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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。

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
のドキュメンテーションの最新版を入手するには、http://www.vmware.com/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/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/support/phone_support 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/support/services にアクセスしてご確認ください。

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/services をご覧ください。 

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
http://www.vmware.com/support/services
http://www.vmware.com/services/
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1

ThinApp ソフトウェアは、複数のアプリケーションを分離および格納し、アプリケーションのカスタマイ
ズやさまざまなオペレーティング システムへの配布を簡素化し、アプリケーションの競合を排除します。

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 のインストール」 (13ページ )

「ThinApp インストール ファイルの検索」 (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、次のオペレーティング システム、アプリケーション、およびシステムがサポートされます。

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

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

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。

次のオペレーティング システムとアプリケーションはサポート対象外です。

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。

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 でパッケージングされている場合は動作し
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 ファイルを開く、編集する、および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 ドライバを表示または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削減されるものもあ
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 DLL
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。追加された 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削減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、次の推奨事項とベスト プラクティスに留意してください。

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 システムのみがインストールされた物理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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第 1 章 ThinApp のインストール

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。Windows XP 上でキャプチャされたパッケージのほとんどは、Windows 2000 で
も動作しますが、 場合によっては、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 のインストール
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するには、以下の手順に従います。

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 ファイルの検索
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。ライセンス情報を表示したり、Log Monitor ユーティリティを起動して最近のアクティビティを表
示するなどの操作を実行したりする場合、このディレクトリのファイルの検索が必要になることがありま

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。
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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。

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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Setup Capture ウィザードを使用して、アプリケーションをキャプチャすることができます。キャプチャ プ
ロセスは、1 つのアプリケーションを仮想環境にパッケージングし、アプリケーションの初期パラメータを
設定します。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方法の詳細については、付録 C「ス
ナップショットのコマンドとカスタマイズ」(99ページ )を参照してください。

この説明では、アプリケーション キャプチャの主要な例として Mozilla Firefox を使用します。トピックは、
以下のとおりです。

「キャプチャ プロセスの概要」 (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」 (22ページ )

キャプチャ プロセスの概要
キャプチャ プロセスには、以下のフェーズが含まれます。

クリーン マシンのベースライン イメージのスキャン。

ThinApp でキャプチャする必要があるアプリケーションのインストール。

アプリケーション固有の設定の構成。

たとえば、デフォルト ブラウザに Firefoxを設定、ホーム ページの設定、デフォルトのセキュリティの
設定。

アプリケーション インストール後のマシンのスキャン。

ThinApp では、初期のベースライン イメージとこのイメージとの差分を判定します。

実行ファイルの圧縮、サンドボックスの場所、アプリケーションへのドメイン ユーザー アクセスなど
の領域をカスタマイズする ThinApp パラメータの構成。

配布用仮想アプリケーション パッケージのビルド。

キャプチャ プロセス前のアプリケーションの依存関係の判定
アプリケーションをキャプチャする前に、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

存関係があるかどうか、そして、これらの依存関係をキャプチャするかどうかを判定します。VMware で
は、Application Link ユーティリティを使用して、実行時に個別のコンポーネントをリンクすることをお勧
めします。第 4章「アプリケーションの更新」(39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
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キャプチャ プロセスの開始前にアプリケーションを閉じる
システム保護のため、VMware では、ThinApp がスナップショットを取得する時に、ファイル システムを
変更する可能性があるウィルス スキャンなどのアプリケーションをシャットダウンすることをお勧めしま
す。

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
Setup Capture 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。

プレスキャン イメージとポストスキャン イメージを使ったキャプチャ プロセスの
開始

Setup Capture ウィザードは、アプリケーションのインストール前後の環境を判定するため、システムのス
キャンを複数回行って、キャプチャ プロセスを開始します。

プレスキャン イメージとポストスキャン イメージを使ってキャプチャ プロセスを開始するには、以下の手
順に従います。

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 マシン
にコピーします。

2 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。

3 (オプション ) [プレスキャン システム (Prescan System)] 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。

4 [スキャン (Scan)] 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。

5 [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リブートが必要な場合は、システムをリブートします。リブートする

と、Setup Capture ウィザードが再起動されます。

6 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。

7 (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プロンプトに応答してから、Setup 
Capture ウィザードを続行します 。

この時点ですべてのプロンプト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。

8 アプリケーションを閉じます。

9 Setup Capture ウィザードを最大化し、[ポストスキャン (Postscan)] をクリックしてマシンの別のス
キャンを続行し、[OK] をクリックしてポストスキャン操作を確認します。
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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。

アプリケーション ショートカットと追跡名の指定
エントリ ポイントとは、仮想アプリケーションを起動し、仮想アプリケーションへのアクセスを提供する
実行ファイルのことです。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、エンド 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。

ThinApp は、環境のトラブルシューティングまたはデバッグのために次のエントリ ポイントを提供します。

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て、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。
「Disabled」 (81ページ )を参照してください。

プライマリ データ コンテナは、エントリ ポイントとは異なり、読み取り専用の仮想ファイル システムと仮
想レジストリが含まれている唯一のファイルです。エントリ ポイントを選択するか、またはコンテナの名
前を入力することにより、プライマリ データ コンテナ ファイルを指定することができます。この名前は、
Package.ini ファイル内の ReadOnlyData パラメータ行の前に表示されます。「ReadOnlyData」 (82ページ
)を参照してください。

Package.ini ファイル内のインベントリ名は、アプリケーションの内部追跡を行う時に役に立ちます。

Setup Capture ウィザードでアプリケーション ショートカットおよび追跡名を指定するには、以下の手順
に従います。

1 [アプリケーション アクセス ショートカットの選択 (Select Application Access Shortcuts)] 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。

ウィザードにより、キャプチャ プロセス時に ThinApp がインストールした実行ファイルがリストに入
力され、デスクトップ ショートカットまたは [スタート ] メニュー ショートカットから直接アクセス可
能な実行ファイルが自動的に選択されます。

2 (オプション ) 環境をデバッグする場合、[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、リストからエントリ ポイント 
iexplore.exe、regedit.exe、および cmd.exe を選択します。

3 選択したエントリ ポイントのリストから、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 ) を選択します。
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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 と 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。

4 プライマリ コンテナのサイズが 200 MB と 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 ファイルを選択すると、すべてのアプリケーションは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。

5 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。

6 (オプション ) ThinApp がアプリケーションの内部追跡用に使用する、Package.ini ファイル内のイン
ベントリ名を変更します 。

thinreg.exe ユーティリティを使用するか、またはキャプチャされたアプリケーションを MSI ファイ
ルとして配布すると、インベントリ名が Windows の [プログラムの追加と削除 ] ダイアログ ボックス
に表示されます。

ユーザー グループとサンドボックス データの場所を指定する
ThinApp では、Active Directory グループを使用して、アプリケーションとサンドボックスの場所へのアク
セスが許可されます。たとえば、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。 ThinApp では、ネスト Active 
Directory グループはサポートされていません。たとえば、ユーザーがグループ A のメンバであり、グルー
プ A がグループ B のメンバである場合、ThinApp では、ユーザーはグループ A とグループ B のメンバとし
てではなくグループ A のメンバとしてのみ検出されます。

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。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。サンドボックスの詳細については、付録 B「ThinApp のサンドボックス」(95ページ )を参照してくだ
さい。

Setup Capture ウィザードでユーザー グループおよびサンドボックスの場所を指定するには、以下の手順
に従います。

1 (オプション ) [ユーザー グループとサンドボックスの場所の設定 (Set Up User Groups and Sandbox 
Location)] ページで、[追加 (Add)] をクリックして、Active Directory の情報を指定します。

オプション アクション

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。

オブジェクト名 (手動で入力 ) オブジェクト名を検索します。
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2 ThinApp のサンドボックスの場所を選択します。

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 スティックでの携帯、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、ユーザーのプロファイルを使用します。サンド
ボックスをネットワーク ドライブに保存する場合は、サンドボックスを作成する場所への絶対パスを
入力します。パスのサンプルは、\\thinapp\sandbox\Firefox のようになります。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。

ファイル システム アクセスの指定
分離モードは、仮想環境および物理環境に影響を与える変更を判別するのに役に立ちます。キャプチャ プ
ロセスで、Merged および WriteCopy 分離モードを設定して、物理ファイル システムへのさまざまなレベ
ルの書き込みアクセス権を指定することができます。Full 分離モード オプションは指定できません。ウィ
ザード外で使用可能な Full 分離モードの詳細については、「分離モードの変更」 (24ページ )を参照してくだ
さい。

Setup Capture ウィザード内での Merged および WriteCopy 分離モードの選択は、Package.ini ファイル内
の DirectoryIsolationMode パラメータの値に大きな影響を与えます。このパラメータは、キャプチャ プ
ロセス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、別の分離モードが個別の

ディレクトリの ##Attributes.ini ファイル内に存在する場合を除きます。DirectoryIsolationMode パ
ラメータの詳細については、「DirectoryIsolationMode」 (64ページ )を参照してください。

