは、キャプチャ プロセスで使用される ThinApp のバージョンを示し、
ThinApp が展開する必要のあるファイル システム マクロを決定します。

Package.ini ファイルでこのパラメータを変更または削除しないでください。ThinApp は下位互換性およ
びテクニカル サポートの目的でこのパラメータを使用します。

例

以下では CapturedUsingVersion パラメータは ThinApp バージョン 4.0.0-2200 を示しています。

[BuildOptions]
CapturedUsingVersion=4.0.0-2200

StripVersionInfo
StripVersionInfo パラメータは、ThinApp がアプリケーションをビルドするときにソース実行ファイルか
らすべてのバージョン情報を削除するかどうか決定します。 ソース実行ファイルとは、Source パラメータで
リストされているファイルです。

実行ファイルのバージョン情報は、Windows プロパティに表示されます。プロパティ情報には、著作権、商
標、バージョン番号が含まれます。StripVersionInfo パラメータによって、Windows のプロパティから
[バージョン ] タブが削除されます。

ThinApp では、ソース実行ファイルからバージョン情報をすべてコピーするように StripVersionInfo パ
ラメータの初期値が設定されています。

例

まれな例ですが、StripVersionInfo パラメータを変更して、バージョン情報なしでアプリケーションを生
成するように設定できます。たとえば、古いソフトウェアのデータベースに対してバージョンを比較するバー

ジョン検出スキャンを回避する場合などに使用します。

[app.exe]
Source=%ProgramFilesDir%\myapp\app.exe
StripVersionInfo=1 
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Version.XXXX
Version.XXXX パラメータは、Windows プロパティの [バージョン ] タブのアプリケーション バージョン文
字列を上書きするか、新しいバージョン文字列を追加します。

キャプチャ プロセスではこのパラメータは生成されません。このパラメータは Package.ini ファイルに追
加できます。

例

Version.XXXX パラメータで新しい製品名を設定できます。製品名として Office ではなく、ThinApp
Office を使用したいとします。Version.<string_name>=<string_value> のフォーマットを使用します。

[<app>.exe]
Version.ProductName=ThinApp Office
Version.Description=This Product is great! ( こ の製品は最高です !)

ロケールの構成
ThinApp パラメータを使用して、ロケール情報を確認できます。

AnsiCodePage
AnsiCodePage パラメータは、アプリケーションをキャプチャしたオペレーティング システムの言語を表す
数値を表示します。 ThinApp は、この値を使用してマルチバイト文字列の管理を行います。

このパラメータは言語の変換を行いません。この値は、アプリケーション内のテキスト文字列の表示と、文

字列の使用に影響します。

例

配布コンピュータとキャプチャ コンピュータのオペレーティングシステムの言語が異なる場合は、
AnsiCodePage パラメータを確認します。

[BuildOptions]
AnsiCodePage=1252

LocaleIdentifier
LocaleIdentifier パラメータは、レイアウトと書式に影響するロケールの数値 ID を表示します。 この値に
よって、アプリケーションから正しい言語リソースが検索されます。

ThinApp は、パッケージを実行するシステムの設定ではなく、キャプチャ システムの地域および言語設定
に従ってパッケージを実行します。必要な書式を持たないシステムで、日付書式のようにロケール書式を必
要とするアプリケーションをキャプチャする場合は、このパラメータをコメント アウトして、サポートされ
る書式を持つシステムでアプリケーションが実行できるように設定できます。

例

オペレーティング システムの地域言語が英語 (U.S.) の場合、キャプチャ プロセスで LocaleIdentifier パ
ラメータが 1033 に設定されます。

[BuildOptions] 
LocaleIdentifier=1033

LocaleName
LocaleName パラメータは、Microsoft Vista でアプリケーションをキャプチャしたときのロケール名を表示
します。

例

LocaleName は、日本語のロケール名を表示できます。

[BuildOptions] 
LocaleName=ja-JP
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個々のアプリケーションの構成
ThinApp パラメータを変更して、特定のアプリケーションを構成できます。

エントリ ポイントに特定のパラメータは、Package.ini ファイルの [<application>.exe] セクションの
下に置かれます。たとえば、Adobe Reader アプリケーション用の [Adobe Reader 8.exe] の下のエントリ
は、コマンドライン引数やアプリケーション ショートカットに影響します。

CommandLine
CommandLine パラメータは、ショートカット実行ファイルを起動するコマンドライン引数を指定します。
Source パラメータはショートカット実行ファイルのパスを指定しますが、CommandLine パラメータは起動
に必須のオプションまたはパラメータでファイルを指定します。

アプリケーションの [スタート ] メニュー ショートカットにコマンドライン オプションがある場合、キャプ
チャ プロセスは、これらのオプションに基づいて CommandLine パラメータの初期値を設定します。まれな
ケースとして、テクニカル サポートでのトラブルシューティングで、このパラメータを変更する必要のある
場合があります。

オプションとパラメータはベース アプリケーション名の後に続きます。アプリケーションに応じて、オプ
ションまたはパラメータの前に / または - を使用します。パス名の規則を決めるには、フォルダ マクロを使
用します。

例

エントリを持つ CommandLine パラメータは、[スタート ] メニュー ショートカット 
"C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe" -safe-mode に基づいて変更できます。

CommandLine="C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe" -safe-mode

コマンドライン引数には /<option> <parameter> というフォーマットを使用できます。

[<app>.exe]
Source=%ProgramFilesDir%\<base_app>\<app>.exe
Shortcut=<primary_data_container>.exe
CommandLine="%ProgramFilesDir%\<base_app>\<app>.exe" /<option> <parameter>

Disabled
Disabled パラメータは、アプリケーションのビルド ターゲットがプレースホルダであり、ThinApp が /bin
ディレクトリに実行ファイルを生成しないようにするかどうかを決定します。

ThinApp は、アプリケーション インストーラにデスクトップおよび [スタート ] メニューのショートカット
がある場合に、エントリ ポイントを有効にします。Setup Capture ウィザードで表示されるエントリ ポイン
トを選択しない場合、ThinApp ではビルド プロセス中にそのアプリケーションの実行ファイルを生成しな
いように Disabled パラメータの初期値が設定されます。

例

キャプチャ プロセス実行時に cmd.exe、regedit.exe、iexplore.exe のいずれのトラブルシューティング
エントリ ポイントも選択せず、環境をデバッグする必要が生じた場合は、Disabled パラメータを変更して
これらのエントリ ポイントを生成できます。

[app.exe]
Source=%ProgramFilesDir%\<my_app>\<app>.exe
Disabled=0

ReadOnlyData
ReadOnlyData パラメータは、アプリケーションのビルド時に作成された読み取り専用仮想レジストリ ファイ
ルの名前を指定し、アプリケーションのプライマリ データ コンテナを指定します。

このパラメータは変更しないでください。Package.ini ファイルには、プライマリ データ コンテナを検出
したい場合のためにこのパラメータが表示されています。
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プライマリ データ コンテナが 200 MB 未満の場合、コンテナはエントリ ポイント実行ファイルに格納され
ます。プライマリ データ コンテナが 200 MB を超える場合、コンテナは、アプリケーションのエントリ ポ
イントとしての役割を果たさない .dat ファイルとして格納されます。

例

ThinApp では、仮想レジストリ ファイルの名前として Package.ro.tvr を指定する ReadOnlyData パラ
メータの必須値が設定されます。

ReadOnlyData=bin\Package.ro.tvr

ReserveExtraAddressSpace
ReserveExtraAddressSpace パラメータは、キャプチャされた実行ファイル用に確保する追加のアドレス
スペースの容量を示します。

ThinApp は、Source パラメータにリストされた実行ファイルを使用して、アプリケーションに割り当てる
メモリ アドレス スペースの容量を決定します。cmd.exe エントリ ポイントのような、パッケージに含まれ
ていないソース実行ファイルを含むパッケージをビルドする場合や、新しいバージョンのアプリケーション

をサンドボックスに転送するアプリケーションの自動更新をアクティブにすると、ThinApp は必要に応じて
メモリを増やすよう調整しますが、追加のアドレス スペースを大量には確保しません。テクニカル サポート
に関係する場合で、ReserveExtraAddressSpace パラメータを使用してメモリ スペースを追加することが
まれにあります。

例

Windows ローダーに追加のアドレス スペースを確保するように指示できます。数値の後に K を追加すると
キロバイト、M を追加するとメガバイトであることを指示できます。

[<app>.exe] 
Source=%ProgramFilesDir%\<my_app>\<app>.exe 
ReserveExtraAddressSpace=512K 

Shortcut
Shortcut パラメータは、ショートカット実行ファイルが仮想ファイル システムと仮想レジストリを含むプ
ライマリ データ コンテナをポイントするように指定します。 プライマリ データ コンテナには 
ReadOnlyData エントリが含まれており、他のエントリ ポイントには Shortcut エントリが含まれているた
め、プライマリ データ コンテナを Package.ini ファイルの他のエントリ ポイントと区別できます。

アプリケーションを起動できるように、ショートカット実行ファイルは、プライマリ データ コンテナ ファ
イルが保存されているディレクトリに存在する必要があります。プライマリ データ コンテナの詳細について
は、「ReadOnlyData」 (86 ページ )を参照してください。

Shortcut パラメータの値は変更しないでください。ThinApp は、キャプチャ プロセスの実行中にプライマ
リ データ コンテナを検出します。

例

ThinApp では、ショートカット実行ファイル AcroRd32.exe がプライマリ データ コンテナ ファイル Adobe
Reader 8.exe をポイントするように指定できます。

[AcroRd32.exe]
Shortcut=Adobe Reader 8.exe
Source=%ProgramFilesDir%\Adobe\Reader 8.0\Reader\AcroRd32.exe

ThinApp では、ショートカット実行ファイル Microsoft Office Word 2007.exe がプライマリ データ コン
テナ ファイル Microsoft Office Enterprise 2007.dat をポイントするように指定できます。

[Microsoft Office Word 2007.exe]
Source=%ProgramFilesDir%\Microsoft Office\Office12\WINWORD.EXE
Shortcut=Microsoft Office Enterprise 2007.dat
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Shortcuts
Shortcuts パラメータは、thinreg.exe ユーティリティが仮想アプリケーションへのショートカットを作
成する場所のリストを示します。

キャプチャ プロセスは、アプリケーション インストーラが実装するショートカットに基づいて、Shortcuts
エントリを判断します。MSI ファイルは、Shortcuts パラメータを使用して、作成するショートカットを判
断します。

例

Shortcuts パラメータを変更して、[スタート ] メニューの Microsoft Office フォルダに Microsoft Word 2003
アプリケーションのショートカットを作成するように設定できます。複数のショートカットの場所を追加す

る場合は、セミコロンを使用して各エントリを区切ります。各エントリにはフォルダ マクロを含めることが
できます。

[Microsoft Office Word 2003.exe]
ReadOnlyData=bin\Package.ro.tvr
Source=%ProgramFilesDir%\Microsoft Office\OFFICE11\WINWORD.EXE
Shortcuts=%Programs%\Microsoft Office

Source
Source パラメータは、ショートカット実行ファイルを使用する場合に ThinApp がロードする実行ファイル
を指定します。 パラメータは、仮想ファイル システムまたは物理ファイル システムの実行ファイルへのパス
を提供します。

ThinApp では、実行ファイルごとにソースを指定します。アプリケーション スイートに、3 つのユーザー エン
トリ ポイントがある場合 (Winword.exe、Powerpnt.exe、Excel.exe など )、Package.ini ファイルには そ
の 3 つのアプリケーション エントリがリストされます。各エントリには一意のソース エントリがあります。

ThinApp が仮想ファイル システムでソース実行ファイルを見つけられない場合、ThinApp は物理ファイル
システムを検索します。 たとえば、仮想環境からネイティブの Internet Explorer を使用する場合、ThinApp
は、物理ファイル システムからソース実行ファイルをロードします。

Source パラメータとプロジェクトの /bin ディレクトリには関連がありません。/bin ディレクトリには、
生成された実行ファイルが格納されます。Source パスは、読み取り専用仮想ファイル システムに格納され
たインストール済み実行ファイルをポイントします。

Source パスを変更しないでください。キャプチャ プロセスは、キャプチャ マシンの物理ファイル システム
内の実行ファイルをアプリケーション インストーラが配置する場所に基づいてパスを判断します。ThinApp
は、物理ファイル システム パスに基づいて仮想ファイル システム パスを作成します。

例

Source パラメータは、C:\Program Files\<base_app>\<app>.exe のエントリ ポイントをポイントできます。

[<app>.exe] 
Source=%ProgramFilesDir%\<base_app>\<app>.exe

WorkingDirectory
WorkingDirectory パラメータは、アプリケーションがファイルを検索したり、ファイルを配置したりする
最初の場所を決定します。 

ThinApp は、このパラメータを Package.ini ファイルにデフォルトでは含めません。これは、作業ディレ
クトリは実行ファイルが存在するディレクトリと想定されているためです。ThinApp 環境の通常の場所は、
配布マシンのデスクトップです。

個々のアプリケーション用に作業ディレクトリを設定できます。作業ディレクトリは、分離モード設定に応
じて、仮想ファイル システム、サンドボックス、または物理システム内に指定できます。パス名の規則には
フォルダ マクロを使用できます。

WorkingDirectory パラメータが作業ディレクトリの初期値を設定しますが、他の場所に移動するとディレ
クトリは動的に変化します。
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例

USB ドライブ上にアプリケーションがある場合、WorkingDirectory の値を、デフォルトの USB の場所か
らデスクトップの [ マ イ ドキ ュ メ ン ト ] ディレクトリに変更できます。
[<app>.exe]
WorkingDirectory=%Personal%

[ マ イ ドキ ュ メ ン ト ] ディレクトリの場所は分離モード設定によって異なります。作業ディレクトリを物理
システムの [ マ イ ドキ ュ メ ン ト ] ディレクトリにマッピングするには、Merged 分離モード設定を使用しま
す。 作業ディレクトリをローカル マシンのサンドボックスにマッピングするには、WriteCopy または Full 分
離モード設定を使用します。

Application Link を使用した依存アプリケーションの構成
Application Link ユーティリティでは、共有コンポーネントまたは依存アプリケーションがそれぞれ別の
パッケージに保持されます。 Package.ini ファイルで、OptionalAppLinks および RequiredAppLinks エン
トリを使用することで、実行時にエンドユーザー コンピュータで ThinApp パッケージを動的に結合できま
す。このプロセスにより、個々のコンポーネントを別個にパッケージング、配布、および更新し、アプリケー

ション仮想化の利点を維持できます。

ThinApp では、一度に最大 250 個のパッケージをリンクできます。各パッケージのサイズは任意です。リン
クは、パッケージのプライマリ データ コンテナを指す必要があります。

リンク パッケージのサンドボックスの変更は、ベース パッケージには認識されません。たとえば、Acrobat
Reader をスタンドアロンの仮想パッケージとしてインストールし、ベースの Firefox アプリケーションに対
してはリンク パッケージとしてインストールすることができます。仮想パッケージを実行することにより
Acrobat Reader をスタンドアロン アプリケーションとして起動して設定を変更すると、ThinApp はその変
更を Acrobat Reader のサンドボックスに保存します。 Firefox を起動しても、Firefox はこれらの変更を検出
することはできません。Firefox には独自のサンドボックスがあるためです。Firefox で .pdf ファイルを開い
ても、スタンドアロンの Acrobat Reader アプリケーション内で行われた設定の変更は反映されません。

Application Link ユーティリティの詳細については、「Application Sync の更新」 (51 ページ )、
「OptionalAppLinks」 (91 ページ )および「RequiredAppLinks」 (90 ページ )を参照してください。

Application Link のパス名フォーマット
Application Link ユーティリティでは、以下のパス名フォーマットがサポートされます。

パス名にはベース実行ファイルへの相対パスを指定できます。たとえば、ベース実行ファイルを 
c:\MyDir\SubDir\ Dependency.exe に配布した場合、RequiredAppLinks=..\SomeDirectory は 
C:\MyDir\SomeDirectory になります。

パス名には絶対パス名を指定できます。たとえば、RequiredAppLinks=C:\SomeDirectory などです。

パス名にはネットワーク共有や UNC パスを使用できます。たとえば、
RequiredAppLinks=\\share\somedir\Dependency.exe などです。

パス名には環境パラメータを含めることができ、先行するパス名のいずれにでも動的に展開できます。

たとえば、RequiredAppLinks=%MyEnvironmentVariable%\Package.dat などです。

環境パラメータを使用する上でのリスクは、アプリケーションの起動前にユーザーが環境変数を変更し

て、管理者が設定したのとは別の Application Link の依存関係を作成してしまう可能性があることです。

パス名には ThinApp フォルダ マクロを含めることができます。たとえば、
RequiredAppLinks=%SystemSystem%\Package.dat などです。

パス名は、複数のリンクまたは依存関係を個々のファイル名をセミコロンで区切って指定できます。た

とえば、RequiredAppLinks=Dependency1.exe; Dependency2.exe; などです。

パス名のファイル名とパスの場所では、アスタリスクと疑問符のワイルドカード文字 (* および ?) を使
用できます。 たとえば、RequiredAppLinks=WildPath*\WildFilename*.dat です。 
ワイルドカード文字を含むパスがファイル システム内の複数のディレクトリに一致する場合、一致する
ディレクトリ名がすべて返されるので、それぞれについて追加のパスまたはファイル名の照会を行うこ
とができます。
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RequiredAppLinks
RequiredAppLinks パラメータは、実行時にベース パッケージにインポートする必須パッケージのリストを
指定します。 このパラメータはベース パッケージの Package.ini ファイル内に構成できます。

依存パッケージのインポート操作が失敗すると、エラー メッセージが表示され、ベース実行ファイルは終了
します。ロード エラーが発生した場合にも続行するには、代わりに OptionalAppLinks パラメータを使用
できます。ワイルドカード パターンを使用してパッケージを指定し、ワイルドカード パターンに一致する
ファイルがない場合は、ThinApp はエラー メッセージを生成しません。