Merged 分離モードを使用すると、アプリケーションは、仮想アプリケーション パッケージ外の物理ファイ
ル システム上の要素を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に依存します。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、最終的にサンドボックスではなくユーザーが指定した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。

Setup Capture ウィザードで 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。

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

ThinApp は、以下のディレクトリに Merged 分離モードを割り当てます。

%Personal%

%Desktop%

%SystemSystem%\spool

ドキュメントをデスクトップおよび My Documents ( マ イ ド キ ュ メ ン ト ) フォルダに保存する場合、
Merged モードの選択に関係なく ThinApp はドキュメントを物理システムに保存します。これは、
Merged モードが C:\myfiles などのグローバル ロケーションに保存されたドキュメントに影響を与え
るためです。

ThinApp は Merged 分離モードからいくつかの場所を除外し、以下のディレクトリおよびそのサブ
ディレクトリに WriteCopy 分離モードを割り当てます。

%AppData%

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。

オプション アクション
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%Common AppData%

%Local AppData%

%Program Files Common%

%ProgramFilesDir%

%SystemRoot%

%SystemSystem%

ThinApp は、インストール時にアプリケーションが作成したすべての新規ディレクトリに Full 分離
モードを割り当てます。

Setup Capture ウィザードで Merged オプションを設定するのは、Package.ini ファイルで Merged モード
を設定するのと同じ効果があります。ただし、WriteCopy 分離モードが使用されているディレクトリ例外
は、ウィザード オプションのみに適用されます。ウィザードではディレクトリ例外が構成され、ディレク
トリ内に ##Attributes.ini ファイルが追加されます。ウィザード外で同じ結果を得るには、これらの
ディレクトリ例外を手動で構成する必要があります。

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。VMware では、従来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は WriteCopy モードを使用することをお勧めします。このモードでは、実際のシステ
ムではなくサンドボックス内にあるユーザー データ ファイルを検索するのが困難になります。ただし、こ
のモードは、ユーザーがオペレーティング ファイル システムおよびレジストリ ファイルに影響を与えない
ようなロック 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 では以下の操作が実行されま
す。

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

ThinApp は、以下のディレクトリに WriteCopy 分離モードを割り当てます。

%AppData%

%Common AppData%

%Local AppData%

%Program Files Common%

%ProgramFilesDir%

%SystemRoot%

%SystemSystem%

ThinApp は、以下のディレクトリに Merged 分離モードを割り当てます。

%Personal%

%Desktop%

%SystemSystem%\spool

ThinApp は、インストール時にアプリケーションが作成したすべての新規ディレクトリに Full 分離
モードを割り当てます。

Setup Capture ウィザードで WriteCopy オプションを設定するのは、Package.ini ファイルで WriteCopy 
分離モードを設定するのと同じ効果があります。ただし、ディレクトリ例外はウィザード オプションのみ
に適用されます。ウィザードではディレクトリ例外が構成され、ディレクトリ内に ##Attributes.ini 
ファイルが追加されます。ウィザード外で同じ結果を得るには、これらのディレクトリ例外を手動で構成す

る必要があります。
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選択した分離モードに関係なく、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
は 0 であり、これによって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 SandboxRemovableDrives 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は 0 であり、これによって書き込み操作は物理ドライブへ転送され
ます。

キャプチャされたアプリケーションの仮想要素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、仮想レジストリ要素と物理レジストリ要

素は区別されません。ただし、同じ場所に両方の要素が存在する場合は、常に仮想レジストリ要素が物理レ

ジストリ要素より優先されます。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要素を削除し、これらの仮想レジストリ要素の親要素

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。子要素は親要素から分離モードを
継承するため、親要素の Full 分離モードでは、アプリケーションが物理子要素を参照できないようにブ
ロックすることができます。

Setup Capture ウィザードでファイル システム アクセスを指定するには、以下の手順に従います。

[ファイル システム アクセスの指定 (Specify File System Access)] ページで、分離モードを選択し、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とレジストリ キーを指定します。

アプリケーション配布設定の指定

アプリケーションのファイル形式、パッケージのサイズ、および ThinApp プロジェクトの場所を指定でき
ます。プロジェクトとは、キャプチャ プロセスで作成されたデータのことです。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。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。

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。ただし、アプリケーション配
信ツールと統合される他のアプリケーション (Microsoft Office など ) は、MSI パッケージとして正常に動作
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 パネルへの拡張子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。

MSI ファイルの詳細については、「MSI データベースのビルド」 (29ページ )を参照してください。

Setup Capture ウィザードでアプリケーション配布設定を指定するには、以下の手順に従います。

1 (オプション ) 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。ウィ
ザードで選択したインベントリ名により、デフォルトのプロジェクト ディレクトリ名が決定されます。

2 (オプション ) [MSI パッケージのビルド (Build MSI package)] チェック ボックスを選択して、MSI 
ファイル名を変更します。

オプショ
ン アクション

Merged 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。

WriteCopy 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、大部分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、物理ファイル 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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3 (オプション ) USB スティックなどの場所用にサイズが小さい実行ファイルを作成するには、[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。

通常の場合では、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
ションが起動される初期ブロックを ThinApp が解凍する際に、アプリケーションのパフォーマンスが
下がります。

4 [保存 (Save)] をクリックしてプロジェクトを作成します。

仮想アプリケーションのビルド

アプリケーション パッケージは、キャプチャされたアプリケーションの実行または配布を行うのに使用す
る実行ファイルまたは MSI ファイルです。ThinApp プロジェクトから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ことができます。たとえば、Firefox 2.0.0.3 をキャプチャした
場合、プロジェクト ファイルの場所は C:\Program Files\VMware\VMware ThinApp\Captures\Mozilla 
Firefox 2.0.0.3 になります。アプリケーションの実行ファイルまたは MSI ファイルをビルドする前に、
プロジェクトを参照してキャプチャ プロセス時に設定されたパラメータが含まれている Package.ini ファ
イル内の設定 (Active Directory 仕様など ) を更新できます。Package.ini の詳細な構成については、
「Package.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。

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。細分化されたフォルダ レベルでの分離モード設定により、Package.ini ファイル
の全体的な分離モード設定が上書きされます。

32 ビット オペレーティング システム上でアプリケーションをキャプチャし、64 ビット オペレーティング 
システム上でビルドする場合は、64 ビット オペレーティング システムが搭載されているマシン上の 
THINSTALL_BIN 環境パラメータを、C:\Program Files (x86)\VMware\VMware ThinApp に設定する必要
があります。アプリケーションをキャプチャしたマシン上でパッケージをビルドする必要はありません。プ

ロジェクトを別のコンピュータにコピーして、キャプチャに使用したマシンを廃棄することができます。

Setup Capture ウィザードで仮想アプリケーションをビルドするには、以下の手順に従います。

1 (オプション ) [アプリケーション パッケージのビルド (Build Application Package)] ページで、
[Package.ini の編集 (Edit Package.ini)] をクリックしてアプリケーション パラメータを変更します。

2 (オプション ) Windows エクスプローラで ThinApp プロジェクト ファイルを参照するには、[プロジェ
クト フォルダを開く (Open project folder)] をクリックします。

3 (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。

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 ファイルを使用して、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。

4 [ビルド (Build)] をクリックして、Setup Capture プロセス時にインストールしたファイルが含まれて
いる実行ファイルまたは MSI ファイルをビルドします。

5 [終了 (Finish)] をクリックします。

変更を行う必要がある場合は、[終了 (Finish)] をクリックした後でも随時パッケージを再ビルドするこ
とができます。

上級者用のパッケージ構成
上級ユーザーであれば、Setup Capture ウィザード外で、Package.ini や ##Attributes.ini ファイルな
どの構成ファイルを変更することができます。
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Package.ini ファイル内の設定の変更
Package.ini ファイルには構成の設定が含まれており、このファイルはキャプチャされたアプリケーショ
ン フォルダに置かれています。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。

以下のパラメータは、変更可能な設定の例です。

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

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。

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 ― ThinApp のサンドボックスに名前を付けます。

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。

アプリケーションの実行ファイルが USB 上の場所にある場合は、サンドボックスをその場所に設定す
ることができます。

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。

ThinApp がパッケージをインポートできない場合は、ThinApp によりベース アプリケーションが停止
されます。

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。

ThinApp がパッケージをインポートできない場合でも、ベース アプリケーションを起動することがで
きます。

Package.ini のすべてのパラメータについては、付録 A「パッケージ パラメータの構成」(61ページ )を参
照してください。

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

Package.ini 内のパラメータを編集するには、以下の手順に従います。

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

また、Firefox にプロトコルを引き継がない場合は、Protocols パラメータをコメント行にします。

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。
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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 ファイルでは、構成設定がディレクトリ レベルで適用されます。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。