パッケージのインポートには、以下の操作が含まれます。

インポートされたパッケージから VBScript を実行する

インポートされたパッケージから自動起動サービスを開始する

インポートされたパッケージからフォントを登録する

Windows XP から Windows Vista に SxS DLL ファイルを移動する

パッケージのプライマリ データ コンテナへのリンクを作成する必要があります。他のショートカット パッ
ケージにリンクすることはできません。

パス名は配布マシン上にあります。リンクが有効になるのはクライアント マシンでの実行時です。複数のリ
ンク パッケージはセミコロンで区切ります。パス名フォーマットの詳細については、「Application Link の
パス名フォーマット」 (89 ページ )を参照してください。

例

.NET フレームワークを dotnet.exe パッケージにパッケージングしていて、さらに .NET アプリケーション
がある場合、そのアプリケーションの起動前にアプリケーションを dotnet.exe ファイルにリンクする必要
があることを指定できます。

RequiredAppLinks=C:\abs\path\dotnet.exe

相対パスを指定できます。

RequiredAppLinks=<relative_path>\dotnet.exe

UNC パスを指定できます。

RequiredAppLinks=\\server\share\dotnet.exe

パス値に、ThinApp フォルダ マクロを使用できます。

RequiredAppLinks=%SystemSystem%\Package.dat

パス値に、環境パラメータを使用できます。環境パラメータを使用する上でのリスクは、アプリケーション

の起動前にユーザーが環境変数を変更して、管理者が設定したのとは別の Application Link の依存関係を作
成してしまう可能性があることです。

RequiredAppLinks=%MyEnvironmentVariable%\Package.dat

ベース実行ファイルと同じディレクトリにある 1 つのパッケージをインポートできます。

RequiredAppLinks=Plugin.exe

ベース実行ファイルのサブディレクトリにある 1 つのパッケージをインポートできます。

RequiredAppLinks=plugins\Plugin.exe

プラグイン ファイルのディレクトリにあるすべての実行ファイルをインポートできます。実行ファイルが有
効な ThinApp パッケージでないため、またはセキュリティの問題があるために ThinApp が実行ファイルを
インポートできない場合、ベース実行ファイルのロードは失敗します。

RequiredAppLinks=plugins\*.exe

絶対パス n:\plugins にあるすべての実行ファイルをインポートできます。

RequiredAppLinks=n:\plugins\*.exe
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PLUGINS 環境パラメータを展開して、その場所にあるすべての実行ファイルをインポートできます。

RequiredAppLinks=%PLUGINS%\*.exe

指定された 2 つのプラグイン ファイルと、プラグインの場所にある実行ファイルのリストをロードできます。

RequiredAppLinks=plugin1.exe;plugin2.exe;plugins\*.exe

OptionalAppLinks
OptionalAppLinks パラメータは、RequireAppLinks パラメータとほぼ同じですが、エラーを無視し、イ
ンポート操作が失敗した場合でもメイン アプリケーションを起動します。

パッケージのプライマリ データ コンテナへのリンクを作成する必要があります。他のショートカット パッ
ケージにリンクすることはできません。

パス名は配布マシン上にあります。リンクが有効になるのはクライアント マシンでの実行時です。絶対パス
(C:\abs\path\dotnet.exe など )、相対パス (relpath\dotnet.exe など )、および UNC パス 
(\\server\share\dotnet.exe など ) を指定できます。

RequiredAppLinks パラメータと OptionalAppLinks パラメータには同じ構文を使用します。
RequireAppLinks パラメータとその例については、「RequiredAppLinks」 (90 ページ )を参照してください。

Application Sync を使用したアプリケーション更新の構成
Application Sync ユーティリティにより、配布された仮想アプリケーションは最新の状態で保持されます。 ア
プリケーションが起動されると、Application Sync は Web サーバーに最新バージョンのパッケージが入手可
能かどうか問い合わせることができます。更新が入手可能な場合、ThinApp は既存のパッケージと新しい
パッケージの差分をダウンロードし、最新バージョンのパッケージを作成します。

Application Sync ユーティリティはバックグラウンドで更新をダウンロードします。ユーザーはそのまま旧
バージョンのアプリケーションを使用し続けることができます。ダウンロードが完了する前にユーザーがア

プリケーションを終了した場合、仮想アプリケーションが再度起動されたときにダウンロードが再開されま

す。ダウンロードが終了すると、ThinApp は次回アプリケーションが起動されたときに新バージョンをアク
ティブ化します。

すべての Application Sync パラメータをアクティブにするには、AppSyncURL パラメータのコメントを外す
必要があります。以下のエントリは、Application Sync パラメータのデフォルト設定です。

AppSyncURL=https://example.com/some/path/PackageName.exe
AppSyncUpdateFrequency=1d
AppSyncExpirePeriod=30d
AppSyncWarningPeriod=5d
AppSyncWarningFrequency=1d
AppSyncWarningMessage=This application will become unavailable for use in AppSyncWarningPeriod 
days if it cannot contact its update server. Check your network connection to ensure 
uninterrupted service. ( サー ビ スが中断しないよ う にネ ッ ト ワー ク接続を確認し て く だ さ い。 )
AppSyncExpireMessage=This application has been unable to contact its update server for 
AppSyncExpirePeriod days, so it is unavailable for use. Check your network connection and try 
again ( ネ ッ ト ワー ク接続を確認し て再試行し て く だ さ い )
AppSyncUpdatedMessage=
AppSyncClearSandboxOnUpdate=0

AppSyncClearSandboxOnUpdate
AppSyncClearSandboxOnUpdate パラメータは、更新後サンドボックスを空にするかどうかを決定します。

ThinApp では、サンドボックスのコンテンツを保持するように、AppSyncClearSandboxOnUpdate パラメー
タの初期値が設定されています。

例

AppSyncClearSandboxOnUpdate パラメータを変更して、アプリケーション更新の後でサンドボックスをク
リアするように設定できます。

AppSyncClearSandboxOnUpdate=1
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AppSyncExpireMessage
AppSyncExpireMessage パラメータは、有効期限が切れて、仮想アプリケーションの起動後に Web サーバー
への接続が失敗した場合に表示されるメッセージを設定します。 メッセージが表示されると、アプリケー
ションが終了します。

例

ThinApp では、AppSyncExpireMessage パラメータのデフォルト メッセージが提供されます。

AppSyncExpireMessage=This application has been unable to contact its update server for 
<AppSyncExpirePeriod_value> days, so it is unavailable for use. ( こ のア プ リ ケーシ ョ ンは 
<AppSyncExpirePeriod_value> 日間ア ッ プデー ト サーバーに ア ク セスでき ていないため、使用でき ません。) Check 
your network connection and try again ( ネ ッ ト ワー ク接続を確認し て再試行し て く だ さ い )

AppSyncExpirePeriod パラメータの値が時間数または分数の場合は、メッセージを変更し、日数ではなく
時間数または分数で示すようにします。

AppSyncExpirePeriod
AppSyncExpirePeriod パラメータは、パッケージの有効期限を分数 (m)、時間数 (h)、または日数 (d) で設定
します。 ThinApp が Web サーバーに接続して更新を確認できない場合、有効期限が終了してユーザーがパッ
ケージを終了するまで、パッケージは動作を継続します。有効期限が終了した後でも、ThinApp を起動しよ
うとするたびに ThinApp は Web サーバーに接続しようとします。

例

デフォルト値の never (設定しない ) を指定すると、パッケージの有効期限が切れるのを防止できます。

AppSyncExpirePeriod=never (設定しない )

AppSyncURL
AppSyncURL パラメータは、アプリケーションの更新バージョンを格納する Web サーバー URL またはファ
イルシェアの場所を設定します。 ThinApp は、この場所を確認して更新されたパッケージをダウンロードし
ます。

Application Sync は、HTTP (無保護 )、HTTPS (保護 )、および File プロトコルで動作します。HTTPS プロ
トコルでは、Web サーバーの ID 確認も行われます。基本認証の場合、AppSyncURL パラメータにユーザー
名とパスワードを含めることができます。ThinApp は、標準の Internet Explorer プロキシ設定に従います。

すべての Application Sync パラメータをアクティブにするには、AppSyncURL パラメータのコメントを外す
必要があります。

例

次のフォーマットに従って、HTTP または HTTPS の値を AppSyncURL パラメータに割り当てできます。

AppSyncURL=https://<site.com>/<path>/<package_name>.exe

ローカルおよびネットワーク ドライブ パスを指定できます。

file:///C:/<path>/<package_name>.exe

ネットワーク リソースの UNC パスとアクセス先を使用できます。

file://<server>/<share>/<path>/<package_name>.exe
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AppSyncUpdateFrequency
AppSyncUpdateFrequency パラメータは、ThinApp がアプリケーションの更新があるかどうかについて Web
サーバーを確認する頻度を指定します。 更新の頻度は、分数 (m)、時間数 (h)、または日数 (d) で設定できます。

ThinApp では、パッケージを 1 日 1 回 Web サーバーに接続して更新があるかどうかを確認するように 1d の
初期値が設定されています。他の実行中のアプリケーションが同じサンドボックスを共有しているときは、
ThinApp は更新を確認しません。

例

AppSyncUpdateFrequency パラメータを変更して値を 0 に設定すると、アプリケーションは起動されるたび
に更新があるかどうかを確認します。

AppSyncUpdateFrequency=0

AppSyncUpdatedMessage
AppSyncUpdatedMessage パラメータは、更新されたパッケージが最初に起動されたときに表示されるメッ
セージを設定します。 

例

AppSyncUpdatedMessage パラメータを使用して、アプリケーションが更新されたことを確認できます。

AppSyncUpdatedMessage=Your application has been updated. ( ア プ リ ケーシ ョ ンが更新されま し た。 )

AppSyncWarningFrequency
AppSyncWarningFrequency パ ラ メ ー タは、パッケージの有効期限が切れる前に警告を表示する頻度を指定
します。 分数 (m)、時間数 (h)、または日数 (d) で指定できます。

ThinApp では、警告メッセージを 1 日 1 回表示するように 1d の初期値が設定されています。

例

AppSyncWarningFrequency パラメータを変更して、アプリケーションが起動されるたびに警告が表示され
るように構成できます。

AppSyncWarningFrequency=0

AppSyncWarningMessage
AppSyncWarningMessage パラメータは、警告期間が開始したときに表示されるメッセージを設定します。
警告期間の開始後初めてアプリケーションを起動すると、警告メッセージが表示され、ThinApp はサーバー
にある更新にアクセスを試みます。ThinApp は、パッケージを更新できないと、アプリケーションを起動す
るたびにアクセスを試みます。警告メッセージは、それぞれの AppSyncWarningFrequency の期限が切れた
後にのみ表示されます。

例

ThinApp には、Application Sync ユーティリティから表示される警告のデフォルト メッセージが含まれています。
AppSyncWarningMessage=This application will become unavailable for use in %%remaining_days%% 
day(s) if it cannot contact its update server. Check your network connection to ensure 
uninterrupted service. ( こ のア プ リ ケーシ ョ ンは、 更新サーバーに接続できない と あ と  %%remaining_days%% 日
で使用できな く な り ます。 サー ビ スが中断しないよ う にネ ッ ト ワー ク接続を確認し て く だ さ い。 )

%%remaining_days%% パラメータは、パッケージの有効期限までの残り日数です。
AppSyncWarningPeriod パラメータの値が時間数または分数の場合は、メッセージを変更し、日数ではなく
時間数または分数を示すようにします。

AppSyncWarningPeriod
AppSyncWarningPeriod パラメータは、パッケージの有効期限が切れるまでの警告期間をいつ開始するかを
設定します。 分数 (m)、時間数 (h)、または日数 (d) で指定できます。警告期間が開始すると、ThinApp は、
アプリケーションが起動されるたびに Web サーバーを確認し、AppSyncUpdateFrequency パラメータの値
を 0 に設定します。

例

AppSyncWarningPeriod パラメータのデフォルトの期間は 5 日です。
AppSyncWarningPeriod=5d
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MSI ファイルの構成
ThinApp パラメータを変更して、配布に使用する MSI ファイルをデスクトップ管理システム経由で構成で
きるように設定できます。

MSI ファイルでの作業については、「MSI データベースのビルド」 (41 ページ )を参照してください。

MSI ファイルの圧縮に関する情報は、ファイル サイズを制御する他のパラメータとともに説明されていま
す。「MSICompressionType」 (82 ページ )を参照してください。

MSIArpProductIcon
MSIArpProductIcon パラメータは、Windows の [プログラムの追加と削除 ] ダイアログ ボックス内のアプ
リケーションを表すアイコンを指定します。  アイコンは、ICO、DLL、または実行ファイル内のいずれに
あっても構いません。

このパラメータは変更しないでください。MSI パッケージにアプリケーション アイコンがない場合、そのア
プリケーションには一般的なアイコンが表示されます。

例

MSIArpProductIcon パラメータで Microsoft Office 2007 のアイコンを指定できます。以下の例では、索引
番号を使用して DLL ファイル内の最初のアイコンを指定しています。

MSIArpProductIcon=%Program Files Common%\Microsoft Shared\OFFICE12\
Office Setup Controller\OSETUP.DLL,1

この MSIArpProductIcon=<path_to_icon_file>[,<icon_index_number>] フォーマット内の 
<icon_index_number> エントリは、DLL ファイルまたは実行ファイル内で複数のアイコンが利用可能な場
合のみに適用されます。

MSIDefaultInstallAllUsers
MSIDefaultInstallAllUsers パラメータは、MSI データベースのインストール モードを設定します。 .msi
ファイルは、コンピュータ上のすべてのユーザー、および個別ユーザー用にインストールできます。

ユーザーまたはマシンごとの MSI インストールの強制実行の詳細については、「各ユーザーまたは各マシン
に対して MSI 配布を強制実行する」 (42 ページ )を参照してください。

このパラメータは、MSIFilename パラメータによって Windows インストーラ データベースの生成が要求さ
れた場合にのみ機能します。

例

ThinApp では、コンピュータにログインするすべてのユーザー用に、ショートカットおよびファイル タイ
プの関連付けを設定して MSL データベースをインストールするように MSIDefaultInstallAllUsers パラ
メータの初期値が設定されています。データベースをインストールするユーザーには、管理者権限が必要で
す。この手法を使用して、すべてのユーザー用にアプリケーションをデスクトップから利用できるようにイン
ストールできます。

[BuildOptions]
MSIFilename=<my_msi>.msi
MSIDefaultInstallAllUsers=1

個別ユーザーが、自分専用にショートカットとファイル タイプの関連付けを設定して MSI データベースを
インストールできます。個別ユーザー インストールの場合は、管理者権限は不要です。各ユーザーがアプリ
ケーションを個別に配布する場合は、この手法を使用します。

[BuildOptions]
MSIFilename=<my_msi>.msi
MSIDefaultInstallAllUsers=0

管理者は、マシンのすべてのユーザー用に MSI データベースをインストールでき、管理者権限のない個別
ユーザーは、自分用に MSI データベースをインストールできます。

[BuildOptions]
MSIFilename=<my_msi>.msi
MSIDefaultInstallAllUsers=2
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MSIFilename
MSIFilename パラメータは、MSI データベースの生成を開始し、ファイル名を指定します。 その他の MSI パ
ラメータは、MSIFilename パラメータのコメントを外した場合のみに機能します。

このパラメータは、Windows インストーラを出力ディレクトリ内に指定のファイル名で作成します。デス
クトップ管理システム経由で遠隔地にパッケージを配布する場合は、MSI ファイルを作成できます。
thinreg.exe ユーティリティを手動で使用する必要がある実行ファイルと異なり、MSI ファイルでは各ユー
ザー用にショートカットとファイル タイプの関連付けの作成が自動で行われます。

ThinApp では、キャプチャ プロセスの実行中に MSI の生成を指定しない限り、MSIFilename パラメータは
コメント アウトされます。

例

インベントリ名が MSIFilename パラメータのデフォルト名です。

[BuildOptions]
;MSIFilename=<inventory_name>.msi

ビルド プロセスで MSI ファイルを生成し、ファイル名を独自のファイル名で置き換えることができます。

[BuildOptions]
MSIFilename=<my_msi>.msi

MSIInstallDirectory
MSIInstallDirectory パラメータは、MSI インストール ディレクトリの相対パスを指定します。 パスは、
各マシンのインストールでは %ProgramFilesDir% への相対パスになり、各ユーザーのインストールでは
%AppData% への相対パスになります。

すべてのユーザー用に MSI データベースをインストールする場合、ThinApp は各マシンへのインストール
時にアプリケーションを C:\%ProgramFilesDir%\<InventoryName> (VMware ThinApp) ディレクトリに
置きます。

個別のユーザー用に MSI データベースをインストールする場合、ThinApp はアプリケーションを
C:\%AppData%\<InventoryName> (VMware ThinApp) ディレクトリに置きます。

このパラメータは、MSIFilename パラメータによって Windows インストーラ データベースの生成が要求さ
れた場合にのみ機能します。

例

MSIInstallDirectory パラメータでインベントリ名に基づく場所を使用したくない場合は、.msi ファイル
を C:\Program Files\<my_application> ディレクトリにインストールできます。

[BuildOptions]
MSIFilename=<my_msi>.msi
MSIInstallDirectory=<my_application>

MSIManufacturer
MSIManufacturer パラメータは、MSI データベースの製造元またはパッケージ化企業を指定し、その値を
Windows の [プログラムの追加と削除 ] ダイアログ ボックス内に表示します。

ThinApp では、使用している Windows コピーの登録先である会社名が MSIManufacturer パラメータの初
期値として設定されます。

このパラメータは、MSIFilename パラメータによって Windows インストーラ データベースの生成が要求さ
れた場合にのみ機能します。
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例

MSIManufacturer パラメータを変更して、特定の部門名を表示するように設定できます。たとえば、ユー
ザーが Windows の [プログラムの追加と削除 ] ダイアログ ボックスに表示された部門名を見て、その部門
のヘルプ デスクに連絡することができます。

[BuildOptions]
MSIFilename=<my_msi>.msi
MSIManufacturer=<department_or_company_name>

MSIProductCode
MSIProductCode パラメータは、MSI データベースの製品コードを指定します。 Windows インストーラは製
品コードを使用して MSI パッケージを識別します。

キャプチャ プロセスで、アプリケーションから取得したのではない一意の製品コードがランダムに生成され
ます。値は有効なグローバル一意識別子 (GUID: Globally Unique Identifier) である必要があります。

このパラメータは、MSIFilename パラメータによって Windows インストーラ データベースの生成が要求さ
れた場合にのみ機能します。

MSIProductCode パラメータは変更しないでください。

例

キャプチャ プロセスで、製品コードが 590810CE-65E6-3E0B-08EF-9CCF8AE20D0E の MSI ファイルが作成さ
れます。

[BuildOptions]
MSIFilename=<my_msi>.msi
MSIProductCode={590810CE-65E6-3E0B-08EF-9CCF8AE20D0E}

MSIProductVersion
MSIProductVersion パラメータは、バージョン管理の目的で MSI データベースの製品バージョン番号を指
定します。 このバージョン番号は、アプリケーションのバージョンまたは ThinApp のバージョンとは関係あ
りません。

ThinApp は 1.0 の初期バージョンを割り当てます。この製品バージョンは、データベースのプロパティに表
示されます。

すでにパッケージがインストールされているマシンにパッケージを配布すると、Windows インストーラが
バージョン番号を確認して、更新されたバージョンの上に古いバージョンがインストールされないようにし

ます。この場合、新しいバージョンをアンインストールする必要があります。

MSIProductVersion パラメータは、MSIFilename パラメータによって Windows インストーラ データベー
スの生成が要求された場合にのみ機能します。

例

MSIProductVersion パラメータの値を変更して、MSI パッケージを変更できます。値 2.0 を指定すると、
ThinApp はパッケージのバージョン 1.0 をアンインストールして、パッケージのバージョン 2.0 をインストー
ルします。

[BuildOptions]
MSIFilename=<my_msi>.msi
MSIProductVersion=2.0

MSIProductVersion 値のフォーマットは、X.Y.Z です。値 X および Y の範囲は 0 ～ 255、値 Z の範囲は 0 ～
65536 です。
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MSIRequireElevatedPrivileges
MSIRequireElevatedPrivileges パラメータは、Windows Vista に適用され、MSI データベースの昇格権
限要件を指定します。

Windows Vista にログインするほとんどのユーザーは、権限が制限されています。すべてのユーザー用に、
ショートカットおよびファイル タイプの関連付けを設定して MSI パッケージをインストールするには、イン
ストールを行うユーザーに昇格権限が必要です。

ThinApp では、MSI データベースで昇格権限を要求するように MSIRequireElevatedPrivileges パラメー
タの初期値が設定されています。システムが UAC プロンプトを表示するように設定されている場合、アプ
リケーションをインストールするときに UAC プロンプトが表示されます。

このパラメータは、MSIFilename パラメータによって Windows インストーラ データベースの生成が要求さ
れた場合にのみ機能します。

例

MSIRequireElevatedPrivileges パラメータを変更して、UAC プロンプトが表示されず、すべてのマシン
へのインストールが拒否されるように設定できます。

[BuildOptions]
MSIFilename=<my_msi>.msi
MSIRequireElevatedPrivileges=0

MSIUpgradeCode
MSIProductCode パラメータは、更新を行うための MSI データベースの製品コードを指定します。 たとえば
バージョン 1.0 パッケージとバージョン 2.0 パッケージのように、2 つのパッケージのアップグレード コード
が同じ場合、MSI インストーラはこのリンクを検出して、旧パッケージをアンインストールし、最新パッ
ケージをインストールします。

キャプチャ プロセスによって、インベントリ名に基づいてランダムなアップグレード コードが生成されま
す。複数の MSI データベース バージョンのアップグレード コードが同一のコードになるようにするには、
MSI ラッパーのバージョン間でインベントリ名が同じになるようにします。インベントリ名の詳細について
は、「InventoryName」 (98 ページ )を参照してください。

このパラメータは、MSIFilename パラメータによって Windows インストーラ データベースの生成が要求さ
れた場合にのみ機能します。

UpgradeCode の値を変更する場合は、事前に新しい値が有効な GUID であることを必ず確認してください。

例

キャプチャ プロセスで、アップグレード コードが D89F1994-A24B-3E11-0C94-7FD1E13AB93F の MSI ファ
イルが作成されます。

[BuildOptions]
MSIFilename=mymsi.msi
MSIUpgradeCode={D89F1994-A24B-3E11-0C94-7FD1E13AB93F}

MSIStreaming
MSIStreaming パラメータは、アプリケーションのパフォーマンスに影響を与える可能性のある .cab ファ
イルを使用するかどうかを決定します。

ThinApp では、パッケージ ファイルを .cab ファイルに圧縮して、簡単にファイルを移動できるように初期
値が設定されています。その .cab ファイルは、MSI ファイルに含まれます。 

例

.cab ファイルの使用によってアプリケーションのインストール プロセスが遅くなる場合は、
MSIStreaming パラメータを変更して、そのファイルを使用しないように設定できます。 MSI ファイルと
個々の実行ファイルを /bin ディレクトリに配布して、アプリケーションをインストールできます。

[BuildOptions]
MSIStreaming=1
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サンドボックス ストレージとインベントリ名の構成
ThinApp パラメータを変更して、キャプチャされたアプリケーションが行うすべての変更が格納されるサン
ドボックスを構成します。 ThinApp インベントリ名は、サンドボックス名を変更する必要があるかどうかに
影響します。

サンドボックスの配置と構造の詳細については、第 6 章「ThinApp のサンドボックスの場所を決める」(101
ページ )を参照してください。

InventoryName
InventoryName パラメータは、インベントリ追跡ユーティリティがパッケージ識別に使用する文字列です。
このパラメータは、アプリケーション キャプチャ プロセス時のプロジェクト フォルダとサンドボックスの
デフォルト名を決定します。

アプリケーションのキャプチャ プロセスでは、以下の場所のいずれかに作成された新しい文字列に基づい
て、InventoryName パラメータのデフォルト値が設定されます。

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall

HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall

thinreg.exe ユーティリティと ThinApp MSI ファイルは、インベントリ名を参照して、コントロール パネ
ルの [プログラムの追加と削除 ] に表示する製品名を特定します。たとえば、インベントリ名が SuperApp の
場合、MSI ファイルをインストールするか、thinreg.exe ユーティリティを使用してパッケージを登録する
と、[ プログラムの追加と削除 ] の一覧には、インストールされたアプリケーションが SuperApp (VMware
ThinApp) という文字列で表示されます。ThinApp は、VMware ThinApp をインベントリ名に付加して、イン
ベントリ スキャン時に仮想化されたアプリケーションを区別します。

[プログラムの追加と削除 ] の一覧に最新バージョンのみが表示されるように、同じアプリケーションのさま
ざまなバージョンに同じインベントリ名を使用できます。[ プログラムの追加と削除 ] の一覧でアプリケー
ションは互いに上書きされ、登録したパッケージがすべてアンインストールされてしまうことがなくなりま
す。複数のバージョンをアンインストールするには、バージョンごとに異なるインベントリ名を使用します。
たとえば、単に Microsoft Office とするのではなく、インベントリ名として Microsoft Office 2003 と Microsoft
Office 2007 を使用します。同じ環境で仮想アプリケーションの異なるバージョンを保持するときは、新バー
ジョンのユーザー設定が異なるサンドボックスに分離されるように、SandboxName パラメータを変更するこ
ともできます。

他のアプリケーションが含まれるパッケージがある場合は、パッケージの実際のコンテンツを反映するよう
にインベントリ名を手動で更新することもできます。たとえば、SuperApp アプリケーションをキャプチャ
し、そのパッケージに Java Runtime が含まれる場合、InventoryName の値は、SuperApp ではなく、Java
Runtime Environment 1.5 と表示されることがあります。[ プログラムの追加と削除 ] の一覧には、パッ
ケージ内にインストールされた最初のアプリケーションが表示されます。

例

InventoryName パラメータを「Microsoft Office 2003」に設定できます。

[BuildOptions] 
InventoryName=Microsoft Office 2003

RemoveSandboxOnExit
RemoveSandboxOnExit パラメータは、最後の子プロセスが終了したときにサンドボックスを削除し、アプ
リケーションをリセットします。

ThinApp は、アプリケーションによるレジストリとファイル システムの各場所への変更すべてを、分離モー
ド WriteCopy または Full を使用してサンドボックスに保存します。ThinApp では、アプリケーションが複
数回実行される間、サンドボックス ディレクトリに同一の設定が維持されるように、RemoveSandboxOnExit
パラメータの初期値が設定されています。

アプリケーションが子プロセスを作成すると、ThinApp は、すべての子プロセスが終了するまでサンドボッ
クスを削除しません。アプリケーションが子プロセスを残しておくように設計されていると、クリーンアッ
プ操作を実行できません。たとえば、Microsoft Office 2003 は ctfmon.exe プロセスを残して終了します。ス
クリプトを使用して、ctfmon.exe プロセスと子プロセスを終了して、強制的にクリーンアップ操作を実行
することができます。

RemoveSandboxOnExit スクリプトの API 関数を使用して終了時にサンドボックスを削除するかどうかは、
実行時に決定できます。
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例

RemoveSandboxOnExit パラメータを変更して、アプリケーションの終了時にサンドボックスを削除するよう
に設定できます。複数のユーザーが同じユーザー名を使用してアプリケーションを共有する場合は、サンド

ボックスを削除することで前のユーザーによるレジストリおよびファイル システムの変更を消去できます。

[BuildOptions]
RemoveSandboxOnExit=1 

SandboxName
SandboxName パラメータは、サンドボックスを保存するディレクトリの名前を設定します。

ThinApp では、サンドボックス名としてインベントリ名を使用するように初期値が設定されています。

アプリケーションをアップグレードするとき、ユーザーが前の個人設定を保持するのか、新しい設定が必要な

のかを判別するのにサンドボックス名が役立ちます。 新しい配布でサンドボックス名が変更されると、別の設
定でサンドボックスを作成する必要が生じる場合と、同じサンドボックスが保持される場合があります。 

例

アプリケーションを更新して、そのアプリケーションで新しいユーザー設定を使用するには、最新バージョン

を反映させるように SandboxName パラメータを変更します。

[BuildOptions] 
SandboxName=My Application 2.0 

SandboxNetworkDrives
SandboxNetworkDrives パラメータは、分離モードの設定に関係なく、ThinApp が書込み操作をネットワー
ク ドライブまたはサンドボックスへ転送するかどうかを決定します。

このパラメータを使用して書き込み操作をネットワーク ドライブに転送すると、そのドライブの分離モード
を Merged モードに設定した場合と同じ処理が行われます。

例

スペースを節約したい場合や、共同作業などでファイルを共有したい場合は、SandboxNetworkDrives パラ
メータをデフォルト設定のままにして、変更をサンドボックスに保存せずに書き込み操作をネットワーク ド
ライブに転送させます。

[BuildOptions]
SandboxNetworkDrives=0

変更をサンドボックスに保存し、ユーザーがネットワーク ドライブに変更を書き込めないようにすることが
できます。

[BuildOptions]
SandboxNetworkDrives=1 

SandboxPath
SandboxPath パラメータは、サンドボックスへのパスを決定します。

サンドボックスへのパスは、相対パスと絶対パスのどちらも指定できます。また、フォルダ マクロまたは環
境変数を含むことができ、ネットワーク ドライブ上にあっても構いません。ThinApp による初期のサンド
ボックスの場所の設定方法や、サンドボックスの検索方法の詳細については、「サンドボックスの検索順序」

(101 ページ ) を参照してください。

SandboxPath パラメータを設定して、ローカル、USB ドライブ、またはネットワークの必要性に対応した
り、初期のサンドボックスの場所にスペース制限を設定したり、トラブルシューティングの目的でサンドボッ

クスをデスクトップに移動させたりすることができます。

サンドボックスの名前は SandboxName パラメータによって決定されるため、サンドボックス パスにはサン
ドボックス名を含めません。
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例

SandboxPath パラメータを変更して、実行ファイルと同じディレクトリにサンドボックスを作成するように
設定できます。SandboxName パラメータの値が Mozilla Firefox 3.0 である場合、Firefox が実行される
ディレクトリに Mozilla Firefox 3.0 サンドボックスが作成できます。

[BuildOptions] 
SandboxPath=. 

実行ファイルの場所に従属するサブディレクトリにサンドボックスを作成できます。

[BuildOptions] 
SandboxPath=LocalSandbox\Subdir1 

ユーザーの %AppData% フォルダの Thinstall ディレクトリの下にサンドボックスを作成できます。

[BuildOptions] 
SandboxPath=%AppData%\Thinstall

マッピングしたドライブにサンドボックスを格納して、サンドボックスをバックアップするか、または任意

のマシンにログインするユーザー用にアプリケーションの設定を保持しておくことができます。

SandboxName パラメータの値が Mozilla Firefox 3.0 である場合、Z:\Sandbox\Mozilla Firefox 3.0
にサンドボックスが作成されます。

[BuildOptions]
SandboxPath=Z:\Sandbox

SandboxRemovableDisk
SandboxRemovableDisk パラメータは、アプリケーションがリムーバブル ディスクの変更をディスクまた
はサンドボックスに書き込めるかどうかを決定します。 リムーバブル ディスクには、USB フラッシュ デバイ
スやリムーバブル ハード ドライブなどがあります。

ThinApp では、リムーバブル ディスク ファイルの変更をディスクに書き込むようにアプリケーションに指
示するように初期値が設定されています。

例

スペースを節約するために、SandboxRemovableDisk パラメータを変更して、リムーバブル ディスクの変
更をサンドボックスに転送するように設定できます。リムーバブル ディスクの分離モードに応じて、リムー
バブル ディスクに格納されたファイルの変更内容をサンドボックスまたはリムーバブル ディスクに置くこ
とができます。

[BuildOptions]
SandboxRemovableDisk=1 
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サンドボックスは、キャプチャされたアプリケーションのすべての変更が格納されるディレクトリです。ア

プリケーションの次回起動時に、サンドボックスからこれらの変更が組み込まれます。サンドボックス ディ
レクトリを削除すると、アプリケーションはキャプチャされた時点の状態に復元されます。

ここでは、次のトピックについて説明します。

「サンドボックスの検索順序」 (101 ページ )

「サンドボックスの場所の制御」 (103 ページ )

「サンドボックスの構造」 (104 ページ )

サンドボックスの検索順序
キャプチャされたアプリケーションの起動時に、特定の場所と順序で既存のサンドボックスが検索されます。

最初に検出されたサンドボックスが使用されます。ThinApp で既存のサンドボックスが検出できない場合、
ThinApp では特定の環境変数とパラメータ設定に従ってサンドボックスが作成されます。 サンドボックス
の配置を変更する前に検索順序とサンドボックス作成ロジックを確認します。

この検索順序では、例として Mozilla Firefox 3.0 と以下の変数を使用します。

<sandbox_name> は Mozilla Firefox 3.0

Package.ini ファイルの SandboxName パラメータによって名前が決まります。
「SandboxName」 (99 ページ )を参照してください。

<sandbox_path> は Z:\sandboxes

Package.ini ファイルの SandboxPath パラメータによってパスが決まります。
「SandboxPath」 (99 ページ )を参照してください。

<exe_directory> は C:\Program Files\Firefox

この場所からアプリケーションが実行されます。

<computer_name> は JOHNDOE-COMPUTER

%AppData% は C:\Documents and Settings\JohnDoe\Application Data

ThinApp によって、オペレーティング システムの Application Data フォルダの場所が要求されます。
この場所は、オペレーティング システムや構成によって異なります。

ThinApp のサンドボックスの場所を決
める 6
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サンドボックスの検索は、以下の環境変数をこの順序で検出していくことから始まります。

%<sandbox_name>_SANDBOX_DIR%

この環境変数によって、コンピュータ上の特定のアプリケーションに対応するサンドボックスの場所が

変わります。たとえば、Mozilla Firefox 3.0_SANDBOX_DIR 環境変数が存在する場合、その値によっ
て親ディレクトリのサンドボックスの場所が決まります。アプリケーションを実行する前の値が

z:\FirefoxSandbox である場合、z:\FirefoxSandbox.JOHNDOE-COMPUTER がすでに存在していれば、
このディレクトリにサンドボックスが格納されます。このディレクトリが存在しない場合、

z:\FirefoxSandbox にサンドボックスが作成されます。

%THINSTALL_SANDBOX_DIR%

この環境変数によって、コンピュータ上のすべてのサンドボックスの場所が変わります。たとえば、

THINSTALL_SANDBOX_DIR 環境変数が存在する場合、その値によって親ディレクトリのサンドボックス
の場所が決まります。アプリケーションを実行する前の値が z:\MySandboxes である場合、
z:\MySandboxes にサンドボックスが作成されます。

%<sandbox_name>_SANDBOX_DIR% または %THINSTALL_SANDBOX_DIR% 環境変数が検出されない場合、以下
のファイル システム ディレクトリがチェックされ、最初に検出されるディレクトリにサンドボックスが作成
されます。

<exe_directory>\<sandbox_name>.<computer_name>

例：C:\Program Files\Firefox\Mozilla Firefox 3.0.JOHNDOE-COMPUTER

<exe_directory>\<sandbox_name>

例：C:\Program Files\Firefox\Mozilla Firefox 3.0

<exe_directory>\Thinstall\<sandbox_name>.<computer_name>

例：C:\Program Files\Firefox\Thinstall\Mozilla Firefox 3.0.JOHNDOE-COMPUTER

<exe_directory>\Thinstall\<sandbox_name>

例：C:\Program Files\Firefox\Thinstall\Mozilla Firefox 3.0

<sandbox_path>\<sandbox_name>.<computer_name>

例：Z:\sandboxes\Mozilla Firefox 3.0.JOHNDOE-COMPUTER

<sandbox_path>\<sandbox_name>

例：Z:\sandboxes\Mozilla Firefox 3.0

%AppData%\Thinstall\<sandbox_name>.<computer_name>

例：C:\Documents and Settings\JohnDoe\Application Data\Thinstall\Mozilla Firefox 
3.0.JOHNDOE-COMPUTER