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。

全アプリケーションではなくサイズが大きいファイルが置かれている特定のフォルダのみを圧縮するには、

##Attributes.ini ファイル内の CompressionType パラメータを使用して、ファイルをフォルダ レベルで
圧縮します。

##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
テキスト エディタを使用して、##Attributes.ini ファイルを更新します。

##Attributes.ini 内のパラメータを編集するには、以下の手順に従います。

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。

分離モードの変更

ThinApp では、Setup Capture ウィザードで Merged および WriteCopy 分離モードを選択することができま
す。これらのモードの詳細については、「ファイル システム アクセスの指定」 (19ページ )を参照してくださ
い。

ThinApp 構成ファイルでは、ウィザード外で 3 番目の分離モード Full を使用することができます。Full分
離モードでは、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、
仮想環境が保護されます。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。

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ります。

Package.ini および ##Attributes.ini ファイルで、分離モードを変更することができます。
「Package.ini ファイルを編集する」 (23ページ )および 「##Attributes.ini ファイルを編集する」 (24ページ )
を参照してください。アプリケーション更新の分離モードへの影響の詳細については、「Application Link 
を使用した場合の分離モードへの影響」 (44ページ )を参照してください。
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キャプチャされたアプリケーションを操作する場合、配布ツール、thinreg.exe ユーティリティ、MSI 
ファイル、および Active Directory の操作が必要になることがあります。

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」 (25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」 (26ページ )

「MSI データベースのビルド」 (29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」 (31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」 (32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」 (34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」 (36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」 
(29ページ )を参照してください。

VMware View 環境での ThinApp の配布
VMware View を操作する場合、ワークフローでは以下のタスクが必要になります。

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。

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」 (26ページ )を参照してください。

アプリケーションの配布 3
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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にあります。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
この基本的なオプションは、ディスク使用量が制限されている環境で使用します。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
ThinApp では、.doc ドキュメントや .html ページなどのファイルを開くには、thinreg.exe ユーティリ
ティを使用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自動的に起動するためです。

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。ユーティリティを使用すると、Quicktime や 
Microsoft Outlook 2007 のメール コントロール パネル アプレットなど、アプリケーションのコントロール 
パネル拡張を表示できます。.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
ThinApp には、アプリケーション パッケージを更新するための Application Sync ユーティリティが用意さ
れています。Application Sync ユーティリティは、thinreg.exe ユーティリティに対して以下の影響を与
えます。

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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Application Sync ユーティリティについては、「Application Sync の更新」 (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
この例では、サンプルの thinreg.exe 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」 (27ページ )を参照してくだ
さい。

thinreg.exe ユーティリティを実行するには、以下の手順に従います。

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」 (67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"
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MSI データベースのビルド
Setup Capture ウィザードで 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 はデータベースのサイズに応じて、特定のファイルを含む MSI データベースを作成します。

2 GB 未満のデータベースの場合、MSI データベースは、キャプチャされた実行ファイル、インストー
ラ ロジック、および thinreg.exe ユーティリティで構成されます。

2 GB を超えるデータベースの場合、MSI データベースは、インストーラ ロジックと thinreg.exe ユー
ティリティで構成されます。ThinApp は、キャプチャされた実行ファイルをキャビネット ファイルに
格納します。たとえば、ファイルは <inventory_name>_1.CAB と <inventory_name>_2.CAB になる
場合があります。.CAB ファイルは、MSI ファイルと同じディレクトリに存在する必要があります。
ThinApp では、完全なインストーラを作成するために、このファイルを MSI ファイルと一緒に配布す
る必要があります。

Package.ini パラメータを使用した MSI ファイルのカスタマイズ
MSI ファイルの動作をカスタマイズするには、次に示すパラメータなど、Package.ini のパラメータを変
更し、アプリケーション パッケージを再ビルドします。

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」 (30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。

/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"

表 3-1  オプションの thinreg.exe パラメータ (続き )

パラメータ 目的 使用例
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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」 (30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」 (89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 ファイルを生成するには、MSIFilename パラメータの値を入力する必要があります。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」 (29ページ )および 
「MSI ファイルの構成」 (89ページ )を参照してください。

MSI パラメータを編集するには、以下の手順に従います。

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
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。

管理者に対して個別マシンのデータベース インストールを作成し、他のユーザーに対して個別ユー
ザーのインストールを作成するには、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」 (89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。

個別ユーザーに対して MSI 配布を強制実行するには、以下の手順に従います。

コマンドラインで、msiexec /i <database>.msi ALLUSERS="" コマンドを入力します。
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マシン上のすべてのユーザーに対して MSI 配布を強制実行するには、以下の手順に従います。

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

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には、以下の手順に従います。

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。

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、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 の値を指定するか、コマンドラインか
ら個別ユーザーのインストールを強制実行すると、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、
ログオフ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。
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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」 
(67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]

...

...

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]
...
...

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。
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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。

図 3-2  アプリケーション ストリーミング
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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。

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。

ネットワークからパッケージをストリーミングするには、以下の手順に従います。

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。
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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。デフォルトの構成オプションを確認してください。

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。

ネットワーク マッピングされたドライブ ― デフォルトでは、アクセス権限を持つユーザーはネット
ワークのマッピングされた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 パスの
任意の場所に対して読み書きできます。

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 )。
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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。

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。「分離モードの変更」 (24ページ )を参照してください。

分離モードを調節して、表 3‐2 に示されている問題を解決することができます。

表 3-2  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。
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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。

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。

表 3-2  分離モードを使用するサンプルの問題と解決策 (続き )

問題 解決策
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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キャ

プチャされた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」 (39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」 (45ページ )

「アプリケーションの自動更新」 (47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」 (48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」 (49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の新バージョンまたは新コンポーネントを更新できます。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 ユーティリティでは、配布された仮想アプリケーションが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必要がある場合などです。

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 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」 (86ページ )を参照してください。

Firefox 2.0.0.3 を Firefox 3 に更新するには、以下の手順に従います。

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 ファイルを編集します。

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。
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不適切な更新を修正するには、以下の手順に従います。

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。

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、「アプリ
ケーション ショートカットと追跡名の指定」 (17ページ )を参照してください。

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 個のパッケージのリンクがサポートされて
います。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 のインストールが許可されていない
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。

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。

Application Link ユーティリティを使用すると、単一の仮想化された Microsoft Office をすべてのユー
ザーに配布し、各ユーザーに対して個別のアドオン コンポーネントを配布することができます。

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。



ThinApp ユーザーズ ガイド

42 VMware, Inc.

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
データを転送する必要があります。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」 (84ページ )を参照してください。

アプリケーションを Microsoft .NET にリンクするには、以下の手順に従います。

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。

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。
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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」 (84ページ )を参照してください。

ネスト リンクをセットアップするには、以下の手順に従います。

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

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、「権限とセキュリティの構成」 (67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に変更を加えると、
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 パッケージを以下の順序で
インポートします。

ベース アプリケーション

a.exe

b.exe

アルファベット順にロードされたプラグイン

a.exe のネスト プラグイン

b.exe のネスト プラグイン

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

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」 (43ページ )を
参照してください。
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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。

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。
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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。

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 とマージする方法

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。



VMware, Inc. 47

第 4 章 アプリケーションの更新

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。

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。

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」 (95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。
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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」 (45ページ
)を参照してください。

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」 (45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。

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」 
(39ページ )を参照してください。
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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をアップグレードするには、以下の手順に従います。

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。

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。
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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」 (51ページ )

「Log Monitor の操作」 (51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」 (58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」 (51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 の監視およびトラブルシュー
ティング 5
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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。

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を行うには、以下の手順に従います。

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

でエラーの根本的な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。
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Log Monitor の高度な操作を行うには、以下の手順に従います。

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 (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。
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*** 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。

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。
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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。

<- 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 関数のコードを特定します。

->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。
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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
.
.
... 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」 (53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



VMware, Inc. 57

第 5 章 ThinApp の監視およびトラブルシューティング

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 関数を特定する 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。

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 
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cmd.exe エントリの詳細な調査を実行する方法

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]

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 ʺ.ʺ 
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。キーが見つからない場合、新

しい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。
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Microsoft Outlook のレジストリ キーの Full 分離モードを設定するには、以下の手順に従います。

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するには、以下の手順に従います。

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。

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 Explorer 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。

以下の方法を使用して、仮想環境内で Windows Explorer 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。
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[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 がロードされないようにするには、以下の手順に従います。

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

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。
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。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する必要があります。

パラメータによって分離モードとビルド オプション (MSI、Application Link、Application Sync、およびア
プリケーション エントリ ポイントの設定など ) の構成を変更できます。Setup Capture ウィザードで、特定
の Package.ini パラメータの初期値が設定されます。「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。

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」 (62 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」 (62 ページ )

「ThinApp ランタイムの構成」 (62 ページ )

「ファイル システムとレジストリ分離の構成」 (64 ページ )

「ファイルとプロトコルの関連付けの構成」 (65 ページ )

「ビルド出力の構成」 (66 ページ )

「権限とセキュリティの構成」 (67 ページ )