%AppData%\Thinstall\<sandbox_name>

例：C:\Documents and Settings\JohnDoe\Application Data\Thinstall\Mozilla Firefox 3.0

%<sandbox_name>_SANDBOX_DIR% または %THINSTALL_SANDBOX_DIR% 環境変数が検出されず、指定した
ファイル システム ディレクトリが検出されない場合、以下のガイドラインと順序でサンドボックスが作成さ
れます。

SANDBOXPATH Package.ini パラメータが設定されている場合、その値によってサンドボックスの場所
が決まります。

サンドボックスの検索で何も検索できない場合、デフォルトのユーザー ディレクトリ 
%AppData%\Thinstall にサンドボックスが作成されます。

注   一度に共有サンドボックスを使用できるコンピュータは 1 つのみです。サンドボックスがすでに 1 つの
コンピュータで使用されている場合、新しいサンドボックスが作成され、前のサンドボックスのコピーが閉

じるまでこの新しいサンドボックスで作業を続行できます。
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章 6 ThinApp のサンドボックスの場所を決める

サンドボックスの場所の制御
Setup Capture プロセスで SandboxName パラメータが Package.ini ファイルに追加されます。Firefox を
キャプチャする場合、このパラメータの値が Mozilla Firefox 3.0 だとすると、アプリケーションのサン
ドボックスは、デフォルトで %AppData%\Thinstall\Mozilla Firefox 3.0 に配置されます。通常、
%AppData% の場所は C:\Documents and Settings\<user_name>\Application Data になります。
%AppData% は、共有ネットワーク ドライブにマッピングされることが一般的です。

ネットワーク上にサンドボックスを格納する
SandboxPath パラメータを使用して、マッピングしたドライブにサンドボックスを格納できます。サンド
ボックスの場所をネットワーク上にするとバックアップに便利です。また、任意のマシンにログインしてア
プリケーションの設定を保持しておく必要があるユーザーにとっても有用です。 SandboxPath パラメータの
詳細については、「SandboxPath」 (99 ページ )を参照してください。

マッピングしたドライブへのサンドボックスの格納

1 Package.ini ファイルを開きます。

2 SandboxName パラメータの下にある SandboxPath パラメータをネットワーク上の場所に設定します。

SandboxName=Mozilla Firefox 3.0
SandboxPath=Z:\Sandbox

たとえば、SandboxName パラメータの値が Mozilla Firefox 3.0 である場合、キャプチャされた
Firefox アプリケーションによって Z:\Sandbox\Mozilla Firefox 3.0 にサンドボックスが作成され
ます。

ポータブル デバイスにサンドボックスを格納する
SandboxPath パラメータを使用して、サンドボックスを格納するポータブル デバイスの場所を設定できま
す。任意のポータブル デバイス (USB ドライブなど ) を使用できます。このデバイスは、My Computer ( マ
イ  コ ン ピ ュ ー タ ) システム フォルダにディスク ドライブとして表示されます。サンドボックスの場所をポー
タブル デバイスにすると、アプリケーションが存在するデバイス上にサンドボックス データを保持しておく
場合に便利です。

SandboxPath パラメータの詳細については、「SandboxPath」 (99 ページ )を参照してください。

実行ファイルが存在する USB ドライブと同じディレクトリへのサンドボックスの格納

1 Package.ini ファイルを開きます。

2 SandboxName パラメータの下にある SandboxPath パラメータを次の値に設定します。

SandboxName=Mozilla Firefox 3.0
SandboxPath=.

たとえば、SandboxName パラメータの値が Mozilla Firefox 3.0 である場合、キャプチャされた
Firefox アプリケーションによって、Firefox が実行されるディレクトリに Mozilla Firefox 3.0 サン
ドボックスが作成されます。

実行ファイルと同じレベルの USB ドライブの Thinstall ディレクトリへのサンドボックスの格納

実行ファイルと同じレベルの USB ドライブの Thinstall ディレクトリへのサンドボックスの格納

1 %THINSTALL_SANDBOX_DIR% または %<sandbox_name>_SANDBOX_DIR% 環境変数が設定されている場
合、これらの変数の設定を解除します。

2 ポータブル デバイス上で、キャプチャされたアプリケーションと同じディレクトリ内に Thinstall ディ
レクトリを作成します。

パッケージングされたアプリケーションがこのポータブル デバイスから次回起動すると、アプリケー
ションによって Thinstall ディレクトリにサンドボックスが作成されます。

3 アプリケーションとサンドボックスが元々別の場所 (コンピュータなど ) から実行されている場合、ポー
タブル デバイスに同じサンドボックスが必要であれば、デバイス上の実行ファイルが存在するディレク
トリに %AppData% の Thinstall ディレクトリをコピーします。

元の場所にあるサンドボックスは使用されなくなります。



ThinApp ユーザー ガイド

104 VMware, Inc.

サンドボックスの構造
サンドボックスは、プロジェクトをビルドするときの構造とほぼ同じファイル構造で格納されます。固定の

パスではなく、%AppData% などシェル フォルダの場所のマクロ名が使用されます。この構造により、新しい
場所でアプリケーションを実行する場合でもサンドボックスを別のコンピュータに動的に移行できます。

サンドボックスには、以下のレジストリ ファイルが含まれています。

Registry.rw.tvr - アプリケーションで行われたすべてのレジストリの変更を格納します。

Registry.rw.lck - ネットワーク共有にあるレジストリが他のコンピュータで同時に使用されないよう
にします。

Registry.tvr.backup - 元の .tvr ファイルが破損した際に ThinApp で利用する .tvr ファイルのバッ
クアップを格納します。

これらのレジストリ ファイル以外にも、サンドボックスには %AppData%、%ProgramFilesDir%、および
%SystemRoot% などのディレクトリがあります。 これらの各フォルダには、キャプチャされたアプリケー
ションの個々のフォルダに対する変更が格納されています。

サンドボックスの変更

ファイル システム情報は仮想レジストリに格納されます。仮想レジストリにより、仮想環境でのファイル シ
ステムのアクセスが最適化されます。たとえば、アプリケーションがファイルを開こうとするときに、

ThinAppは実ファイル システムを調べて実際のシステムの場所をチェックし、その後でさらにサンドボッ
クスの場所をチェックする必要はありません。仮想レジストリを調べるだけで、ファイルが存在するかどう

かを確認できます。この機能により、ThinApp の実行時のパフォーマンスが向上します。

直接サンドボックスのファイルを変更または追加することはできません。サンドボックスのディレクトリに

ファイルをコピーしても、アプリケーションでは認識されません。ファイルがすでにサンドボックスに存在

している場合、そのファイルの上書きや更新ができます。VMware では、変更をすべてアプリケーションか
ら実行することをお勧めします。

vregtool を使用した仮想レジストリのコンテンツの表示
サンドボックスにはレジストリの変更が格納されているので、仮想レジストリの変更を表示するには、

vregtool ユーティリティが必要になる場合があります。C:\Program Files\VMware\VMware ThinApp に
ある vregtool ユーティリティへのアクセス権限が必要です。

vregtool registry.rw.tvr printkeys は、仮想レジストリ ファイルのコンテンツを一覧表示するサンプ
ル コマンドです。
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7

snapshot.exe ユーティリティは、コンピュータのファイル システムおよびレジストリのスナップショット
を作成したり、以前にキャプチャされた 2 つのスナップショットから ThinApp プロジェクトを作成したり
します。snapshot.exe ユーティリティは、Setup Capture ウィザードによって起動されるため、直接起動
する必要はありません。ThinApp の機能を他のプラットフォームに組み込む上級ユーザーやシステム イン
テグレータ以外は、このユーティリティを直接使用することはありません。

コンピュータのファイル システムおよびレジストリのスナップショットを作成する場合、次のデータがス
キャンされ、そのコピーが保存されます。

すべてのローカル ドライブのファイル情報

この情報には、ディレクトリ、ファイル名、ファイル属性、ファイル サイズおよびファイル変更日など
が含まれます。

HKEY_LOCAL_MACHINE および HKEY_USERS レジストリ ツリー

HKEY_CLASSES_ROOT および HKEY_CURRENT_USER レジストリ エントリは HKEY_LOCAL_MACHINE およ
び HKEY_USERS エントリのサブセットであるため、これらのエントリはスキャンされません。

snapshot.ini 構成ファイルは、アプリケーションのキャプチャ時に ThinApp プロジェクトから除外する
ディレクトリとサブキーを指定します。このファイルは、特定のアプリケーションごとにカスタマイズでき
ます。

ここでは、次のトピックについて説明します。

「snapshot.exe ユーティリティの使用方法」 (105 ページ )

「snapshot.exe のサンプル コマンド」 (107 ページ )

「Setup Capture ウィザードを使用せずにプロジェクトを作成する」 (107 ページ )

「snapshot.ini ファイルのカスタマイズ」 (108 ページ )

snapshot.exe ユーティリティの使用方法
snapshot.exe ユーティリティを使用して、マシン状態のスナップショット ファイルを作成したり、
Package.ini ファイルのテンプレート ファイルを作成したり、ThinApp プロジェクトを作成したり、スナッ
プショット ファイルのコンテンツを表示したりできます。

コマンドラインで ThinApp プロジェクトを作成する完全な手順については、「Setup Capture ウィザードを
使用せずにプロジェクトを作成する」 (107 ページ )を参照してください。

マシン状態のスナップショットの作成

snapshot.exe ユーティリティは、マシン状態のスナップショット ファイルを作成します。ThinApp はマシ
ン状態をキャプチャし、プロジェクトの作成用に 1 つのファイルに保存します。snapshot.exe ユーティリ
ティでは、パス、ファイル名、サイズ、属性、およびタイムスタンプなどのファイル システム メタデータと
レジストリ データのコピーが保存されます。

使用法

snapshot.exe SnapshotFileName.snapshot [-Config ConfigFile.ini][BaseDir1][BaseDir2][BaseReg1]

コマンド ラインからの ThinApp スナッ
プショットとプロジェクトの作成 7
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例

Snapshot My.snapshot
Snapshot My.snapshot -Config MyExclusions.ini
Snapshot My.snapshot C:\MyAppDirectory HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\MyApp

オプション

オプションを使用して、スナップショットのディレクトリまたはサブキーを指定します。

2 つのスナップショット ファイルからの Package.ini テンプレート ファイルの作成
snapshot.exe ユーティリティは、Package.ini テンプレート ファイルを生成します。このユーティリティ
によって、作成され、ショートカット リンクまたは [スタート ] メニューから参照される全アプリケーション
の 2 つのスナップショット ファイルがスキャンされます。Package.ini テンプレート ファイルは、ThinApp
プロジェクトの Package.ini ファイルのベースとなります。

使用法

snapshot.exe Snap1.snapshot -SuggestProject Snap2.snapshot OutputTemplate.ini

例

Snapshot Start.snapshot -SuggestProject End.snapshot Template.ini

すべてのパラメータが必要です。

Package.ini テンプレート ファイルからの ThinApp プロジェクトの作成
snapshot.exe ユーティリティは、Package.ini テンプレート ファイルから ThinApp プロジェクト ファイ
ルを作成します。

使用法

snapshot.exe Template.ini -GenerateProject OutDir [-Config ConfigFile.ini]

例

Snapshot Template.ini -GenerateProject C:\MyProject
Snapshot Template.ini -GenerateProject C:\MyProject -Config MyExclusions.ini

-Config ConfigFile.ini はオプションです。構成ファイルは、プロジェクトから除外するディレクトリま
たはレジストリ サブキーを指定します。構成ファイルを指定しない場合、snapshot.ini ファイルが使用さ
れます。

オプション 説明

-Config ConfigFile.ini スナップショットの作成時に除外するディレクトリまたはレジストリ サブキー
を指定します。構成ファイルを指定しない場合、ThinApp インストール ディレ
クトリの snapshot.ini ファイルが使用されます。

BaseDir1 スキャンに含めるベース ディレクトリを 1 つ以上指定します。ベース ディレクト
リを指定しない場合、snapshot.exe ユーティリティによって C:\ およびすべて
のサブディレクトリがスキャンされます。

スキャンするマシンで Windows またはプログラム ファイルが別のディスクにイン
ストールされている場合、これらのドライブをスキャンに含めます。

アプリケーションのインストールで作成または変更されるファイルの場所が決
まっている場合、これらのディレクトリを指定してマシンのスキャンにかかる合
計時間を削減できます。

BaseReg1 スキャンに含めるベース レジストリ サブキーを 1 つ以上指定します。レジストリ
サブキーを指定しない場合、snapshot.exe ユーティリティによって
HKEY_LOCAL_MACHINE および HKEY_USERS キーがスキャンされます。
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章 7 コマンド ラインからの ThinApp スナップショットとプロジェクトの作成

スナップショット ファイルのコンテンツの表示
snapshot.exe ユーティリティは、スナップショット ファイルのコンテンツのリストを表示します。

使用法

snapshot.exe SnapshotFileName.snapshot -Print

例

Snapshot Start.snapshot -Print

すべてのパラメータが必要です。

snapshot.exe のサンプル コマンド
表 7-1 に、snapshot.exe ユーティリティのサンプル コマンドを示します。パラメータの大文字と小文字は
区別されません。コマンド列のコマンドは、スペースの制約上折り返されています。

Setup Capture ウィザードを使用せずにプロジェクトを作成する
Setup Capture ウィザードでは、バックグラウンドで snapshot.exe ユーティリティが実行されますが、こ
のウィザードを使用しなくてもコマンドラインから snapshot.exe ユーティリティを実行できます。コマン
ドライン ユーティリティは、大量のアプリケーションをパッケージングする場合や、ThinApp プロジェク
トを自動的に作成する場合に便利です。通常、snapshot.exe ユーティリティは、
C:\Program Files\VMware\VMware ThinApp\snapshot.exe にあります。

スナップショット プロセスでは、システム上のすべてのレジストリ エントリとファイル システム メタデー
タのコピーが作成されます。ファイル システム メタデータには、パス、ファイル名、属性、サイズおよびタ
イムスタンプ情報などが含まれますが、実際のファイル データは含まれていません。

snapshot.exe コマンドライン ユーティリティを使用したプロジェクトの作成

1 現在のマシン構成の初期スナップショットをディスクに保存します。

snapshot.exe C:\Start.snapshot

2 アプリケーションをインストールして必要なシステム変更を手動で行います。

表 7-1  snapshot.exe のサンプル コマンド

コマンド 説明

snapshot C:\Capture.snapshot ローカル ドライブとレジストリの完全なスナップ
ショットを C:\Capture.snapshot ファイルにキャプ
チャします。

snapshot C:\Capture.snapshot C:\ E:\ C:\ ドライブと E:\ ドライブの完全なスナップショッ
トをキャプチャします。レジストリ情報はキャプチャさ
れません。

snapshot C:\Capture.snapshot C:\data.snapshot 
C:\ HKEY_LOCAL_MACHINE

C:\ ドライブとすべての HKEY_CLASSES_ROOT レジスト
リ サブツリーの完全なスナップショットをキャプチャ
します。

snapshot C:\Original.snapshot -Diff 
C:\NewEnvironment.snapshot C:\MyProject

2 つのスナップショットを比較して ThinApp プロジェ
クト ディレクトリを生成します。

snapshot Original.snapshot -DiffPrint 
NewEnvironment.snapshot

キャプチャした 2 つのスナップショットの差分を表示
します。

snapshot C:\data.snapshot C:\ HKEY_LOCAL_MACHINE コンピュータのファイル システムおよびレジストリの
状態を保存します。

snapshot C:\start.snapshot -diffprint 
C:\end.snapshot

記録された 2 つの状態を比較します。

snapshot C:\start.snapshot -print 保存された状態のコンテンツを印刷します。

snapshot C:\start.snapshot -SuggestProject 
C:\end.snapshot C:\project.ini

保存された 2 つの状態を比較して ThinApp プロジェク
トを生成します。
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3 新しいマシン構成のスナップショットをディスクに保存します。

snapshot.exe C:\End.snapshot

4 Package.ini テンプレート ファイルを生成します。

snapshot.exe C:\Start.snapshot -SuggestProject C:\End.snapshot C:\Template.ini

このテンプレート ファイルを使用して、最終的な Package.ini ファイルが生成されます。テンプレー
ト ファイルには、検出されたすべての実行ファイルのエントリ ポイントと Package.ini パラメータの
リストが格納されています。Setup Capture ウィザードに代わるスクリプトを作成する場合、
Package.ini テンプレート ファイルを使用して保持するエントリ ポイントを選択するか、
InventoryName などの Package.ini パラメータをカスタマイズします。

5 ThinApp プロジェクトを生成します。

snapshot.exe C:\Template.ini -GenerateProject C:\MyProjectDirectory

6 (オプション ) 一時ファイル C:\Start.snapshot、C:\End.snapshot、および C:\Template.ini を削
除します。

7 (オプション ) 構成の異なる複数のプロジェクトを生成するには、元の Start.snapshot ファイルを再
利用して、ステップ 2 からの手順を繰り返します。

snapshot.ini ファイルのカスタマイズ
snapshot.ini 構成ファイルは、アプリケーションのキャプチャ時に ThinApp プロジェクトから除外するレ
ジストリ キーを指定します。