「オブジェクトと DLL ファイルの構成」 (69 ページ )

「ストレージの構成」 (72 ページ )

「プロセスとサービスの構成」 (74 ページ )

「ファイル サイズとブロック サイズの構成」 (76 ページ )

「アイコンの構成」 (77 ページ )

「ロギングの構成」 (78 ページ )

「バージョンの構成」 (79 ページ )

「ロケール情報の構成」 (80 ページ )

「個々のアプリケーションの構成」 (81 ページ )

「Application Link を使用した依存アプリケーションの構成」 (84 ページ )

「Application Sync を使用したアプリケーション更新の構成」 (86 ページ )

「MSI ファイルの構成」 (89 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」 (92 ページ )

パッケージ パラメータの構成 A
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Package.ini ファイルの構造
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。

Package.ini パラメータの配置
Package.ini ファイルの角かっこのセクションには、適切なセクション下に置かれたパラメータが必要で
す。これらのセクションには、次のヘッダーがあります。

[BuildOptions]

[<application>.exe]

[FileList]

[Compression]

[Isolation]

これらのセクションに適用されないパラメータは、特定のヘッダーの下に置く必要はありません。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。[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必要があるときは、
[FileList] ヘッダーをファイルに手動で追加できます。

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

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、Compression、および ExcludePattern 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」 (24 ページ )を
参照してください。

ThinApp ランタイムの構成
ランタイム構成タスクは、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対応す

るパラメータを必要とします。

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 USB ディスクなどのリムーバ
ブル ディスクから実行したとき、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。このパラメータは、起動が遅い場合やアプリケーションのパフォーマンスに対応する必要がある

場合に便利です。

ThinApp 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はローカル ハード ディスク上のスタブ実行ファイル
を使用します。このプロセスは、ネットワーク共有またはリムーバブル ディスクから起動される実行ファ
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。
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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起動できるようにします。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、大きなパッケージからランタイムを

ロードし、残りのアプリケーションをネットワーク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。

例

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 ディスクから起動される場合、
NetRelaunch パラメータのデフォルト値はローカル スタブ ファイルを使用してアプリケーションを再起動
します。

[BuildOptions] 
NetRelaunch=1

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 パラメータを無効に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 (EULA: End User License 
Agreement) の表示を制御します。このパラメータは、従来の EULA 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 パラメータのデフォルト値では、EULA は表示されません。

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

EULA を表示できます。

[BuildOptions]
;Turn on display of EULA (EULA を表示す る )
RuntimeEULA=1

VirtualComputerName
VirtualComputerName パラメータは、コンピュータ名を仮想化します。これは、キャプチャ マシンと同じ
名前ではない配布マシンに便利です。

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マシン名を使用したり、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。キャプチャされたアプリケー

ションの場合、アプリケーションがどのマシンでも実行されるように、コンピュータ名は仮想になります。

このパラメータは、GetComputerName および GetComputerNameEx API 関数がキャプチャされたアプリ
ケーションに返す文字列です。

例

キャプチャ マシンに LOCALHOST 名がない場合、ThinApp はパラメータをコメント アウトします。

;VirtualComputerName=<original_machine_name>
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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。

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。

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有効にできます。

例

Windows 64 ビット (WOW64) エミュレーションで Windows を使用しない場合は、パラメータをコメント 
アウトしたまま残します。

[BuildOptions]
;Wow64=0

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
ミュレートできます。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

ファイル システムとレジストリ分離の構成
分離モード パラメータは、ファイル システムおよびレジストリ キーに対する書き込み権限を指定します。

DirectoryIsolationMode
DirectoryIsolationMode パラメータは、物理ファイル システムに対し、ディレクトリの書き込みアクセ
ス権のレベルを指定します。ThinApp には、Merged、WriteCopy、Full という分離モードがあります。こ
のパラメータは、特定の設定を持たないアプリケーション パッケージ ディレクトリのデフォルト分離モー
ドを制御します。デフォルト設定は、アプリケーション キャプチャ プロセスによって異なります。

Package.ini ファイルは、プロジェクトのデフォルト分離モードを設定します。特定のディレクトリと子
ディレクトリの分離モードを指定するには、個々の ##Attributes.ini ファイルで Package.ini ファイル
を上書きします。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。このパラメータ エントリの前に [Isolation] ヘッダーを追加する必要があります。

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。

分離モードの定義と影響については、「ファイル システム アクセスの指定」 (19 ページ )を参照してください。
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例

分離モード WriteCopy を使用すると、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がで
きますが、ホスト コンピュータへの書き込みはできません。これは、snapshot.exe ユーティリティのデ
フォルト設定です。

[Isolation]
DirectoryIsolationMode=WriteCopy

分離モード Merged を使用すると、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 キーのデフォルトの分離モー
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。

分離モードの定義の詳細については、「ファイル システム アクセスの指定」 (19 ページ )を参照してくださ
い。レジストリ分離モードは、Package.ini ファイルにのみ存在します。Setup Capture ウィザードでは、
この設定は構成できません。

例

RegistryIsolationMode パラメータを使用して、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することができます。
Package.ini ファイルにレジストリの分離モードを指定しないと、デフォルト値は WriteCopy になります。

[Isolation] 
RegistryIsolationMode=WriteCopy 

RegistryIsolationMode パラメータを使用して、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
ファイルとプロトコルのパラメータは、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します。

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、追加できないデフォルト値が生成されます。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 パッケージのデフォルト値は、.doc.docx です。Microsoft Office 2007 を仮想化し、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 リストから .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 プロセスでは、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
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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、追加できないデフォルト値が生成され
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、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
ビルド パラメータは、ビルド出力の場所と、パッケージから除外するファイルを指定します。

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

デフォルトの必須値では、プロジェクトの bin ディレクトリを指定します。

[BuildOptions]
OutDir=bin

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。

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 
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権限とセキュリティの構成
セキュリティ タスクは、パッケージへのユーザー アクセスを定義するパラメータを必要とし、Data 
Execution Prevention (DEP) 保護を変更します。

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。デフォルト設定は、You are not currently authorized to run this 
application. Please contact your Administrator ( 現在 こ の ア プ リ ケ ー シ ョ ン の実行を許可 さ れ て

い ま せ ん。 管理者に問い合わ せ て く だ さ い ) です。

例

AccessDeniedMsg 文字列をテクニカル サポート番号を使用してカスタマイズできます。

[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の処理を指定します。

Windows XP SP2、Windows Server 2003、およびそれ以降のバージョンとオペレーティング 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、
いくつか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。

例

AddPageExecutePermission パラメータのデフォルト値では、DEP 保護を変更できません。

[BuildOptions] 
AddPageExecutionPermission=0

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

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。
[BuildOptions] ヘッダーの下でこのパラメータを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。
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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 を入力する場合は、
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。

このパラメータでは、ネスト Active Directory グループはサポートされません。たとえば、ユーザーがグ
ループ A のメンバであり、グループ A がグループ B のメンバである場合、ThinApp では、ユーザーはグ
ループ A とグループ B のメンバとしてではなくグループ A のメンバとしてのみ検出されます。

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。

例

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

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。



VMware, Inc. 69

付録 A パッケージ パラメータの構成

例

プログラムに管理者権限が必要であることを指定できます。

[BuildOptions]
UACRequestedPrivilegesLevel=requireAdministrator

UACRequestedPrivilegesUIAccess
Windows Vista 以降のバージョン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いくつ
かの要素が保護されます。通常、仮想アプリケーションでは保護された要素へのアクセスは要求されませ

ん。ユーザー インターフェイスへのアクセス権を指定するには、UACRequestedPrivilegesUIAccess パ
ラメータに true ( 真 ) または false ( 偽 ) の値を割り当てます。

UACRequestedPrivilegesUIAccess パラメータは、値を変更するためではなく、Microsoft アプリケー
ション マニフェストに並行機能を提供するために存在します。

例

デフォルト値の false ( 偽 ) では、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ません。

[BuildOptions]
UACRequestedPrivilegesUiAccess=false

オブジェクトと DLL ファイルの構成
ThinApp パラメータを使用して、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、ThinApp または Windows が特定の COM オブジェクトの CLSID 
キーを作成するかどうかを制御します。

デフォルトでは、ThinApp はすべての COM オブジェクトを仮想環境内に作成します。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。

例

アプリケーションがオブジェクトを作成したら、仮想環境外で 2 つの COM オブジェクトを実行するよう 
ThinApp に指示することができます。

[BuildOptions] 
ExternalCOMObjects={8BC3F05E-D86B-11D0-A075-00C04FB68820};{7D096C5F-AC08-4F1F-BEB7-5C22C517CE39} 

ExternalDLLs
ExternalDLLs パラメータは、Windows に仮想ファイル システムから 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 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 に渡します。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。たとえば、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 ファイルがあるとします。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。
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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

ThinApp に対して、inject.dll および injectme2.dll ファイルのローディング プロセスを Windows に
渡すように指示できます。

[BuildOptions] 
ExternalDLLs=inject.dll;injectme2.dll

IsolatedMemoryObjects
IsolatedMemoryObjects パラメータは、他のアプリケーション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。共有メモリ オブジェクトは、名前を付けることも、匿名のままにすること
もできます。名前付きオブジェクトは、同じユーザー アカウントで実行されている他のアプリケーション
から認識できます。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。

ThinApp は、埋め込みの Internet Explorer インスタンスが使用する共有メモリ オブジェクトを分離します。
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、こ
れらのユーティリティ間で競合が発生します。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

名前に outlook が含まれるオブジェクトと、名前が My Shared Object ( 共有オ ブ ジ ェ ク ト ) と完全一致
するオブジェクトの 2 種類の共有メモリ オブジェクトを分離できます。

[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。

Windows には、以下の名前付き同期オブジェクトがあります。

Mutex ( ミ ュ ー テ ッ ク ス )

このオブジェクトにアクセスするには、OpenMutex と CreateMutex を使用します。

Semaphore ( セ マ フ ォ )

このオブジェクトにアクセスするには、OpenSemaphore と CreateSemaphore を使用します。

Events ( イ ベ ン ト )

このオブジェクトにアクセスするには、OpenEvent と CreateEvent を使用します。

アプリケーションが失敗するかエラーが発生すると、仮想環境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なければならない場合がありま
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。
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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

名前に outlook が含まれるオブジェクトと、名前が My Shared Object ( 共有オ ブ ジ ェ ク ト ) と完全一致
するオブジェクトの 2 種類の同期オブジェクトを分離できます。

[BuildOptions] 
IsolatedSynchronizationObjects=*outlook*;My Shared Object ( 共有オ ブ ジ ェ ク ト ) 

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選択する必要が
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、Setup Capture 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。

例

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
スできないようにすることができます。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。

SandboxCOMObjects=1

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することが
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。
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キャプチャされたアプリケーションは、ホスト システムから COM オブジェクトを作成できます。また、
ThinApp によって仮想環境に登録される COM オブジェクトも作成できます。

VirtualizeExternalOutOfProcessCOM 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 オブジェクトの処理方法を決定します。ThinApp 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
仮想環境で実行します。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、
VirtualizeExternalOutOfProcessCOM パラメータを使用して、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 のリストを明示的に示します。

例

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できます。

[BuildOptions]
VirtualizeExternalOutOfProcessCOM=0

デフォルト値を使用すると、外部のプロセス外 COM オブジェクトすべてが仮想環境で実行されます。

[BuildOptions]
VirtualizeExternalOutOfProcessCOM=1

ストレージの構成
ThinApp パラメータを使用してファイル ストレージを構成し、仮想デバイスをセット アップできます。

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
のパスを設定します。このパラメータを使用して、キャッシュ ディレクトリを強制的に別のドライブに置
くことができます。

このパラメータにはマクロ (%Local AppData% など ) を含めることができます。マクロは使用前に展開され
ます。相対パスの場合は、パッケージが保存されているディレクトリへの相対パスとして解釈されます。

THINSTALL_CACHE_DIR 環境パラメータを使用して、このパラメータを実行時に上書きできます。

CachePath パラメータと THINSTALL_CACHE_DIR 環境パラメータのどちらも指定されていない場合、デ
フォルトの場所が使用されます。デフォルトの場所は、Package.ini ファイルに SandboxPath パラメータ
が存在するかどうかで決まります。SandboxPath パラメータが存在し、相対パスが設定されている場合、
そのパスが CachePath のデフォルトになります。SandboxPath 設定が存在し、絶対パスが設定されている
場合、CachePath のデフォルトは %Local AppData%\Thinstall\Cache\Stubs になります。

例

キャッシュ ディレクトリを C:\VirtCache に設定できます。

CachePath=C:\VirtCache

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。

USB キーを使用すると、サンドボックスを強制的に USB キーに置くこともできます。パッケージを USB 
キーの \VirtApps ディレクトリに保存すると、強制的にキャッシュ ディレクトリをその USB キーに置くこ
とができます。

CachePath=Sandbox

UpgradePath
UpgradePath パラメータは、情報の場所と更新するファイルを指定します。Application Sync と整数更新
で、この場所が使用されます。
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デフォルトでは、Application Sync ユーティリティは、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きます。整数更新も同様に機能します。デフォルト

の場所に限られたスペースしかない場合、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 パラメータを使用して代わりの場所を指定します。パスに、環境パラメータ
を使用できます。フォルダ マクロは使用しないでください。

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」 (39 ページ )を参照してください。

例

アプリケーション実行ファイルがあるデフォルトの場所に更新ファイルを保存する代わりに、ThinApp に 
C:\Program Files\MyAppUpgrades からアプリケーションの更新を検出するよう指示することができま
す。

[BuildOptions] 
UpgradePath=C:\Program Files\MyAppUpgrades 

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。

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

イブ文字がクライアント コンピュータ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
プリケーションの中には、D: ドライブが CD‐ROM で、データ ファイルは D:\\media に存在すると想定し
ているものがあります。

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、特に上書きしない限り、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。仮想ドライブを Merged ( マ ー ジ ) に設定した IsolationMode パラメータで構
成すると、そのドライブは物理システムに存在しないため、書き込み操作はすべて失敗します。

プロジェクトでは、アプリケーションのキャプチャ時点で存在するドライブの仮想ドライブ情報をリストを

示します。VirtualDrives 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。VirtualDrives パラメータには、以
下の情報が含まれます。

Drive は、A ～ Z までの 1 文字。

Serial は、8 桁の 16 進数。

Type は、FIXED、REMOVABLE、CD-ROM、RAMDISK のいずれか。

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。

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。
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VirtualDrives= Drive=A, Serial=12345678, Type=REMOVABLE; Drive=B, Serial=9ABCDEF0, Type=FIXED 

基本的な使用方法では、仮想ドライブ文字を 1 つだけ指定します。デフォルトでは、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。

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。

仮想ドライブの分離設定の変更

仮想ドライブの分離モードを変更するために ##Attributes.ini ファイルの使用が必要になる場合があり
ます。

仮想ドライブの分離モードを指定するには、以下の手順に従います。

1 ThinApp プロジェクトに %Drive_X% フォルダを追加します。

2 新しいディレクトリに、##Attributes.ini ファイルを追加してドライブ文字の分離モードを指定し
ます。

プロセスとサービスの構成
プロセスとサービスの構成には、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パラメータが必要です。

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。たとえば、音声認識アプリケーションをキャプチャ

する場合など、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ることがあります。

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

AllowExternalProcessModifications パラメータのデフォルト値では、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。

[BuildOptions]
AllowExternalProcessModifications=0

デフォルトの阻止動作を止めるには、Package.ini ファイルに手動で 
AllowExternalProcessModifications パラメータを追加し、値を 1 に設定します。

[BuildOptions]
AllowExternalProcessModifications=0

AllowUnsupportedExternalChildProcesses
AllowUnsupportedExternalChildProcesses パラメータは、仮想化されたアプリケーションが子 64 ビッ
ト プロセスを作成できないようにするかどうかを指定します。子 64 ビット プロセスを仮想環境ではなく物
理環境に作成できます。
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値を指定しない場合、デフォルトの動作では、サポートされていない外部プロセスを使用できます。

例

AllowUnsupportedExternalChildProcesses パラメータのデフォルト設定では、ThinApp は 64 ビット 
アプリケーションを物理環境で実行します。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。

[BuildOptions]
AllowUnsupportedExternalChildProcesses=1

ThinApp が仮想環境外に 64 ビットの子プロセスを生成するのを防止できます。

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。

デフォルトの動作では、最後の非サービスの子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し

ます。AutoShutdownServices パラメータは、ThinApp に、他のすべてのプロセスが終了してもサービス
の実行を続けるように指示します。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

アプリケーションが終了しても、引き続き仮想サービスを実行できます。

[BuildOptions] 
AutoShutdownServices=0 

最後の非サービス アプリケーションが終了したら、仮想サービスを停止できます。これはデフォルトの動
作です。

[BuildOptions] 
AutoShutdownServices=1 

AutoStartServices
AutoStartServices パラメータは、最初の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。

デフォルトの動作では、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します。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。AutoStartServices パラ
メータを使用して、仮想サービスの自動起動を無効にできます。

例

仮想サービスを起動しないように設定できます。

[BuildOptions] 
AutoStartServices=0 

最初のプロセスが開始したときに仮想サービスを起動できます。これはデフォルトの動作です。

[BuildOptions] 
AutoStartServices=1 

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。

ChildProcessEnvironmentExceptions パラメータを使用して、特定の例外を作成できます。
「ChildProcessEnvironmentExceptions」 (76 ページ )を参照してください。
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例

デフォルトのエントリでは、すべての子プロセスが仮想環境内に作成されます。

[BuildOptions]
ChildProcessEnvironmentDefault=Virtual

値を External ( 外部 ) に設定すると、子プロセスが仮想環境の外部に作成されます。

[BuildOptions] 
ChildProcessEnvironmentDefault=External ( 外部 )