たとえば、Internet Explorer 7 を使用している場合、ThinApp で次のレジストリ キーをキャプチャする必要
があることもあります。

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Desktop\Components

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet 
Settings\Connections

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Hardware 
Profiles\0001\Software\Microsoft\windows\CurrentVersion\Internet Settings

snapshot.ini ファイルで
HKEY_CURRENT_USER \Software \Microsoft \Windows \CurrentVersion \Internet
Settings\Connections キーがデフォルトで除外されている場合、ThinApp のキャプチャ プロセスでこの
キーがキャプチャされるように snapshot.ini ファイルからこのキーを削除できます。

snapshot.ini ファイルをカスタマイズしない場合、スナップショット プロセスで次のいずれかの場所から
ファイルがロードされます。

Application Data\Thinapp\snapshot.ini

この場所は、ユーザーの AppData ディレクトリです。

C:\Program Files\VMware\VMWare Thinapp\snapshot.ini

これは、ThinApp によって snapshot.exe ユーティリティが実行される場所です。
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ThinApp では、キャプチャのセットアップ プロセス実行時にスナップショットの差分が仮想ファイル シス
テムと仮想レジストリに保存されます。仮想ファイル システムは、フォルダ マクロを使用して Windows の
shell フォルダの場所を示します。

仮想ファイル システムに関する情報では、次のトピックについて説明します。

「仮想ファイル システムのフォーマット」 (109 ページ )

「ThinApp フォルダ マクロ」 (109 ページ )

仮想ファイル システムのフォーマット
ThinApp で生成される仮想ファイル システムのフォーマットは、次のとおりです。

ビルド

Setup Capture プロセスでは、物理ファイル システムにあるファイルから、このフォーマットが直接生
成されます。ThinApp は、フォルダ マクロを使用して Windows の shell フォルダの場所を示します。

組み込み

build.bat ファイルによってビルド プロセスが開始され、実行ファイルに読み取り専用ファイル シス
テムが組み込まれます。実行ファイルは、クライアント コンピュータにブロックベースのストリーミン

グを提供します。ThinApp では、ファイル システムは圧縮されます。

サンドボックス

キャプチャされたアプリケーションを実行することで、読み取り / 書き込みディレクトリ構造が生成さ
れ、そこに変更対象のファイル データが保持されます。次の操作を含むファイル変更を行うと、組み込
み仮想ファイルをサンドボックスに展開するように指示するプロンプトが ThinApp に表示されます。

ファイルのタイムスタンプまたは属性の変更

ファイルを書き込み権限で開く

ファイルの切り取り

ファイルの名前変更または移動

組み込みファイル システムおよびサンドボックス ファイル システムでは、フォルダ マクロを使用して実行
時にファイル パスが動的に展開できるようになります。

ThinApp フォルダ マクロ
ThinApp は、マクロを使用してファイル システム パスの場所を示します。この場所は、仮想化アプリケー
ションが別の Windows オペレーティング システムまたはコンピュータ上で実行される場合には変更される
可能性があります。マクロを使用すると、共有アプリケーションのプロファイル情報を別のオペレーティン

グ システムに即座に移行できます。

ThinApp ファイル システムのフォー
マットとマクロ 8
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たとえば、Windows ディレクトリが C:\WINNT であるシステムでアプリケーションをキャプチャし、
Windows ディレクトリが C:\Windows であるシステムにそのアプリケーションを配布できます。ThinApp
では、システムのキャプチャ プロセス中に C:\WINNT が透過的に %SystemRoot% に変換され、システムの実
行時に %SystemRoot% が C:\Windows に展開されます。

Windows 2000 で実行中のアプリケーションが DLL を C:\winnt\system32 に登録する場合、ユーザーはア
プリケーションを終了して Windows XP マシンにログインします。Windows XP マシンでは、DLL ファイ
ルは C:\windows\system32 に置かれ、関連するすべてのレジストリ キーは C:\windows\system32 をポイ
ントします。

Windows Vista の場合、ThinApp は Windows XP スタイルのファイル パスを使用する代わりに、Windows
Vista に合わせて Windows SxS DLL とポリシー情報を移動します。この機能を使用すると、大部分のアプリ
ケーションを最新または以前のオペレーティング システムに移行できます。

ThinApp では、Windows 2000 で実行されるアプリケーションで SxS がサポートされています。これは、基
盤のオペレーティング システムではサポートされていません。このように SxS がサポートされているため、
Windows XP でキャプチャされた大部分のアプリケーションは、変更することなく Windows 2000 で実行で
きます。

フォルダ マクロのリスト
ThinApp は、shfolder.dll ファイルを使用して shell フォルダの場所を取得します。以前のバージョンの
shfolder.dll ファイルでは、一部のマクロ名はサポートされていません。

マクロ %ProgramFilesDir%、%Common AppData%、%Local AppData%、%My Pictures%、および %Profile%
では、shfolder.dll のバージョン 5.0 以降が必要です。

マクロ %My Videos%、%Personal%、および %Profiles% では、shfolder.dll のバージョン 6.0 以降が必
要です。

表 8-1 に、使用可能なフォルダ マクロの一覧を示します。

表 8-1  フォルダ マクロ

マクロ名 通常の場所

%AdminTools% C:\Documents and Settings\<user_name>\Start 
Menu\Programs\Administrative Tools

%AppData% C:\Documents and Settings\<user_name>\Application Data

%CDBurn Area% C:\Documents and Settings\<user_name>\Local Settings\Application 
Data\Microsoft\CD Burning

%Common AdminTools% C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Administrative 
Tools

%Common AppData% C:\Documents and Settings\All Users\Application Data

%Common Desktop% C:\Documents and Settings\All Users\Desktop

%Common Documents% C:\Documents and Settings\All Users\Documents

%Common Favorites% C:\Documents and Settings\All Users\Favorites

%Common Programs% C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs

%Common StartMenu% C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu

%Common Startup% C:\Documents and Settings\All Users\Start Menu\Programs\Startup

%Common Templates% C:\Documents and Settings\All Users\Templates

%Cookies% C:\Documents and Settings\<user_name>\Cookies

%Desktop% C:\Documents and Settings\<user_name>\Desktop

%Drive_c% C:\

%Drive_m% M:\ 

%Favorites% C:\Documents and Settings\<user_name>\Favorites

%Fonts% C:\Windows\Fonts

%History% C:\Documents and Settings\<user_name>\Local Settings\History
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ターミナル サービス 環境での %SystemRoot% の処理
ターミナル サービス環境の場合は、C:\Windows などの共有 Windows ディレクトリ、および C:\Documents
and Settings\User\Windows などの専用 Windows ディレクトリが存在します。この場合、ThinApp では
%SystemRoot% に対してユーザー固有のディレクトリが使用されます。

%Internet Cache% C:\Documents and Settings\<user_name>\Local Settings\Temporary Internet 
Files

%Local AppData% C:\Documents and Settings\<user_name>\Local Settings\Application Data

%My Pictures% C:\Documents and Settings\<user_name>\My Documents\My Pictures

%My Videos% C:\Documents and Settings\<user_name>\My Documents\My Videos

%NetHood% C:\Documents and Settings\<user_name>\NetHood

%Personal% C:\Documents and Settings\<user_name>\My Documents

%PrintHood% C:\Documents and Settings\<user_name>\PrintHood

%Profile% C:\Documents and Settings\<user_name>

%Profiles% C:\Documents and Settings

%Program Files Common% C:\Program Files\Common Files

%ProgramFilesDir% C:\Program Files

%Programs% C:\Documents and Settings\<user_name>\Start Menu\Programs

%Recent% C:\Documents and Settings\<user_name>\My Recent Documents

%Resources% C:\Windows\Resources

%Resources Localized% C:\Windows\Resources\<language_ID>

%SendTo% C:\Documents and Settings\<user_name>\SendTo

%Startup% C:\Documents and Settings\<user_name>\Start Menu\Programs\Startup

%SystemRoot% C:\Windows

%SystemSystem% C:\Windows\System32

%TEMP% C:\Documents and Settings\<user_name>\Local Settings\Temp

%Templates% C:\Documents and Settings\<user_name>\Templates

表 8-1  フォルダ マクロ (続き )

マクロ名 通常の場所
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スクリプトは、仮想アプリケーションの動作を動的に変更します。ThinApp でパッケージングされたアプリ
ケーションを起動する前に、またはアプリケーションを終了した後で、カスタム コードを作成できます。スク
リプトを使用して、ユーザーを認証し、物理環境から仮想環境に構成ファイルをロードすることができます。

コールバック関数は、特定のイベントの実行中にコードを実行します。アプリケーションが子プロセスを作
成する場合は、コールバック関数を使用して、メインの親プロセスのみでコードを実行してください。

API 関数は ThinApp 関数を実行し、ThinApp ランタイムと対話します。API 関数はユーザーを認証し、権
限のないユーザーによるアプリケーションの起動を回避します。

スクリプトをアプリケーションに追加する場合は、.vbs ファイル拡張子を持つ ANSI テキスト ファイルを
アプリケーション プロジェクトのルート ディレクトリに作成する必要があります。プロジェクトのルート
ディレクトリは、Package.ini ファイルを含むディレクトリと同じものです。ビルド プロセスの実行中、
ThinApp はスクリプト ファイルを実行ファイルに追加し、実行時に各スクリプト ファイルを実行します。

ThinApp は VBScript を使用してスクリプト ファイルを実行します。VBScript については、Microsoft
VBScript のマニュアルを参照してください。VBScript を使用して、ホスト システムに登録されている COM
コントロールまたは仮想パッケージ内の COM コントロールにアクセスできます。

ここでは、次のトピックについて説明します。

「コールバック関数」 (113 ページ )

「ThinApp 環境でのスクリプトの実装」 (114 ページ )

「API 関数」 (117 ページ )

コールバック関数
コールバック関数は特定の条件下で実行されます。たとえば、コールバック関数は、アプリケーションの起
動時または終了時にのみスクリプト コードを実行します。

コールバック関数の名前。には以下のものがあります。

OnFirstSandboxOwner — アプリケーションがサンドボックスを最初にロックするときにのみ呼び出さ
れます。アプリケーションの最初のコピーが動作しているときに同じアプリケーションの 2 番目のコ
ピーが同じサンドボックスを使用する場合、このコールバックは呼び出されません。最初のアプリケー

ションがサブプロセスを生成して終了する場合、2 番目のサブプロセスはサンドボックスをロックし、す
べてのサブプロセスが終了してアプリケーションが再度実行されるまでこのコールバックを実行できな

いようにします。

OnFirstParentStart — ThinApp 実行ファイルの実行前に呼び出されます。この場合、サンドボックスが
別のキャプチャされた実行ファイルによって同時に所有されているかどうかということは関係しません。

OnFirstParentExit — 最初の親プロセスの終了時に呼び出されます。親プロセスが子プロセスを実行
して終了する場合、このコールバックは、子プロセスが引き続き動作していても呼び出されます。

OnLastProcessExit — サンドボックスを所有している最後のプロセスの終了時に呼び出されます。親
プロセスが子プロセスを実行して終了する場合、このコールバックは、最後の子プロセスの終了時に呼

び出されます。

ThinApp スクリプトの作成 9
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次のコールバックの例は、OnFirstSandboxOwner 関数と OnFirstParentExit 関数を示しています。

------------------------example.vbs ---------------------------------
Function OnFirstSandboxOwner
msgbox "The sandbox owner is: " + GetCurrentProcessName
End Function 

Function OnFirstParentExit
msgbox "Quiting application: " + GetCurrentProcessName
End Function 

msgbox "This code will execute for all parent and child processes" 
---------------------------------------------------------------------

ThinApp 環境でのスクリプトの実装
スクリプトは次の場合に実装することがあります。

特定の日付にアプリケーションをタイムアウトする場合

仮想環境内のネットワーク共有から .bat ファイルを実行する場合

仮想レジストリを変更する場合

実行時に .reg ファイルをインポートする場合

メイン アプリケーションの終了時に仮想サービスを停止する場合

起動時に外部のシステム構成ファイルを仮想環境にコピーする場合

スクリプトの実装

1 スクリプトの内容を .vbs 拡張子の書式なしテキスト ファイルに含めて、Package.ini ファイルと同じ
ディレクトリに保存します。

任意のファイル名を使用できます。ThinApp はビルド時にすべての .vbs ファイルをパッケージに追加
します。

2 アプリケーションを再ビルドします。

.bat の例
以下のスクリプトは、ネットワーク共有からの外部 .bat ファイルを仮想環境内で実行します。.bat ファイ
ルは、ファイルのコピー、ファイルの削除、または regedit /s regfile.reg を使用したレジストリ変更
の適用を行うことにより、仮想環境に変更を加えます。このスクリプトは、最初の親プロセスのみに対して

実行してください。このスクリプトを他のプロセスに対して実行すると、cmd.exe ユーティリティの各コピー
がスクリプトを実行するため、無限再帰が発生します。

Function OnFirstParentStart
Set Shell = CreateObject("Wscript.Shell")
Shell.Run "\\jcdesk2\test\test.bat"
End Function 

タイムアウトの例

次のスクリプトは、指定された日付以降にアプリケーションを使用できないようにします。VBS の日付には、
ロケールに関係なく #mm/dd/yyyy# の形式が使用されます。

このチェックは、親プロセスと任意の子プロセスの起動時に行われます。

if Date >= #03/20/2007# then
msgbox "This application has expired, please contact Administrator"
ExitProcess 0
end if 
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仮想レジストリを変更する

以下のスクリプト プロシージャは、実行時に仮想レジストリを変更し、パッケージの実行ファイルと同じ
ディレクトリから外部の ODBC ドライバをロードします。

レジストリの変更

1 パッケージの実行ファイルへのパスを取得します。

Origin = GetEnvironmentVariable("TS_ORIGIN")

2 パス内の最後のスラッシュを特定し、スラッシュの前にある文字を取得します。

LastSlash = InStrRev(Origin, "\")
SourcePath = Left(Origin, LastSlash)

3 パッケージの外部にある ODBC DLL ファイルへの新しいパスを形成します。

DriverPath=SourcePath + "tsodbc32.dll"

4 この場所をポイントするように仮想レジストリを変更します。

Set WSHShell = CreateObject("Wscript.Shell") 
WSHShell.RegWrite "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\ODBC\ODBCINST.INI\Transoft ODBC 
Driver\Driver," DriverPath

この変更により、アプリケーションが外部の場所から DLL をロードするようになります。

.reg の例
次のスクリプトは、実行時に外部の .reg ファイルから仮想レジストリにレジストリ値をインポートします。

Function OnFirstParentStart
ExecuteVirtualProcess "regedit /s C:\tmp\somereg.reg"
End Function

サービスの停止の例

次のスクリプトは、メイン アプリケーションの終了時に仮想サービスまたはネイティブ サービスを停止します。

Function OnFirstParentExit
Set WshShell = CreateObject("WScript.Shell")
WshShell.Run "net stop ""iPod Service"""
End Function 

ファイルのコピーの例

以下のスクリプト セクションは、アプリケーションが起動するたびに、キャプチャされた実行ファイルと同
じディレクトリにある構成ファイルを仮想ファイル システムにコピーする方法を示しています。このスクリ
プトは、配布後に容易に編集できる外部の構成ファイルに役立ちます。コピー操作はアプリケーションを実

行するたびに行われるため、外部バージョンへの変更は仮想バージョンに反映されます。

たとえば、キャプチャされた実行ファイルが \\server\share\myapp.exe から実行されている場合、この
スクリプトは \\server\share\config.ini にある構成ファイルを検索し、C:\Program Files\my
application\config.ini にある仮想ファイル システムの場所にコピーします。

このコードを OnFirstParentStart 関数の中に配置すると、コードはスクリプトが実行されるたびに 1 回だ
け呼び出されます。このように配置しない場合、コードはすべての子プロセスに対して実行されます。

Function OnFirstParentStart
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ThinApp は、キャプチャされた実行ファイル パッケージへのフルパスを示す TS_ORIGIN を設定します。仮
想アプリケーションは、TS_ORIGIN 変数をプライマリ データ コンテナの物理パスに設定します。main.exe
および shortcut.exe ファイルから構成される仮想アプリケーションの場合、ファイルは両方とも
C:\VirtApp に置かれます。main.exe ファイルを実行すると、TS_ORIGIN var は C:\VirtApp\main.exe
に設定されます。shortcut.exe ファイルを実行すると、TS_ORIGIN 環境変数は C:\VirtApp\main.exe に
設定されます。環境変数は必ずプライマリ データ コンテナに設定されます。このことは、ショートカットを
作成する場合にも当てはまります。パッケージに含まれている VBScript を実行する場合、変数はすでに設定
されており、スクリプトで使用できるようになっています。

Origin = GetEnvironmentVariable("TS_ORIGIN")

ファイル名を TS_ORIGIN から分離するには、最後のバックスラッシュを特定し、その後ろにある文字をすべ
て削除します。

LastSlash = InStrRev(Origin, "\")
SourcePath = Left(Origin, LastSlash) 

仮想環境にコピーするソース ファイルは、パッケージのパスに config.ini を足したものになります。

SourceFile = SourcePath + "Config.ini"

別のコンピュータ上で Program Files ディレクトリが C:\ 以外の場所にマッピングされている場合、コピー
先の場所は別の場所になることがあります。次の呼び出しを使用すると、ThinApp がマクロを展開し、ロー
カル コンピュータの適切な場所を取得します。

DestFile = ExpandPath("%ProgramFilesDir%\MyApplication\Config.ini") 

ファイルの systemObject パラメータを使用して、ソース ファイルが存在することを確認します。

Set objFSO = CreateObject("Scripting.filesystemObject")
If objFSO.FileExists(SourceFile) Then

ソース ファイルが存在する場合は、そのファイルを仮想ファイル システムにコピーします。
%ProgramFilesDir%\MyApplication 仮想ディレクトリはパッケージ内に存在します。

objFSO.CopyFile SourceFile, DestFile, TRUE
End if
End Function 

システム レジストリに値を追加する
このスクリプト プロシージャは、物理システム レジストリに値を追加します。

システム レジストリへの値の追加

1 .reg ファイルを作成し、仮想レジストリの代わりにシステム レジストリにアクセスする外部プロセス
として regedit /s コマンドを実行します。

Function OnFirstParentStart

2 .reg ファイルを、IsolationMode パラメータが Merged に設定されている場所に作成します。その結
果、仮想環境でこのスクリプトを使用してファイルにアクセスし、物理環境で regedit /s コマンドを
使用してファイルにアクセスできるようになります。