ChildProcessEnvironmentExceptions
ChildProcessEnvironmentExceptions パラメータは、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

ファイル サイズとブロック サイズの構成
ThinApp パラメータを使用して、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。

使用するブロック 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 ファイルに指定できます。このブロック サイズは特に指定されてい
ない限り、プロジェクト内のすべてのファイルのデフォルトになります。また、このパラメータは 
##Attributes.ini ファイルにも指定できます。このブロック サイズは、現在のディレクトリとすべての
サブディレクトリのブロック サイズを上書きします。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

デフォルトのブロック サイズを 64 KB に設定できます。

[Compression]
BlockSize=64k
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他のブロック サイズを指定できます。

BlockSize=128k
BlockSize=256k
BlockSize=512k
BlockSize=1M

CompressionType
CompressionType パラメータは、圧縮値を None ( な し ) または Fast ( 高速 ) に設定します。

None ( な し ) は、アプリケーションをキャプチャするときのデフォルト値です。この値は、テスト目的で
アプリケーションを迅速にビルドする場合に便利です。圧縮しないことで、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、アプリケーションの起動時間が短縮されます。

圧縮を Fast (高速 ) に設定すると、解凍速度が速くなり、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。高速圧縮の圧縮率は、ZIP アルゴリズムと同程度です。

表 A‐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。

CompressionType パラメータは Package.ini ファイルに指定できます。この圧縮タイプは特に指定されて
いない限り、プロジェクト内のすべてのファイルのデフォルトになります。また、このパラメータは 
##Attributes.ini ファイルにも指定できます。この圧縮タイプは、現在のディレクトリとすべてのサブ
ディレクトリの圧縮アルゴリズムを上書きします。1 つのプロジェクト内の複数のディレクトリに異なる圧
縮アルゴリズムを使用できます。

例

圧縮を行わずに、ビルド時間とロード時間を短縮できます。これはデフォルトの動作です。

[Compression] 
CompressionType=None ( な し ) 

高速圧縮を使用すると、ビルド時間は長くなりますが、ロード時間を短縮できます。

[Compression] 
CompressionType=Fast ( 高速 )

アイコンの構成
ThinApp パラメータを使用して、アイコンを追加または削除できます。

Icon
Icon パラメータは、生成された実行ファイルに使用するアイコン ファイルを指定します。

デフォルトでは、生成された各アプリケーションはソース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。.ico ファイルまたは実行ファ
イルを指定して、別のアイコンを使用することができます。

表 A-1  圧縮率と起動時間の例

圧縮タイプ None Fast

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

NULL( ヌ ル ) という値を指定すると、アイコンのない実行ファイルを生成できます。ファイル タイプ ディ
レクティブを使用する場合は、NULL( ヌ ル ) という値は使用しないでください。実行ファイル イメージに
よって、ファイル タイプごとに 1 つのアイコンが割り当てられます。

[myapp.exe]
Source=%ProgramFilesDir%\myapp\app.exe
Icon=NULL

Source の実行ファイルと異なる実行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。

[myapp.exe]
Source=%ProgramFilesDir%\myapp\app.exe
Icon=%ProgramFilesDir%\myapp\app2.exe

アイコン パスの最後に ,1 ,2 を付加して、使用するセットを指定できます。

[myapp.exe]
Source=%ProgramFilesDir%\myapp\app.exe
Icon=%ProgramFilesDir%\myapp\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。

[myapp.exe]
Source=%ProgramFilesDir%\myapp\app.exe
Icon=%ProgramFilesDir%\myap\myicon.ico

RetainAllIcons
RetainAllIcons パラメータは、ソース実行ファイルの元のアイコンすべてをキャプチャされた実行ファイ
ルに保持します。

デフォルトでは、tlink.exe ユーティリティが、ソース実行ファイルを使用して新しい実行ファイルを作
成します。ディスク容量を削減するために、新しい実行ファイル イメージにはシステム シェルから表示で
きるアイコンのみが含まれます。パッケージには、それ以外のすべてのアイコンが含まれます。アプリケー

ションの実行中は、常にアプリケーションからアイコンにアクセスできます。アイコンは ThinApp で圧縮
できないため、システムがアクセスできるアイコンのディスク サイズはより大きくなります。システム 
シェルから、アプリケーションの元のアイコンすべてを表示できるようにする必要が生じる場合もありま

す。

例

tlink.exe ユーティリティに、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指示できます。

[app.exe] 
Source=%ProgramFilesDir%\myapp\app.exe 
RetainAllIcons=1 

デフォルトの動作では、使用されないアイコンは、実行ファイルの物理環境で表示できる部分から削除され

ます。

[app.exe] 
Source=%ProgramFilesDir%\myapp\app.exe 
RetainAllIcons=0 

ロギングの構成
ThinApp パラメータを使用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 .trace ファイルが生成されないようにします。
Log Monitor では、トラブルシューティング目的で .trace ファイルが作成されます。

以下のような理由から、.trace ファイルの生成を無効にする必要が生じる場合があります。
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セキュリティ目的で、実行履歴を隠す必要がある。

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

する必要がある。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。

例

Log Monitor を実行している場合でも、アプリケーションが .trace ファイルを作成しないように設定でき
ます。

[BuildOptions] 
DisableTracing=1 

デフォルトの動作では、Log Monitor で .trace ファイルが生成されます。

[BuildOptions] 
DisableTracing=0 

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 マシン
にリダイレクトしたりすることもできます。

例

ThinApp にログ ファイルを c:\ThinappLogs に保存するように指示できます。

[BuildOptions]
LogPath=C:\ThinappLogs

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。

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 に関する情報を提供します。

CapturedUsingVersion
CapturedUsingVersion パラメータは、アプリケーションのキャプチャ プロセスで使用される Setup 
Capture ウィザードのバージョンを示します。

例

このパラメータを調整する必要がありません。

[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
からのすべてのバージョン情報を削除します。

実行ファイルのバージョン情報は、Windows プロパティにあります。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。デフォルトでは、ThinAppはすべてのバージョン情報をソース実行ファイ
ルからコピーします。StripVersionInfo パラメータによって、キャプチャされたアプリケーションから
バージョン情報が削除されます。

例

バージョン情報のないターゲット アプリケーションを生成できます。
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[app.exe]
Source=%ProgramFilesDir%\myapp\app.exe
StripVersionInfo=1 

Version.XXXX
Version.XXXX パラメータは、実行ファイルの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。

ThinApp は、元の実行ファイルからバージョン リソースをコピーします。
Version.<string_name>=<string_value> 設定を使用して、バージョン リソース文字列を上書きし、新
しい文字列を追加できます。

例

My New Product Name ( 新し い製品名 ) をバージョン製品名の値として設定できます。

[<app>.exe]
Version.ProductName=My New Product Name ( 新し い製品名 )
Version.Description=This Product is great! ( こ の製品は最高で す !)

ロケール情報の構成
ロケール情報を表示する ThinApp パラメータは、変更する必要はありません。

AnsiCodePage
AnsiCodePage パラメータは、数値を使用してアプリケーションをキャプチャした国ロケールを指定しま
す。ThinApp は、この値を使用してマルチバイト文字列の変換を行います。

例

キャプチャ プロセスでは、AnsiCodePage 値が生成されます。

[BuildOptions]
AnsiCodePage=1252

LocaleIdentifier
LocaleIdentifier パラメータは、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。

例

1033 は、英語言語アプリケーションのロケール ID です。

[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

ThinApp は、日本語のロケール名を生成できます。

[BuildOptions] 
LocaleName=ja-JP
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個々のアプリケーションの構成
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 ショートカットなどの領域に影響します。

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。

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。

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、
ThinApp は、これらのオプションに基づいて CommandLine パラメータの値を指定します。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があることもまれにあります。

例

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します。

[<app>.exe]
Source=%ProgramFilesDir%\<base_app>\<app>.exe
Shortcut=<primary_data_container>.exe
CommandLine="%ProgramFilesDir%\<base_app>\<app>.exe" /<option> <parameter>

ThinApp は、ʺC:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe" -safe-mode
[スタート ] メニュー ショートカットに基づいて、CommandLineエントリを作成します。

CommandLine="C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe" -safe-mode

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ることを示し、
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します。このパラメータが便利なのは、
Setup Capture ウィザードでは特定のエントリ ポイントを選択していないが、後でそのエントリ ポイント用
に実行ファイルを生成する必要が生じた場合です。

アプリケーションのキャプチャ プロセス実行時に cmd.exe、regedit.exe、iexplore.exe のいずれのエ
ントリ ポイントも選択せず、環境をデバッグまたはトラブルシューティングする必要が生じた場合、
Disabled パラメータを 0 に設定し、プロジェクトを再ビルドしてこれらのエントリ ポイントを生成できま
す。トラブルシューティング エントリ ポイントの詳細については、「アプリケーション ショートカットと
追跡名の指定」 (17 ページ )を参照してください。