RegFileName = ExpandPath("%Personal%\thin.reg")
Set fso = CreateObject("Scripting.filesystemObject")
Set RegFile = fso.CreateTextFile(RegFileName, true)

%Personal% ディレクトリは、デフォルトで Merged 分離モードが設定されているディレクトリです。

3 .reg ファイルを作成します。

RegFile.WriteLine("Windows Registry Editor Version 5.00") 
RegFile.WriteBlankLines(1) 
RegFile.WriteLine("[HKEY_CURRENT_USER\Software\Thinapp\demo]") RegFile.WriteLine(chr(34) and 
"InventoryName" and chr(34) and "=" and chr(34) and GetBuildOption("InventoryName") and 
chr(34))
RegFile.Close
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4 システム レジストリに情報を追加します。

RegEditPid = ExecuteExternalProcess("regedit /s " & chr(34) & RegFileName & chr(34)) 
WaitForProcess RegEditPid, 0

プロセスが完了するまで待機します。

5 環境をクリーンアップします。

fso.DeleteFile(RegFileName)
End Function

API 関数
API 関数を使用すると、仮想 DLL としての DLL のロード、マクロ形式からシステム形式へのパスの変換、
および仮想環境内でのコマンドの実行など、各種の操作を実行するように ThinApp に指示できます。

AddForcedVirtualLoadPath
AddForcedVirtualLoadPath(Path) 関数は、DLL がパッケージ内に配置されていない場合でも、指定され
たパスからすべての DLL を仮想 DLL としてロードするように ThinApp に指示します。

この関数は、パッケージ内に配置されている DLL に依存する外部 DLL をアプリケーションでロードする必
要がある場合に使用します。

Package.ini ファイルの　ForcedVirtualLoadPaths パラメータを使用すれば、この API 関数と同じ結果
を得ることができます。「ForcedVirtualLoadPaths」 (73 ページ )を参照してください。

パラメータ

Path

[in] 仮想としてロードする DLL のファイル名またはパス。

例

実行ファイルと同じディレクトリに配置されている任意の DLL を仮想 DLL としてロードできます。

Origin = GetEnvironmentVariable("TS_ORIGIN")

TS_ORIGIN は、実行ファイルの実行元のパスです。

ファイル名を TS_ORIGIN から削除するには、最後のバックスラッシュを特定し、その後ろにある文字をす
べて削除します。

LastSlash = InStrRev(Origin, "\") 
SourcePath = Left(Origin, LastSlash) 

ソース実行ファイルが存在するディレクトリと同一のディレクトリ、またはその下位のディレクトリにある

すべての DLL をロードするように ThinApp に指示できます。

AddForcedVirtualLoadPath(SourcePath)

このプロセスを使用すると、SourcePath ツリーに追加のファイルをドロップし、そのファイルにより仮想
DLL に対するインポート操作を解決することができます。

ExitProcess
ExitProcessExitCode 関数は、現在のプロセスを終了し、指定されたエラー コードを設定します。

パラメータ

ExitCode

[in] 設定するエラー コード。この情報は、親プロセスで使用できる場合があります。値 0 はエラーがないこ
とを示します。
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例

プロセスを終了し、成功したことを示すことができます。

ExitProcess 0

プロセスが終了する場合、スクリプティング システムはその OnLastProcessExist 関数のコールバックを
受け取ります。ロードされた DLL は、終了コードを実行し、環境をクリーンアップします。

ExpandPath
ExpandPath(InputPath) 関数は、パスをマクロ形式からシステム形式に変換します。

パラメータ

InputPath

[in] マクロ形式のパス。

戻り値

システム形式の展開済みマクロ パス。

例

Path = ExpandPath("%ProgramFilesDir%\Myapp.exe") 

Path = C:\Program Files\myapp.exe 

すべてのマクロ パスは、% 文字と # 文字を #25 と #23 に置き換えてエスケープする必要があります。

Path = ExpandPath("%ProgramFilesDir%\FilenameWithPercent#25.exe")

これは C:\Program Files\FileNameWithPercent%.exe に展開します。

ExecuteExternalProcess
ExecuteExternalProcess(CommandLine) 関数は、仮想環境の外部でコマンドを実行します。この関数を
使用して、物理システムに変更を加えることができます。

パラメータ

CommandLine

[in] 仮想環境の外部で実行するアプリケーションおよびコマンドライン パラメータの表示。

戻り値

整数のプロセス ID。プロセス ID は WaitForProcess 関数で使用できます。「WaitForProcess」 (123 ページ )
を参照してください。

例

ExecuteExternalProcess("C:\WINDOWS\system32\cmd.exe /c copy C:\systemfile.txt 
C:\newsystemfile.txt") 

コマンドラインで引用符を必要とするコマンドを実行できます。

ExecuteExternalProcess("regsvr32 /s " & chr(34) & "C:\Program Files\my.ocx" & chr(34)) 
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ExecuteVirtualProcess
ExecuteVirtualProcess(CommandLine) 関数は、仮想環境の内部でコマンドを実行します。この関数を使
用して、仮想環境に変更を加えることができます。

パラメータ

CommandLine

[in] 仮想環境の外部で実行するアプリケーションおよびコマンドライン パラメータの表示。

戻り値

整数のプロセス ID。プロセス ID は WaitForProcess 関数で使用できます。「WaitForProcess」 (123 ページ )
を参照してください。

例

ExecuteVirtualProcess("C:\WINDOWS\system32\cmd.exe /c copy C:\systemfile.txt C:\virtualfile.txt") 

コマンドラインで引用符を必要とするコマンドを実行できます。

ExecuteVirtualProcess("regsvr32 /s " & chr(34) & "C:\Program Files\my.ocx" & chr(34)) 

GetBuildOption
GetBuildOption(OptionName) 関数は、アプリケーションのキャプチャに使用される Package.ini ファイ
ルの [BuildOptions] セクションで指定された設定の値を返します。

パラメータ

OptionName

[in] 設定の名前。

戻り値

この関数は文字列値を返します。要求されたオプション名が存在しない場合、関数は空の文字列 ("") を返し
ます。

例

Package.ini には以下の行が含まれています。
[BuildOptions]
CapturedUsingVersion=4.0.1-2866

以下の行が VBS ファイルに表示されます。

Value = GetBuildOption("CapturedUsingVersion")

GetFileVersionValue
GetFileVersionValue(Filename, Value) 関数は、特定の DLL、OCX、または実行ファイルなどのファ
イルからバージョン情報の値を返します。この関数を使用すると、DLL の内部バージョン番号を特定したり、
著作権者や製品名に関する DLL 情報を取得したりできます。

パラメータ

Filename

[in] バージョン情報を取得するファイルの名前。

値 

[in] 指定されたファイルのバージョン情報セクションから取得する値の名前。
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ほとんどの DLL から以下の値を取得できます。

Comments

InternalName

ProductName

CompanyName

LegalCopyright

ProductVersion

FileDescription

LegalTrademarks

PrivateBuild

FileVersion

OriginalFilename

SpecialBuild 

戻り値

この関数は文字列値を返します。要求されたファイル名が存在しない場合や、関数がファイル内の指定され

た値を特定できない場合、関数は空の文字列 ("") を返します。

例

FileVersion = GetFileVersionValue("C:\windows\system32\kernel32.dll," "FileVersion") 

if FileVersion = "1.0.0.0" then
MsgBox "This is Version 1.0!"

End if 

GetCommandLine
GetCommandLine 関数は、実行中のプログラムに渡されたコマンドライン パラメータにアクセスします。

戻り値

この関数は、元の実行ファイルなど、現在実行中のプログラムに渡されたコマンドライン引数を表す文字列

を返します。

例

MsgBox "The command line for this EXE was " + GetCommandLine

GetCurrentProcessName
GetCurrentProcessName 関数は、現在のプロセスの完全な仮想パス名にアクセスします。

戻り値

この関数は、仮想環境の内部の完全な実行パス名を表す文字列を返します。ほとんどの場合、このパスは

C:\Program Files\... です。このことは、パッケージ ソースがネットワーク共有から実行される場合にも
当てはまります。

例

MsgBox "Running EXE path is " + GetCurrentProcessName



VMware, Inc. 121

章 9 ThinApp スクリプトの作成

GetOSVersion
GetOSVersion() 関数は、Windows の現在のバージョンに関する情報を返します。

パラメータ

この関数にパラメータはありません。

戻り値

この関数は、MAJOR.MINOR.BUILD_NUMBER.PLATFORM_ID OS_STRING 形式の文字列を返します。

MAJOR は、以下のいずれかの値です。

MINOR は、以下のいずれかの値です。

BUILD_NUMBER は、オペレーティング システムのビルド番号です。

PLATFORM_ID には、以下のいずれかの値が割り当てられます。

Value = 1 (Windows Me、Windows 98、または Windows 95 (Windows 95 ベースの OS) の場合 )

Value = 2 (Windows Server 2003、Windows XP、Windows 2000、または Windows NT (Windows NT
ベースの OS) の場合 ) 

OS_STRING は、Service Pack 2 などのオペレーティング システムに関する情報を表します。

例

if GetOSVersion() = "5.1.0.2 Service Pack 2" 
then MsgBox "You are running on Windows XP Service Pack 2!" 

endif 

Windows Vista 6

Windows Server 2008 6

Windows Server 2003 5 

Windows XP 5 

Windows 2000 5 

Windows NT 4.0 4 

Windows Vista 0

Windows Server 2008 0

Windows Server 2003 2 

Windows XP 1 

Windows 2000 0 

Windows NT 4.0 0 

Windows NT 3.51 51 
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GetEnvironmentVariable
GetEnvironmentVariable(Name) 関数は、Name 変数に関連付けられた環境変数を返します。

パラメータ

Name 

[in] 値を取得する環境変数の名前。

戻り値

この関数は、Name 環境変数に関連付けられた文字列値を返します。

例

MsgBbox "The package source EXE is ( パ ッ ケージ ソース EXE: )" + GetEnvironmentVariable("TS_ORIGIN") 

RemoveSandboxOnExit
RemoveSandboxOnExit(YesNo) 関数は、最後の子プロセスの終了時にサンドボックスを削除するかどうか
を特定するトグルを設定します。

Package.ini ファイルで RemoveSandboxOnExit パラメータを 1 に設定した場合、パッケージのデフォルト
のクリーンアップ動作は Yes です。クリーンアップ動作を No に変更するには、0 という値を使用して
RemoveSandboxOnExit を呼び出します。Package.ini ファイルで RemoveSandboxOnExit=1 エントリを変
更しない場合、パッケージのデフォルトのクリーンアップ動作は No です。クリーンアップ動作を Yes に変
更するには、値 1 を使用して RemoveSandboxOnExit を呼び出します。

パラメータ

Yes No

[in] 最後のプロセスがシャットダウンするときにクリーンアップするかどうか。1=はい、0=いいえ 

例

以下の例は、クリーンアップをオンにします。

RemoveSandboxOnExit 1 

以下の例は、クリーンアップをオフにします。

RemoveSandboxOnExit 0 

SetEnvironmentVariable
SetEnvironmentVariable(Name, Value) 関数は、環境変数の値を設定します。

パラメータ

Name

[in] 値を格納する環境変数の名前。

値

[in] 格納する値。

例

SetEnvironmentVariable "PATH", "C:\Windows\system32"
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SetfileSystemIsolation
Setfile systemIsolation(Directory, IsolationMode) 関数は、ディレクトリの分離モードを設定します。

パラメータ

Directory

[in] 分離モードを設定するディレクトリのフルパス。

IsolationMode 

[in] 設定する分離モード。

1 = WriteCopy
2 = Merged
3 = Full 

例

temp ディレクトリに対して Merged 分離モードを設定できます。

Setfile systemIsolation GetEnvironmentVariable("TEMP"), 2 

SetRegistryIsolation
SetRegistryIsolation(RegistryKey, IsolationMode) 関数は、レジストリ キーの分離モードを設定し
ます。

パラメータ

RegistryKey 

[in] 分離モードを設定するレジストリ キー。HKEY_LOCAL_MACHINE は HKLM で、HKEY_CURRENT_USER は HKCU
で、HKEY_CLASSES_ROOT は HKCR で始めます。

IsolationMode

[in] 設定する分離モード。

1 = WriteCopy
2 = Merged
3 = Full 

例

HKEY_CURRENT_USER\Software\Thinapp\Test に対して Full 分離モードを設定できます。

SetRegistryIsolation "HKCU\Software\Thinapp\Test," 3 

WaitForProcess
WaitForProcess(ProcessID, TimeOutInMilliSeconds) 関数は、プロセス ID の動作が終了するまで待機
します。

パラメータ

ProcessID

[in] 終了するプロセス ID。プロセス ID は ExecuteExternalProcess または ExecuteVirtualProcess か
ら取得できます。

TimeOutInMilliSeconds

[in] プロセスの動作が終了するまで待機する最大時間で、この時間を過ぎると続行します。値 0 は無限を指
定します。
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戻り値

この関数は整数を返します。

0 = Timeout fails (タイムアウトが失敗する )
1 = Process exits (プロセスが終了する )
2 = Process does not exist or security is denied (プロセスが存在しない、またはセキュリティが拒否される ) 

例

id = ExecuteExternalProcess("C:WINDOWS\system32\cmd.exe") 
WaitForProcess(id, 0) 
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Log Monitor を使用してトレース ファイルを生成し、ThinApp 環境のトラブルシューティングを行うことが
できます。Log Monitor は、同じバージョンの ThinApp を使用してキャプチャされたアプリケーションでの
み動作します。

ここでは、次のトピックについて説明します。

「テクニカル サポートへの情報提供」 (125 ページ )

「Log Monitor の操作」 (125 ページ )

「特定のアプリケーションのトラブルシューティング」 (132 ページ )

テクニカル サポートへの情報提供
VMware テクニカル サポートでは、ThinApp 環境のトラブルシューティングに必要な以下の情報の提供を
お願いしています。

問題の発生時に実行した手順を段階的に再現。

ホストの構成情報。Windows オペレーティング システム、Terminal Server または Citrix Xenapp の使
用、ネイティブ マシンにインストールした必須プログラムを明示してください。

Log Monitor トレース ファイルのコピー。「Log Monitor の操作」 (125 ページ )を参照してください。

キャプチャ フォルダとすべてのコンテンツを正確にコピーしたもの。/bin サブフォルダのコンパイル
済み実行ファイルは含めないでください。

アプリケーションの予測される正確な動作の説明。

(オプション ) キャプチャしたアプリケーションのコピー。Oracle Server や Active Directory のサーバー
コンポーネント構成を含めてください。

(オプション ) 問題に関連すると思われるネイティブ ファイル、物理ファイル、またはレジストリ キー設定。

(オプション ) システム サービスまたは必須デバイス ドライバ。

(オプション ) 障害を再現するための仮想マシン。VMware サポート担当者が問題を再現できない場合に
必要になることがあります。

(オプション ) お客様の環境のデバッグを円滑にする 1 つ以上の WebEx セッション。

Log Monitor の操作
Log Monitor は、キャプチャされたアプリケーションにより起動する実行ファイルの詳細なアクティビティ履
歴を取得します。ターゲットの実行ファイルまたは DLL が呼び出した各関数の名前、アドレス、パラメータ、
および戻り値を捕捉して記録します。Log Monitor は、以下のアクティビティをキャプチャします。

ThinApp の仮想オペレーティング システムで実行されているアプリケーションから呼び出した Win32
API。

アプリケーション内の潜在的なエラー、例外、およびセキュリティ イベント。

アプリケーションによってロードされるすべての DLL およびアドレス範囲。

ThinApp の監視およびトラブルシュー
ティング 10
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生成されるログ ファイルは 100 MB を超えるサイズになる可能性があります。これは、アプリケーションで
Log Monitor を実行する時間の長さやアプリケーションの利用状況によって異なります。アプリケーション
に対して Log Monitor を実行するのは、トレース ファイルをキャプチャする目的のためだけです。トレース
ファイル内の複数のエントリを分析および相互に関連付けすることで問題のトラブルシューティングを行う
ため、トレース ファイルはトラブルシューティングに欠かせません。

Log Monitor を使用してアクティビティのトラブルシューティングを行う
Log Monitor を使用して、基本的なトラブルシューティングを行うことができます。

ThinApp ログのトラブルシューティング

1 調査対象となるキャプチャされたアプリケーションをシャットダウンします。

2 アプリケーションをキャプチャしたコンピュータで、[スタート] > [プログラム] > [VMware] > [ThinApp
Log Monitor] を選択します。

配布マシンで Log Monitor を起動するには、C:\Program Files\VMware\VMware ThinApp から
log_monitor.exe、logging.dll、および Setup Capture.exe ファイルを配布マシンにコピーして、
log_monitor.exe ファイルをダブルクリックします。

3 キャプチャされたアプリケーションを起動します。

アプリケーションが起動すると、新しいエントリが Log Monitor のリストに表示されます。Log Monitor
には、新しいトレース ファイルごとに 1 つのエントリが表示されます。各ファイルは、必ずしも 1 つの
プロセスに対応しているわけではありません。

4 エラーが発生したらすぐにアプリケーションを終了します。

5 調査する各トレース ファイルのログを生成します。

a リストの .trace ファイルを選択します。

b [テキスト トレース レポートの生成 (Generate text trace report) をクリックします。

親プロセスが生成する子プロセスは同じログ内に存在します。独立プロセスが複数ある場合は同じログ

内には存在しません。

ThinApp によって .trace ファイルが生成されます。Log Monitor で .trace バイナリ ファイルを .txt
ファイルに変換します。

6 (オプション ) テキスト エディタで .txt ファイルを開き、情報を調べます。.txt ファイルが大きすぎ
てテキスト エディタで開けないこともあります。

7 .txt ファイルを圧縮して VMware サポートに送信してください。

Log Monitor の高度な操作を行う
Log Monitor の高度な操作には、アプリケーションの停止やトレース ファイルの削除などがあります。アプ
リケーションが特定のアクションでビジー状態になったり、パフォーマンスが低下したりする場合、一時停
止と再開の操作を行い、特定期間のログをキャプチャできます。作成されるログ ファイルは通常のログ ファ
イルよりも小さいため、分析が容易です。一時停止と再開の操作を行っても、そのウィンドウ期間以外でエ
ラーの原因が発生している場合があります。一時停止と再開の操作はグローバルであり、すべてのアプリケー
ションに影響します。

これらのオプションの使用方法の詳細については、VMware サポートにお問い合わせください。

Log Monitor の高度な操作を行う

1 調査対象となるキャプチャされたアプリケーションをシャットダウンします。

2 アプリケーションをキャプチャしたコンピュータで、[スタート] > [プログラム] > [VMware] > [ThinApp
Log Monitor] を選択します。

配布マシンで Log Monitor を起動するには、C:\Program Files\VMware\VMware ThinApp から
log_monitor.exe、logging.dll、および Setup Capture.exe ファイルを配布マシンにコピーして、
log_monitor.exe ファイルをダブルクリックします。
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3 (オプション ) 特定期間のログをキャプチャして正確な問題のトラブルシューティングを行います。

a [一時停止 (Suspend)] チェック ボックスをオンにします。

b キャプチャされたアプリケーションを起動して、エラーが発生するポイントまたはパフォーマンス
が低下し始めるポイントまで実行します。

c Log Monitor で、[一時停止 (Suspend)] チェック ボックスをオフにしてロギング プロセスを再開し
ます。

アプリケーションの動作を確認して、問題を切り分けることができます。

d [一時停止 (Suspend)] チェック ボックスをオンにしてロギング プロセスを停止します。

4 (オプション ) トレース ファイルのリストから削除するファイルを選択して、[ファイルの削除 (Delete
File)] をクリックします。

5 (オプション ) [アプリケーションの強制終了 (Kill App)] をクリックして実行中のプロセスを停止します。

6 ( オプション ) [ 圧縮 (Compress)] チェック ボックスをオンにしてトレース ファイルのサイズを小さく
します。

この操作を行うとアプリケーションのパフォーマンスが低下します。

7 (オプション ) トレース ファイル レポートを生成します。

a ファイルのリストからトレース ファイルを選択し、トレース ファイル名を入力するか、[ 参照
(Browse)] をクリックしてシステムにあるトレース ファイルを選択します。

b (オプション ) 出力レポートの名前を入力または変更します。

c [テキスト トレース レポートの生成 (Generate text trace report) をクリックして、レポートを作成
します。

UNIX 形式の改行をサポートしているテキスト エディタを使用してファイルを表示できます。

エラーの特定

ThinApp ロギングの情報は膨大な量になります。上級ユーザーがエラーを調査するときに、以下のヒントが
役立つ場合があります。

.txt トレース ファイルの Potential Errors Detected (検出された潜在的なエ ラ ー) セクションを
調べます。

エントリにエラーが示されていない場合があります。Windows エラー コードが変更された各 Win32
API 呼び出しのリストが表示されます。

アプリケーションによって生成された例外を調べます。

例外にエラーが示されている場合があります。例外タイプには C++ や .NET などがあります。トレース
ファイルには、例外タイプと例外を生成した DLL が記録されます。.NET や Java などのアプリケーション
で自己生成コードの例外が作成されると、トレース ファイルでは未知のモジュールとして表示されます。

以下に、例外の .trace エントリの例を示します。

*** Exception EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION on read of 0x10 from unknown_module:0x7c9105f8 ( 未知

のモジ ュ ール 0x7c9105f8 か ら 0x10 を読み取る と き に例外 EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION が発生し ま し た )

例外を見つけたら、トレース ファイルでその例外よりも前の部分を調べて例外のソースを特定します。
Virtual Basic 6 アプリケーションで通常生成される浮動小数点例外は無視します。

子プロセスを調べます。

Log Monitor では、プロセスごとに 1 つの .trace ファイルが生成されます。アプリケーションで複数
の子プロセスを起動する場合、どのプロセスが問題の原因となっているのかを特定します。プロセス外

COM を伴う環境などの場合、親アプリケーションは COM を使用して子プロセスを起動し、リモート
で関数を実行してその関数の実行を継続します。

2 つのプロセスを生成するアプリケーションをネットワーク共有から実行する場合、最初のプロセスは
無視します。

ThinApp では、プロセスを再起動することで Symantec ウィルス対策アプリケーションのパフォーマン
ス低下に対応しています。
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ダイアログ ボックスに表示されるエラー メッセージを検索します。

一部のアプリケーションは、MessageBox Win32 API 関数を呼び出して実行時の予期しないエラーを表示
します。トレース ファイルの MessageBox を検索したり、エラーに表示される文字列のコンテンツを検
索して、ダイアログ ボックスが表示される直前にアプリケーションの実行コンテンツを特定できます。

特定の DLL およびスレッドからの呼び出しに焦点を絞ります。

ログ フォーマットには、呼び出しを行った DLL およびスレッドが明示されています。多くの場合、シ
ステム DLL からの呼び出しは無視できます。

ログ フォーマット
トレース ファイルには、以下のセクションがあります。

システム構成

このセクションには、オペレーティング システム、ドライブ、インストールされているソフトウェア、
環境パラメータ、プロセス リスト、サービス、およびドライバに関する情報があります。

この情報は、Dump started on ( ダ ン プ開始 ) という文字列で始まり Dump ended on ( ダ ン プ終了 )
という文字列で終了します。

ヘッダー

このセクションには、Log Monitor が追跡するプロセスのインスタンスのコンテキスト情報が表示され
ます。表示される属性には、ロギング オプション、オペレーティング システムのランタイムがロードさ
れるときのアドレス範囲、および実際のシステム パスへのマクロのマッピングが示されているものもあ
ります。

ヘッダー セクションの開始位置には、シーケンス番号 000001 が付けられています。通常、ヘッダー セ
クションの終了位置には、Application Sync ユーティリティに関するメッセージがあります。

本文

このセクションには、アプリケーションが操作を開始および実行したときのトレース アクティビティが
含まれています。各行には、ターゲットの実行ファイルまたはいずれかの DLL が行う関数呼び出しが表
示されます。

このセクションは、New Modules detected in memory ( メ モ リ で検出された新規モジ ュ ール ) エン
トリで開始し、その後に SYSTEM_LOADED モジュール リストが表示されます。Modules Loaded ( ロー

ド されたモジ ュ ール ) エントリでこのセクションは終了します。

概要

このセクションには、キャプチャされたアプリケーションによってロードされたモジュール、潜在的な
エラー、およびパフォーマンスの低い下位 150 個の呼び出しのプロファイルが表示されます。

このセクションは、Modules Loaded ( ロー ド されたモジ ュ ール ) メッセージで開始します。

API ログ メッセージの一般的なフォーマット
以下のメッセージは API 呼び出しのフォーマットの例です。
000257 0a88 mydll.dll :4ad0576d->kernel32.dll:7c81b1f0 SetConsoleMode (IN HANDLE
hConsoleHandle=7h, IN DWORD dwMode=3h)
000258 0a88 mydll.dll :4ad0576d<-kernel32.dll:7c81b1f0 SetConsoleMode ->BOOL=1h () 

この例には、以下のエントリが含まれています。

000257 は、ログ エントリ番号を示します。各ログ エントリ番号は一意です。

0a88 は、現在実行中のスレッドの ID を示します。アプリケーションのスレッドが 1 つである場合、こ
の番号は変わりません。ThinApp では、ログ エントリは発生した順に記録されるため、複数のスレッ
ドでデータがログ ファイルに記録されている場合、スレッド ID を使用してスレッド固有のシーケン
シャル アクションを追跡できます。

mydll.dll は、API 呼び出しを行う DLL を示します。

4ad0576d は、mydll.dll が行う API 呼び出しのリターン アドレスを示します。通常、このリターン
アドレスはコード内の呼び出し元のアドレスになります。

-> は、呼び出しの入力プロセスを示します。呼び出し入力のログ要素の場合は、入力パラメータが表
示されます。これらのパラメータは入力パラメータおよび入力 /出力パラメータです。
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<- は、呼び出し元に呼び出しが返されるプロセスを示します。呼び出し終了のログ エントリの場合は、
出力パラメータが表示されます。これらのパラメータは出力パラメータおよび入力/出力パラメータです。

kernel32.dll は、API 呼び出しの行き先となる DLL を示します。

7c81b1f0 は、呼び出しの行き先となる kernel32 内部の API のアドレスを示します。アドレス 7c81b1f0
の kernel32.dll を逆アセンブルして、SetConsoleMode 関数のコードを検出します。

->BOOL=1h は、API が値 1 を返してそのリターン コードのタイプが BOOL であることを示します。

アプリケーションの起動情報

以下のエントリは、モジュール名およびプロセス ID (PID) などアプリケーションに関する基本情報や、バー
ジョンおよびオプションなど Log Monitor に関する基本情報を表します。
000001 0a88 Logging started for Module=C:\test\cmd_test\bin\cmd.exe
Using archive= 
PID=0xec 
CommandLine = cmd 
000002 0a88 Logging options: CAP_LEVEL=9 MAX_CAP_ARY=25 MAX_CAP_STR=150 
MAX_NEST=100 
VERSION=3.090 

000003 0a88 System Current Directory = C:\test\cmd_test\bin Virtual Current Directory = 
C:\test\cmd_test\bin 

000004 0a88 |start_env_var| =::=::\
000005 0a88 |start_env_var| =C:=C:\test\cmd_test\bin
000006 0a88 |start_env_var| =ExitCode=00000000
000007 0a88 |start_env_var| ALLUSERSPROFILE=C:\Documents and Settings\All Users.WINDOWS
...
...
...

実行時にメモリにロードされる DLL のリスト
Modules loaded ( ロー ド されたモジ ュ ール ) セクションは、ログ ファイルの終了位置付近にあります。こ
のセクションには、実行時にメモリにロードされた DLL やそのアドレスが表示されます。この情報により、
DLL が Windows によってロードされたのか、ThinApp によってロードされたのかがわかります。

この例には、最も長い呼び出しの長さに関する概要と以下のエントリが含まれています。

SYSTEM_LOADED は、Windows によって DLL がロードされたことを示します。このファイルはディスク
上にあります。

MEMORY_MAPPED_ANON は、ThinApp によって DLL がロードされたことを示します。このファイルは仮
想ファイル システムからロードされた可能性があります。

46800000-46873fff は、DLL が存在する仮想メモリのアドレス範囲を示します。

PRELOADED_BY_SYSTEM と PRELOADED_MAP は重複エントリであり、実行イメージ ファイルがメモリに
マッピングされているメモリ アドレス範囲を参照しています。

---Modules loaded --
PRELOADED_MAP 00400000-00452fff, C:\Program Files\Adobe\Reader
8.0\Reader\AcroRd32.exe
PRELOADED_BY_SYSTEM 00400000-00452fff, C:\Program Files\Adobe\Reader 
8.0\Reader\AcroRd32.exe 
SYSTEM_LOADED 00400000-00452fff, C:\test\AcroRd32.exe 
MEMORY_MAPPED_ANON 013b0000-020affff, C:\Program Files\Adobe\Reader 
8.0\Reader\AcroRd32.dll

----Timing Report: list of slowest 150 objects profiled ---

8255572220 total cycles (2955.56 ms): |sprof| thinapp_LoadLibrary2

765380728 cycles (274.01 ms) on log entry 21753
428701805 cycles (153.48 ms) on log entry 191955
410404281 cycles (146.93 ms) on log entry 193969
.
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... 438 total calls 
7847975891 total cycles (2809.64 ms): |sprof| ts_load_internal_module
764794646 cycles (273.80 ms) on log entry 21753
426837866 cycles (152.81 ms) on log entry 191955
408570540 cycles (146.27 ms) on log entry 193969
.
.
... 94 total calls 
4451728477 total cycles (1593.76 ms): |sprof| ts_lookup_imports
544327945 cycles (194.87 ms) on log entry 21758
385149968 cycles (137.89 ms) on log entry 193970
187246661 cycles (67.04 ms) on log entry 190210
.
.
... 34 total calls 
1099873523 total cycles (393.76 ms): |sprof| new_thread_start
561664565 cycles (201.08 ms) on log entry 151922
531551734 cycles (190.30 ms) on log entry 152733
1619002 cycles (0.58 ms) on log entry 72875

潜在的なエラー

Potential Errors Detected (検出された潜在的なエ ラ ー ) セクションは、問題をポストする可能性のあ
るログ エントリに 3 つのアスタリスク (***) を付けます。このセクションの説明については、「エラーの特
定」 (127 ページ )を参照してください。
----Potential Errors Detected ---

006425 0000075c LoadLibraryExW 'C:\Program Files\Adobe\Reader
8.0\Reader\Microsoft.Windows.Common-Controls.DLL' flags=2 -> 0 (failed ***)
006427 0000075c LoadLibraryExW 'C:\Program Files\Adobe\Reader
8.0\Reader\Microsoft.Windows.Common-Controls\Microsoft.Windows.Common-Controls.DLL' flags=2 
-> 0 (failed ***)
006428 0000089c nview.dll :1005b94b<-kernel32.dll:7c80ae4b *** LoadLibraryW 
->HMODULE=7c800000h () *** GetLastError() returns 2 [0]: The system cannot find the file 
specified.
007062 0000075c LoadLibraryExW 'C:\Program Files\Adobe\Reader
8.0\Reader\en-US\Microsoft.Windows.Common-Controls.DLL' flags=2 -> 0 (failed ***)
010649 0000075c LoadLibraryExW 'C:\Program Files\Adobe\Reader
8.0\Reader\en-US\Microsoft.Windows.Common-Controls\Microsoft.Windows.Common-Controls.DLL'
flags=2 -> 0 (failed ***)
019127 0000075c MSVCR80.dll :781348cc<-msvcrt.dll :77c10396 *** GetEnvironmentVariableA 
->DWORD=0h (OUT LPSTR lpBuffer=*0h <bad ptr>) *** GetLastError() returns 203 [0]: The system
could not find the environment option that was entered.
019133 0000075c MSVCR80.dll :78133003<-nview.dll :1000058c *** GetProcAddress 
->FARPROC=*0h () *** GetLastError() returns 127 [203]: The specified procedure could not be 
found.
019435 0000075c MSVCR80.dll :78136e08<-dbghelp.dll :59a60360 *** Getfile type 
->DWORD=0h ()*** GetLastError() returns 6 [0]: The handle is invalid.
019500 0000075c MSVCR80.dll :78134481<-nview.dll :1000058c *** GetProcAddress 
->FARPROC=*0h () *** GetLastError() returns 127 [0]: The specified procedure could not be found.
019530 0000075c MSVCR80.dll :78131dcd<-dbghelp.dll :59a603a1 *** GetModuleHandleA 
->HMODULE=0h () *** GetLastError() returns 126 [0]: The specified module could not be found.

cmd.exe ユーティリティのトラブルシューティングの例
トラブルシューティングの例では、ThinApp は、ロギングをオンにして cmd.exe ユーティリティをパッケー
ジングします。この例では、無効なコマンドを実行し、アプリケーションの失敗をシミュレートする方法を
示します。cmd.exe ユーティリティに foobar コマンドを実行するよう要求すると、ユーティリティによっ
て、foobar is not recognized as an internal or external command (foobar は内部コ マ ン ド ま

たは外部コ マ ン ド と し て認識されていません ) というメッセージが生成されます。この場合、トレース ファ
イルをスキャンして、GetLastError コードを変更した API 関数を検出する Potential Errors Detected
(検出された潜在的エ ラ ー ) セクションを確認できます。

この例では、C:\test\cmd_test\bin\foobar.*、C:\WINDOWS\system32\foobar.*、および
C:\WINDOWS\foobar のパスが、cmd.exe ユーティリティが foobar コマンドを検索する場所です。
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この例では、%drive_C%\test\cmd_test\bin、%SystemSystem%\foobar、および %SystemRoot%\foobar
のパスが、ThinApp の検索対象となる仮想ファイル システムの場所です。
----Potential Errors Detected ---
*** Unable to determine if any services need to be auto-started, error 2
001550 *** FindFirstFileW ’ C:\test\cmd_test\bin\foobar.*’ -> INVALID_HANDLE_VALUE *** failed
[system probe C:\test\cmd_test\bin\foobar.* -> ffffffffh][no virtual or system matches]
*** FindFirstFileW ->HANDLE=ffffffffh .. *** GetLastError() returns 2 [203]: The system cannot
find the file specified.
*** FindFirstFileW ’ C:\test\cmd_test\bin\foobar’ -> INVALID_HANDLE_VALUE *** failed 
[FS missing in view 0][fs entry not found %drive_C%\test\cmd_test\bin\foobar]
[fs entry not found %drive_C%\test\cmd_test\bin]
*** FindFirstFileW ’ C:\WINDOWS\system32\foobar.*’ -> INVALID_HANDLE_VALUE *** failed 
[system probe C:\WINDOWS\system32\foobar.* -> ffffffffh][no virtual or system matches]
*** FindFirstFileW ’ C:\WINDOWS\system32\foobar’ -> INVALID_HANDLE_VALUE *** failed 
[FS missing in view 0][fs entry not found %SystemSystem%\foobar]
*** FindFirstFileW ’ C:\WINDOWS\foobar.*’ -> INVALID_HANDLE_VALUE *** failed 
[system probe C:\WINDOWS\foobar.* -> ffffffffh][no virtual or system matches]
*** FindFirstFileW ’ C:\WINDOWS\foobar’ -> INVALID_HANDLE_VALUE *** failed 
[FS missing in view 0][fs entry not found %SystemRoot%\foobar]

cmd.exe ログ エントリに関する詳細調査の実行

トレース ファイルの Potential Errors (潜在的なエ ラ ー ) セクションのエントリをより詳細に調査する
場合、特定のエントリに対応する Log Monitor トレース ファイルの本文全体を検索して、潜在的なエラーの
原因となっているシステム コールや状態を確認します。