例

ビルド プロセス中にアプリケーション実行ファイルが生成されないように設定できます。ThinApp は、
Setup Capture ウィザードで選択していないエントリ ポイントにこの設定を使用します。

[app.exe]
Source=%ProgramFilesDir%\<my_app>\<app>.exe
Disabled=1

Disabled パラメータに 0 という値を使用するか、この行を削除すると、アプリケーション実行ファイルを
生成できます。

[app.exe]
Source=%ProgramFilesDir%\<my_app>\<app>.exe
Disabled=0
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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ます。

このパラメータの値は変更しないでください。Package.ini ファイルは、プライマリ データ コンテナを特
定する必要がある場合にこのパラメータを表示します。Package.ini ファイルのアプリケーション固有の
セクションの ReadOnlyData パラメータは、プライマリ データ コンテナを指定します。

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

デフォルトの必須値は、仮想レジストリ ファイルの名前として Package.ro.tvr を指定します。

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。

tlink.exe ユーティリティは、ソース実行ファイルの SizeOfImage フィールドに基づいて、生成された実
行ファイルの Windows SizeOfImage フィールドを設定します。Windows ローダーは、SizeOfImage 
フィールドを使用して、実行ファイル用に確保する仮想アドレス スペースの容量を決定します。パッケー
ジに含まれていないソース実行ファイルに基づいてパッケージをビルドする場合、

ReserveExtraAddressSpace パラメータを指定して仮想アドレス スペースを確保できます。値は、確保す
るバイト数です。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。デフォルト値の 0 は、確保するアドレス スペースを指定します。

例

Windows ローダーに 512 KB のアドレス スペースを確保するように指示できます。

[app.exe] 
Source=%ProgramFilesDir%\myapp\app.exe 
ReserveExtraAddressSpace=512K 

デフォルトの動作では、追加のアドレス スペースは確保されません。

[app.exe] 
Source=%ProgramFilesDir%\myapp\app.exe 
ReserveExtraAddressSpace=0 

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」 (82 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。
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[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

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。複数のエントリは、セミコロンで区切って指定できます。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。

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。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。

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

[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
ショートカット実行ファイルを使用すると、Source パラメータは、ThinApp がロードする実行ファイルを
ポイントします。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 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。

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。

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へのパスです。

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

ThinApp は、C:\Program Files\<base_app>\<app>.exe にアプリケーションのエントリ ポイントを作成
できます。

[<app>.exe] 
Source=%ProgramFilesDir%\<base_app>\<app>.exe
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WorkingDirectory
WorkingDirectory パラメータは、アプリケーションが起動する前に現在の作業ディレクトリを設定しま
す。作業ディレクトリとは、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

場所です。

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。

例

USB ドライブ上のアプリケーションの作業ディレクトリを、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場合は、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場合は、WriteCopy または 
Full 分離モードを使用します。「DirectoryIsolationMode」 (64 ページ )を参照してください。

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 個のパッケージのリンクがサポートされています。各パッケージのサイズ
は任意です。

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に変更を加えると、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 Link の更新」 (41 ページ )、
「OptionalAppLinks」 (86 ページ )および 「RequiredAppLinks」 (85 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。
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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=%MYAPP_ADDONS%\Dependency.exe 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。

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。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。パス名には環境パラメータを含めることができま
す。複数のリンク パッケージはセミコロンで区切ります。

Application Link ユーティリティの詳細については、「Application Link の更新」 (41 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

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
適切な 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

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
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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」 (85 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 ユーティリティでは、配布された仮想アプリケーションが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 パラメータをコメント アウト
する必要があります。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 ( 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  AppSyncWarningPeriod 
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 )
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 ( こ の ア プ リ ケ ー シ ョ ン は AppSyncExpirePeriod 日間更新サ ー バ ー に接続で き な か っ た た め使用で き ま せ ん。

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

Application Sync ユーティリティの詳細については、「Application Sync の更新」 (39 ページ )を参照してくだ
さい。

AppSyncClearSandboxOnUpdate
AppSyncClearSandboxOnUpdate パラメータは、更新後サンドボックスを空にします。

例

AppSyncClearSandboxOnUpdate パラメータのデフォルト値は、サンドボックスをクリアしません。

AppSyncClearSandboxOnUpdate=0
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アプリケーション更新の後でサンドボックスをクリアできます。

AppSyncClearSandboxOnUpdate=1

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. Check your network connection and 
try again. ( こ の ア プ リ ケ ー シ ョ ン は <AppSyncExpirePeriod_value> 日間更新サ ー バ ー に接続で き な か っ た た め使

用で き ま せ ん。 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 パラメータをコメント アウト
する必要があります。

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。更新の頻度を、分数 (m)、時間数 (h)、または日数 (d) で設定で
きます。

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

デフォルト値では、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します。

AppSyncUpdateFrequency=1d

値を 0 に設定すると、キャプチャされた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 の値によって、アプリケーションが更新されたことを確認します。

AppSyncUpdatedMessage=Your application has been updated. ( ア プ リ ケ ー シ ョ ン が更新 さ れ ま し た。 )

AppSyncWarningFrequency
AppSyncWarningFrequency 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。

例

デフォルト値では、警告メッセージが 1 日 1 回のみ表示されるように設定します。

AppSyncWarningFrequency=1d

値 0 を設定すると、アプリケーションが起動されるたびに警告が表示されます。

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。
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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

MSI ファイルの構成
MSI パラメータでは、実行ファイルの代わりに配布する MSI ファイルを構成します。MSI ファイルについ
ては、「MSI データベースのビルド」 (29 ページ )を参照してください。

MSIArpProductIcon
MSIArpProductIcon パラメータは、Windows のコントロール パネルの [プログラムの追加と削除 ] リスト
に表示されるアイコンを指定します。

例

[プログラムの追加と削除 ] リストに表示される Microsoft Office 2007 のアイコンを指定できます。

MSIArpProductIcon=%Program Files Common%\Microsoft Shared\OFFICE12\
Office Setup Controller\OSETUP.DLL,1

通常のフォーマットは、MSIArpProductIcon=<filename>[,<icon_index>] です。<icon_index> エント
リはオプションです。

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。
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。

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」 (30 ページ )を参照してください。

例

MSIDefaultInstallAllUsers パラメータの値を 1 に設定して、ユーザーが .msi ファイルをインストール
すると、そのユーザーとコンピュータにログインしている他のすべてのユーザーはショートカット、ファイ

ル タイプの関連付けなどを使用できます。マシン インストールの場合は、管理者権限が必要です。

[BuildOptions]
MSIFilename=mymsi.msi
MSIDefaultInstallAllUsers=1

MSIDefaultInstallAllUsers パラメータの値を 0 に設定して、ユーザーが .msi ファイルをインストール
すると、そのユーザーのみがショートカット、ファイル タイプの関連付けなどを使用できます。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。

[BuildOptions]
MSIFilename=mymsi.msi
MSIDefaultInstallAllUsers=0
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管理者は、マシンのすべてのユーザー用にデータベース インストールを作成でき、管理者権限のないユー
ザーは、個別ユーザー用のインストールを作成できます。

[BuildOptions]
MSIFilename=mymsi.msi
MSIDefaultInstallAllUsers=2

MSIFilename
MSIFilename パラメータは、MSI データベースの生成を有効にし、ファイル名を指定します。

MSIFilename パラメータは、出力ディレクトリ内に Windows インストーラを指定されたファイル名で作成
します。

例

ビルド プロセスで MSI ファイルを生成し、mymsi.msi ファイルを独自のファイル名で置き換えることがで
きます。

[BuildOptions]
MSIFilename=mymsi.msi

MSIInstallDirectory
MSIInstallDirectory パラメータは、MSI インストール ディレクトリのパスを指定します。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。

デフォルトでは、ThinApp は各マシンへのインストール時にパッケージを %ProgramFilesDir%\<InventoryName> 
ディレクトリに置きます。このインストール パスを MSIInstallDirectory パラメータで変更できます。
相対パスを使用する場合、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。MSIInstallDirectory パラメータを 
ExampleDir に設定すると、各マシンのインストールの場合、デフォルトのインストール ディレクトリは 
%ProgramFilesDir%\ExampleDir になります。

例

.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=mymsi.msi
MSIInstallDirectory=My Application ( マ イ ア プ リ ケ ー シ ョ ン )

MSIManufacturer
MSIManufacturer パラメータは、MSI データベースに挿入する製造元を指定します。デフォルト設定は、
使用している Windows コピーの登録先である会社名です。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

MSIManufacturer パラメータを自分の組織名に設定できます。この名前では、MSI データベースのプロパ
ティに表示される以外の影響はありません。

[BuildOptions]
MSIFilename=mymsi.msi
MSIManufacturer=My Company Name ( 会社名 )