たとえば、Potential Errors (潜在的なエ ラ ー ) セクションの cmd.exe ユーティリティの以下のエント
リでは、Log Monitor トレース ファイルを徹底的に調査する必要がある可能性があります。

001550 *** FindFirstFileW ’ C:\test\cmd_test\bin\foobar.*' -> INVALID_HANDLE_VALUE *** failed 
[system probe 

cmd.exe エントリの詳細な調査の実行

1 cmd.exe ユーティリティが c:\test\cmd_test\bin を検索する理由を判定するには、ログでこのログ
エントリの番号をスキャンし、この呼び出しの前に何が起こったかを特定します。

2 cmd.exe ユーティリティが c:\test\cmd_test path を取得する場所を確認するには、ログをスキャン
して GetCurrentDirectoryW エントリと GetFullPathNameW エントリを見つけます。

000861 0a88 cmd.exe :4ad01580->USERENV.dll :769c0396 GetCurrentDirectoryW (IN DWORD
nBufferLength=104h)
000862 0a88 GetCurrentDirectoryW -> 0x14 (C:\test\cmd_test\bin) 
000863 0a88 cmd.exe :4ad01580<-USERENV.dll :769c0396 GetCurrentDirectoryW ->DWORD=14h
(OUT LPWSTR lpBuffer=*4AD34400h->L"C:\test\cmd_test\bin")
000864 0a88 cmd.exe :4ad05b74->ole32.dll :774e03f0 Getfile type (IN HANDLE hFile=7h)
000865 0a88 Getfile type 7 -> 0x2
000866 0a88 cmd.exe :4ad05b74<-ole32.dll :774e03f0 Getfile type ->DWORD=2h ()
.
.
001533 0a88 cmd.exe :4ad01b0d<-kernel32.dll:7c80ac0f SetErrorMode ->UINT=0h ()
001534 0a88 cmd.exe :4ad01b13->kernel32.dll:7c80ac0f SetErrorMode (IN UINT uMode=1h)
001535 0a88 cmd.exe :4ad01b13<-kernel32.dll:7c80ac0f SetErrorMode ->UINT=0h ()
001536 0a88 cmd.exe :4ad01b24->IMM32.DLL :7639039b GetFullPathNameW (IN LPCWSTR
lpFileName=*1638C0h->L."," IN DWORD nBufferLength=208h)
001537 0a88 GetFullPathNameW . -> 20 (buf=C:\test\cmd_test\bin,
file_part=bin)
001538 0a88 cmd.exe :4ad01b24<-IMM32.DLL :7639039b GetFullPathNameW ->DWORD=14h
(OUT LPWSTR lpBuffer=*163D60h->L"C:\test\cmd_test\bin," OUT *lpFilePart=*13D8D4h
->*163D82h->L"bin")
.
.
001549 0a88 cmd.exe :4ad01b5f->USERENV.dll :769c03fa FindFirstFileW (IN LPCWSTR
lpFileName=*1638C0h->L"C:\test\cmd_test\bin\foobar.*") 
001550 0a88 FindFirstFileW ’ C:\test\cmd_test\bin\foobar.*’ ->
INVALID_HANDLE_VALUE *** failed [system probe C:\test\cmd_test\bin\foobar.* 
-> ffffffffh][no virtual or system matches]
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cmd.exe ユーティリティは、GetCurrentDirectoryW を呼び出して最初の場所を取得します。また "."
をパスの指定として使用して GetFullPathNameW を呼び出し、2 番目の場所を取得します。これらの呼
び出しで、現在の作業ディレクトリのパスが返されます。ログ ファイルを確認すると、cmd.exe ユー
ティリティが C:\test\cmd_test\bin> プロンプトを作成することがわかります。このユーティリティ
は、$P$G を返す PROMPT 環境パラメータを問い合わせ、WriteConsoleW API 関数を使用し、内部的に
$P$G を C:\test\cmd_test\bin> に展開してからプロンプトを画面に出力します。

特定のアプリケーションのトラブルシューティング
Microsoft Outlook、Explorer.exe、Java Runtime Environment をキャプチャするためのトラブルシューティ
ングのヒントをご確認ください。

Microsoft Outlook のレジストリ設定のトラブルシューティング
Microsoft Outlook では、アカウント設定がレジストリ キーとファイルに格納されます。Microsoft Outlook
を初めて起動するときに、キーが存在しているかどうかがチェックされます。Microsoft Outlook でキーが見
つからない場合、アカウントを作成するように求められます。

このプロセスは、Microsoft Outlook が物理システムにインストールされていない場合には、仮想環境で正常
に動作します。Microsoft Outlook が物理システムにすでにインストールされている場合、キャプチャされた
バージョンでは、システム レジストリ内でレジストリ キーが検索されて、その設定が使用されます。
Microsoft Outlook の設定が格納されるレジストリ キーおよびファイルでは、Full 分離モードを使用する必
要があります。

Microsoft Outlook のレジストリ キーの Full 分離モードの設定

1 以下のエントリを HKEY_CURRENT_USER.txt ファイルに追加します。
isolation_full HKEY_CURRENT_USER\Identities
isolation_full HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows
NT\CurrentVersion\Windows Messaging Subsystem\Profiles

2 以下のエントリを使用して ##Attributes.ini ファイルを作成します。
[Isolation]
DirectoryIsolationMode=Full

3 以下のサブディレクトリごとに ##Attributes.ini ファイルを配置します。
%AppData%\Microsoft\AddIns
%AppData%\Microsoft\Office
%AppData%\Microsoft\Outlook
%Local AppData%\Microsoft\FORMS
%Local AppData%\Microsoft\Outlook

4 (オプション ) サブディレクトリが存在しない場合は、そのディレクトリを作成します。

Microsoft Outlook の添付ファイルの表示
Microsoft Outlook では、添付ファイルを開いて表示するときにその添付ファイルを格納するデフォルト 
ディレクトリが作成されます。このディレクトリの標準の場所は、C:\Documents and 
Settings\<user_name>\Local Settings\Temp\Temporary Internet Files\OLK<xxxx> です。最後の 
xxxx は、ランダムなエントリに置き換えられます。

Microsoft Outlook と同じ仮想サンドボックスで表示アプリケーションを実行している場合は、添付ファイル
を表示できます。Microsoft Outlook はサンドボックスにファイルを格納するため、外部アプリケーションで
は表示するファイルを検索できないことがあります。添付ファイルを格納するディレクトリでは、Merged
分離モードを使用する必要があります。

Merged 分離モードを設定して Microsoft Outlook の添付ファイルを表示

1 添付ファイルのディレクトリ名を設定する HKEY_CURRENT_USER.txt ファイルに値を追加します。

isolation_full 
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\11.0\Outlook\Security 
Value=OutlookSecureTempFolder 
REG_SZ~%Profile%\Local Settings\OutlookTempxxxx#2300

この例の場合、キー名の 11.0 は Microsoft Outlook 2003 用です。
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2 最後の 4 文字 xxxx は、セキュリティを強化するためのランダムな英数字のエントリに置き換えます。

3 ThinApp プロジェクトの OutlookSecureTempFolder レジストリ キーと同じ名前のディレクトリを作
成します。

たとえば、%Profile%\Local Settings\OutlookTempxxxx ディレクトリを作成します。

4 %Profile%\Local Settings\OutlookTempxxxx ディレクトリに、以下のエントリを使用して
##Attributes.ini ファイルを作成します。

[Isolation]
DirectoryIsolationMode=Merged

仮想環境での Explorer.exe の起動
Windows オペレーティング システムで explorer.exe ユーティリティの 1 つのインスタンスを実行する
と、エントリ ポイントを Windows エクスプローラに追加して仮想環境内で起動することが難しくなります。

以下の方法を使用すれば、仮想環境内で Windows エクスプローラのウィンドウを起動できます。

エントリ ポイントを iExplorer に追加して -E パラメータで起動します。

たとえば、以下のエントリを Package.ini ファイルに追加します。

[iexplore.exe]
Shortcut=xxxx.exe
Source=%ProgramFilesDir%\Internet Explorer\iexplore.exe
CommandLine=%ProgramFilesDir%\Internet Explorer\iexplore.exe -E

以下の仮想レジストリ キーを追加します。
isolation_full HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer 
Value=DesktopProcess
REG_DWORD=#01#00#00#00

以下のエントリを Package.ini ファイルに追加します。
[explorer.exe]
Shortcut=xxxxxx.exe 
Source=%SystemROOT%\explorer.exe 

この方法を使用して、使い慣れたインターフェイスで仮想ファイル システムを参照し、システムを変更
せずに正しいファイル タイプの関連付けを有効にします。この方法は、ポータブル アプリケーションを
使用する場合に特に有効です。システムを変更せずにシェル統合コンポーネントにアクセスできます。

Java Runtime Environment のバージョン競合のトラブルシューティング
あるバージョンの Java が物理システムにインストールされていて、キャプチャされた実行ファイルに別の
バージョンが含まれている場合に競合が発生する可能性があります。新しいバージョンの Java には、Internet
Explorer がロードするプラグイン DLL がインストールされます。このプラグイン DLL によって仮想レジス
トリ キーが上書きされるため、仮想化された古いバージョンの Java ランタイムのコピーと競合します。

Internet Explorer でプラグイン DLL のロードを抑止

以下のエントリを HKEY_LOCAL_MACHINE.txt ファイルの最初に追加します。
isolation_full HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Browser Helper 
Objects
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A Application Link
ベース アプリケーションの実行時に依存アプリケーションをベース アプリケーションにリンクし、ベー
ス アプリケーションの起動時にすべてのアプリケーションを一緒に起動するユーティリティ。同じパッ
ケージ内のコンポーネントをすべてキャプチャする代わりに、このユーティリティを使用して、コンポー

ネント パッケージを別々に配布および更新することができます。

Application Sync
サーバーまたはネットワーク共有でパッケージングされた新バージョンを検出し、アプリケーションを

更新するユーティリティ。一定の間隔でアップデート サーバーをチェックするなど、更新設定を構成で
きます。ThinApp は、アプリケーションの最も最新の実行ファイルを検出し、その差分をダウンロード
します。

attributes.ini
パッケージ全体ではなく、パッケージのディレクトリ レベルで構成設定を適用するファイル。
##Attributes.ini 設定は、Package.ini 設定全体をオーバーライドします。

L logging.dll
.trace ファイルを生成するユーティリティ。

Log Monitor
キャプチャされたアプリケーションにより起動した実行ファイルのアクティビティ履歴を取得するユー

ティリティ。log_monitor.exe ファイルは、同じバージョンの ThinApp を使用してキャプチャされた
アプリケーションでのみ動作します。

M MSI
アプリケーション配布ツールとして便利な Windows インストーラ コンテナ。キャプチャされたアプリ
ケーションは、実行ファイルの代わりに、MSI ファイルとして配布できます。

P package.ini
パッケージに構成設定を適用し、キャプチャされたアプリケーション フォルダに配置されるファイル。
Setup Capture ウィザードは、構成設定の初期値を設定します。

用語集
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S sbmerge.exe

プラグインの組み込みや、ブラウザのホーム ページの変更など、アプリケーションを段階的に更新する
ユーティリティ。sbmerge.exe ユーティリティは、サンドボックスに記録された実行時の変更を ThinApp 
プロジェクトにマージします。

snapshot.exe
コンピュータのファイル システムとレジストリのスナップショットを作成し、キャプチャ プロセス時の
プレスキャンとポストスキャンの操作を簡単にするユーティリティ。ThinApp の機能を他のプラット
フォームに組み込む上級ユーザー以外は、このユーティリティを直接使用することはありません。ポス

トスキャン、プレスキャン、スナップショットも参照してください。

snapshot.ini
アプリケーションのキャプチャ時に ThinApp プロジェクトから除外するディレクトリとサブキーを指
定する構成ファイル。このファイルはアプリケーションごとにカスタマイズできます。

T template.msi 
企業の配布手順と基準に従うためにカスタマイズできる MSI ファイルのテンプレート。たとえば、
ThinApp のレジストリ設定を追加して、インストール時にクライアント コンピュータに追加できます。

thinreg.exe
ファイル タイプの関連付けを指定し、[起動 (Start)] メニューとデスクトップ ショートカットをセット
アップし、ファイルを開く操作を簡単にするユーティリティ。実行ファイルを登録するには、

thinreg.exe ユーティリティを実行する必要があります。MSI ファイルは、thinreg.exe の登録プロ
セスを自動化します。

tlink.exe
ビルド プロセス時に主要なモジュールをリンクするユーティリティ。

V vftool.exe
ビルド プロセス時に仮想ファイル システムをコンパイルするユーティリティ。

vregtool.exe
ビルド プロセス時に仮想レジストリをコンパイルするユーティリティ。

い インベントリ名

アプリケーションを内部追跡するために ThinApp で使用される名前。インベントリ名は、デフォルト
のプロジェクト ディレクトリ名を設定し、Windows の [プログラムの追加と削除 ] ダイアログ ボック
スに表示されます。

え エントリ ポイント
キャプチャされたアプリケーションを起動する実行ファイル。1 つのアプリケーションに複数のエント
リ ポイントがある場合もあります。たとえば、Firefox.exe ファイルは、Mozilla Firefox アプリケー
ションのエントリ ポイントとしての役割を果たします。プライマリ データ コンテナ ファイルは、エン
トリポイント内に、または .dat ファイルとして存在します。

か 仮想

キャプチャされたアプリケーションの実行元となる論理ファイルとメモリのこと。物理環境のプロセス

は、仮想環境にアクセスできません。物理も参照してください。

仮想アプリケーション

キャプチャしたアプリケーションのこと。仮想アプリケーションは、実行元の OS に依存せず、移植性
があります。

仮想ファイル システム
キャプチャされたアプリケーションに認識されるファイル システム。
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仮想レジストリ

キャプチャされたアプリケーションに認識されるレジストリ。

き キャプチャ

アプリケーションを仮想環境にパッケージングして、アプリケーションの初期パラメータを設定すること。

ThinApp には、オペレーティング システムに依存しない、移植性のあるアプリケーション パッケージを作
成するための Setup Capture ウィザードまたは snapshot.exe ユーティリティが用意されています。

く クリーン マシン
基本の Windows OS のみがインストールされたコンピュータまたは仮想マシン。このマシンでアプリ
ケーションをキャプチャします。Windows OS のバージョンは、アプリケーションが動作する Windows
の最も最初のバージョンでなければなりません。

さ サンドボックス

仮想アプリケーションに対して実行時にユーザーが行った変更を格納する物理システム フォルダ。アプ
リケーションを起動すると、ThinApp はサンドボックスから変更を取り込みます。サンドボックスを削
除すると、アプリケーションはキャプチャされた時点の状態に復元されます。サンドボックスは、デフォ

ルトで %APPDATA%\Thinstall\<application_name> に配置されます。

す スナップショット

アプリケーションのキャプチャ プロセス時の Windows ファイル システムとレジストリの状態の記録。
Setup Capture プロセスは、snapshot.exe ユーティリティを使用して、アプリケーションのインストー
ル前後のスナップショットを記録し、その差分を仮想ファイル システムと仮想レジストリに格納しま
す。ポストスキャン、プレスキャンも参照してください。

ね ネイティブ

仮想環境ではなく、物理環境のこと。物理も参照してください。

ネットワーク ストリーミング
中央サーバーからパッケージを実行するためのプロセス。スピーディな処理と表示を確保するために、

ThinApp は必要に応じてアプリケーションのブロックをダウンロードします。

は パッケージ

ThinApp ビルド プロセスで生成される仮想アプリケーション ファイル。パッケージには、アプリケー
ションにアクセスするためのプライマリ データ コンテナ ファイルとエントリ ポイント ファイルが含ま
れます。

ひ ビルド

ThinApp プロジェクトをパッケージに変換すること。パッケージは、Setup Capture ウィザードまたは
build.bat ユーティリティを使用してビルドできます。

ふ 物理

コンピュータ メモリとファイル システムのこと。すべての Windows 標準プロセスの実行元となりま
す。ThinApp 分離モード設定によっては、仮想環境のプロセスが物理環境にアクセスすることも可能で
す。ネイティブ、仮想も参照してください。

プライマリ データ コンテナ
メインの仮想アプリケーション ファイル。ThinApp ランタイム、読み取り専用の仮想ファイル システ
ム、および仮想レジストリが含まれた .exe ファイルまたは .dat ファイルのいずれかです。プライマリ
データ コンテナは従属アプリケーションの実行ファイルと同じ /bin ディレクトリに配置する必要があ
ります。エントリ ポイントはプライマリ データ コンテナ内の情報を使用するからです。
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プレスキャン

キャプチャするアプリケーションをインストールする前に、マシンのベースライン イメージまたはス
ナップショットを作成すること。キャプチャ プロセスは、仮想ファイル システムと仮想レジストリにプ
レスキャン イメージとポストスキャン イメージの間の差分を格納します。ポストスキャン、スナップ
ショットも参照してください。

プロジェクト

パッケージをビルドする前にキャプチャ プロセスで作成されるデータ。キャプチャ プロセスでは、デ
フォルトのプロジェクト ディレクトリ名としてインベントリ名が使用されます。アプリケーション パッ
ケージをビルドする前に、プロジェクト ファイルのパラメータをカスタマイズできます。プロジェクト
からパッケージをビルドするまで、キャプチャされたアプリケーションを配布することはできません。

分離モード

物理環境に対する読み取り/書き込みアクセス権を決定するパッケージ設定。ThinApp には、WriteCopy、
Merged、Full という分離モードがあります。

ほ ポストスキャン

キャプチャするアプリケーションをインストールした後で、マシンのイメージまたはスナップショット

を作成すること。キャプチャ プロセスは、仮想ファイル システムと仮想レジストリにプレスキャン イ
メージとポストスキャン イメージの間の差分を格納します。プレスキャン、スナップショットも参照し
てください。
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