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。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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各 MSI データベースには製品コードが必要です。キャプチャ プロセスはデフォルトの製品コードを生成し
て、Package.ini ファイルに設定します。製品コードを変更する場合、変更後の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。

例

製品コードが 590810CE‐65E6‐3E0B‐08EF‐9CCF8AE20D0E の MSI ファイルを作成できます。

[BuildOptions]
MSIFilename=mymsi.msi
MSIProductCode={590810CE-65E6-3E0B-08EF-9CCF8AE20D0E}

MSIProductVersion
MSIProductVersion パラメータは、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。

製品バージョンは、データベースのプロパティを表示したときに表示されます。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

ジョンを手動でアンインストールする必要があります。

例

デフォルトの製品バージョンは 1.0 です。

[BuildOptions]
MSIFilename=mymsi.msi
MSIProductVersion=1.0

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。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。

値に 1 を指定すると、MSI データベースで昇格権限を要求するように設定されます。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。

値に 0 を指定すると、UAC プロンプトは表示されず、すべてのマシンへのインストールが拒否されます。

例

デフォルト設定の 1 を使用すると、作成される MSI ファイルは Windows Vista で必ず昇格権限を求めるプ
ロンプトを表示します。

[BuildOptions]
MSIFilename=mymsi.msi
MSIRequireElevatedPrivileges=1

MSIUpgradeCode
MSIUpgradeCode パラメータは、MSI データベースのアップグレード コードを指定します。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。

VMware では、各 MSI データベースにアップグレード コードを設定することをお勧めします。キャプチャ 
プロセスによって、Package.ini ファイル内に適切なアップグレード コードが生成されます。
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。
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例

アップグレード コードが D89F1994‐A24B‐3E11‐0C94‐7FD1E13AB93F の MSI ファイルを作成できます。

[BuildOptions]
MSIFilename=mymsi.msi
MSIUpgradeCode={D89F1994-A24B-3E11-0C94-7FD1E13AB93F}

MSIUseCabs
MSIUseCabs パラメータは、.cab ファイルを使用するかどうかを決定します。

値を 1 に設定すると、ThinApp はパッケージ ファイルを .cab ファイルに保存します。その .cab ファイル
は、MSI ファイルに含まれます。

値を 0 に設定すると、ThinApp は .cab ファイルを使用しません。.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、使用を避けることを検討してください。MSI ファ
イルと個々の実行ファイルを /bin に配布して、アプリケーションをインストールできます。

例

パッケージ ファイルを .cab ファイルに保存できます。

[BuildOptions]
MSIUseCabs=1

サンドボックス ストレージとインベントリ名の構成
サンドボックス パラメータは、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ディ
レクトリを構成します。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。

サンドボックスの詳細については、付録 B「ThinApp のサンドボックス」(95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場合は、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。
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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

インベントリ名を「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。デフォルトでは、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 ディレクトリには同一の設定が維持されます。状況によっては、
アプリケーションが終了するたびにサンドボックスの削除が必要な場合もあります。

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。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には、スクリ
プトの使用が必要になる場合もあります。

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。

例

アプリケーションの終了時に、サンドボックスを削除できます。

[BuildOptions]
RemoveSandboxOnExit=1 

アプリケーションの終了時に、サンドボックスをそのまま残すことができます。これはデフォルトの動作で

す。

[BuildOptions] 
RemoveSandboxOnExit=0

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。

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

の設定で新しい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

サンドボックスのディレクトリ名を My Application 1.0 にすることができます。

[BuildOptions] 
SandboxName=My Application 1.0 

SandboxNetworkDrives
SandboxNetworkDrives パラメータは、ThinApp がネットワーク マッピングされたドライブにサンドボッ
クスを使用するかどうかを決定します。
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例

変更をサンドボックスに保存し、ユーザーが直接ネットワーク マッピングされたドライブに書き込めない
ようにすることができます。

[BuildOptions]
SandboxNetworkDrives=1 

サンドボックスに変更を保存することなく、ネットワーク マッピングされたドライブに直接書き込むこと
ができます。これはデフォルトの動作です。

( デ フ ォ ル ト ) 
[BuildOptions]
SandboxNetworkDrives=0

SandboxPath
SandboxPath パラメータは、新しいサンドボックスを作成するためのパスを設定します。

アプリケーションが、USB フラッシュ デバイスなどのポータブル メディアからのみ実行される場合、
SandboxPath パラメータを使用してアプリケーションがローカル サンドボックスを使用するように強制で
きます。ThinApp がサンドボックスを検索する方法の詳細については、「サンドボックスの検索順序」 (95 
ページ )を参照してください。

例

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 サブ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

ネットワーク マッピングされたドライブにサンドボックスを作成できます。

[BuildOptions] 
SandboxPath=Z:\Sandboxes

SandboxRemovableDisk
SandboxRemovableDisk パラメータは、ThinApp 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。

例

デフォルト値では、リムーバブル ディスク ファイルの変更をディスクに直接書き込むように指示されます。

[BuildOptions]
SandboxRemovableDisk=0

ThinApp は、分離モードをリムーバブル ディスクに適用できます。分離モードにすることで、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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B

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」(95 ページ ) 

「サンドボックスの場所の制御」(97 ページ ) 

「サンドボックスの構造」(98 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。既存のサンドボックスを検索できない場合、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」
(93 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」(94 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 B
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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索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。



VMware, Inc. 97

付録 B  ThinApp のサンドボックス

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」(94 ページ ) を参照してください。

マッピングしたドライブにサンドボックスを格納するには、以下の手順を実行します。

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」(94 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にサンドボックスを格納するには、以下の手順  
を実行します。

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。

USB ドライブの実行ファイルと同じレベルの Thinstall ディレクトリにサンドボックスを格納するには、以   
下の手順を実行します。

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。
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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や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。



VMware, Inc. 99

C

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」(99 ページ ) 
「snapshot.exe のサンプル コマンド」(101 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」(101 ページ ) 
「snapshot.ini ファイルのカスタマイズ」(102 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」(101 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]

スナップショットのコマンドとカスタ
マイズ C
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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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付録 C  スナップショットのコマンドとカスタマイズ

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 C‐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ています
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てプロジェクトを作成するには、以下の手順を実行
します。

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 C-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:\ 
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Classes

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 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 snapshot 
C:\project.ini -GenerateProject

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」(103 ページ ) 

「ファイル システムのマージされた表示と仮想表示」(103 ページ ) 

「フォルダ マクロの使用」(104 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。

ファイル システムのマージされた表示と仮想表示
分離モードでは、ThinApp において仮想ファイル システムと物理ファイル システムをマージしてアプリ
ケーションを表示するか、または仮想ファイルで表示するかを指定します。分離モードの詳細については、

「分離モードの変更」(24 ページ ) を参照してください。

ThinApp 仮想ファイル システム D



ThinApp ユーザーズ ガイド

104 VMware, Inc.

フォルダ マクロの使用
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。

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 D‐1 に、使用可能なフォルダ マクロの一覧を示します。

表 D-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:\ 
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%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。

%Favorites% C:\Documents and Settings\<user_name>\Favorites

%Fonts% C:\Windows\Fonts

%History% C:\Documents and Settings\<user_name>\Local Settings\History

%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 D-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」(107 ページ ) 

「ThinApp 環境でのスクリプトの使用」(108 ページ ) 

「API 関数」(111 ページ ) 

コールバック関数
特定の名前を持つコールバック関数は、特定の条件下のみで動作します。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。

ThinApp スクリプト E
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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。

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使用
スクリプトは次の場合に使用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

スクリプトを使用するには、以下の手順を実行します。

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

以下のスクリプト手順は、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。

レジストリを変更するには、以下の手順を実行します。

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 
ファイルと shortcut.exe ファイルで構成される仮想アプリケーションがある場合、両方のファイルは 
C:\VirtApp に存在します。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
このスクリプト手順は、物理システム レジストリに値を追加します。

システム レジストリに値を追加するには、以下の手順を実行します。

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入力します。

RegEditPid = ExecuteExternalProcess("regedit /s " and chr(34) and RegFileName and 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。

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」(117 ページ ) 
を参照してください。

例

ExecuteExternalProcess("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 " and chr(34) and "c:\Program Files\my.ocx" and 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」(117 ページ ) 
を参照してください。

例

ExecuteVirtualProcess("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 " and chr(34) and "c:\Program Files\my.ocx" and 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 (ʺʺ) 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。



ThinApp ユーザーズ ガイド

114 VMware, Inc.

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 (ʺʺ) 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
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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、1 という値を使用して 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("cmd.exe") 
WaitForProcess(id, 0) 
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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。

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。

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。

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。

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。

用語集
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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。

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。

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。

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。

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 ファイルと cmd.exe ファイルは、いずれ
も 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 ポイントの 1 つとして存在している必要があります。

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。

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。

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\<user_name> に配置されます。

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。
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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。

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。

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。

プライマリ データ コンテナ
仮想アプリケーションにアクセスするメイン 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。

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。

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。

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。

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。
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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。

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。
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