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VMware Workspace Portal リソース ガイ
ドについて 1

『VMware Workspace™ Portal ガイド』の「リソースのセットアップ」では、Workspace カタログに追加するリソース
を追加してカスタマイズするための情報と手順について説明します。このようなリソースには、Web アプリケーション、
ThinApp® パッケージとしてキャプチャされた Windows アプリケーション、View デスクトップとアプリケーション
プール、DaaS® デスクトップ、Citrix の公開するリソースが含まれます。

対象者

この情報は、Workspace のリソースを構成して管理するユーザーを対象としています。また、仮想マシン技術に精通し
た経験のある Windows または Linux システム管理者を想定しています。
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Workspace でのリソースの設定に関する全
般情報 2
Workspace コンソールへのアクセス

Workspace コンソールには、エンドユーザー コンソール、Workspace アプリ ポータル、および次の管理者コンソー
ル、Appliance Configurator、Connector Services Admin、Workspace 管理コンソール が含まれます。管理者コン
ソールは、Workspace のさまざまな機能をセットアップするために使用されています。すべての管理者コンソールには、
https://<WorkspaceFQDN>.com:8443 からアクセスできます。

さらに、そのコンソールに固有の URL を使用して各コンソールに直接アクセスすることができます。

表 2‑1.  Workspace の URL

Workspace URL 実行できる操作

Appliance Configurator
https://<WorkspaceFQDN>.com:8443/cfg/login

Appliance Configurator では、データベースの管理、証明書
の更新、Syslog の有効化、Workspace 管理者パスワードの
変更、およびその他のインフラストラクチャ機能の管理を実行

できます。

ユーザー名 admin と構成時に設定した管理者パスワードを使
用し、Workspace 管理者としてログインします。

Connector Services Admin
https://<WorkspaceFQDN>.com:8443/hc/admin/about

Connector Services Admin では、ディレクトリの構成、
auth アダプターのセットアップ、仮想デスクトップやリモー
ト アプリケーションなどその他のエンタープライズ統合の管理
を行います。統合には、ThinApp、View およびアプリケー
ション プール、DaaS デスクトップ、Citrix 公開リソースが含
まれます。ディレクトリの同期ステータスと警告をチェックす

ることもできます。

ユーザー名 admin と構成時に設定した管理者パスワードを使
用し、Workspace 管理者としてログインします。

Workspace 管理コンソール
https://<WorkspaceFQDN>.com/SAAS/admin

Workspace 管理コンソール では、リソース カタログをセッ
トアップし、ユーザーとグループ、資格、レポートを管理する

ことができます。

この URL で、Active Directory のユーザー名とパスワードを
使用してログインします。直接 Workspace 管理コンソール
ダッシュボードに進みます。

Workspace アプリ ポータル
https://<WorkspaceFQDN>/SAAS/apps/#/launcher

この URL から、Active Directory のユーザー名およびパス
ワードを使用してログインします。Workspace アプリ ポータ
ル に進みます。これはユーザー ポータルとも呼ばれ、エンド
ユーザーが使用できるアプリケーションが含まれています。こ

こから、使用が許可された Workspace アプリケーションを管
理するか、名前の隣にあるドロップダウン メニューの [管理コ
ンソール] リンクから Workspace 管理コンソール に進むこと
ができます。

VMware, Inc.  7



VMware Workspace Portal でのリソースの設定

8  VMware, Inc.



Web アプリケーションへのアクセスの提供 3
Workspace ユーザーに組織の外部 Web アプリケーションの使用資格を付与できます。

Workspace を使用してユーザーが Web アプリケーションにアクセスできるようにするには、次の要件が満たされてい
るか確認します。

n フェデレーション プロトコルを使用するように Web アプリケーションを構成する場合には、SAML 1.1、SAML
2.0、または WS-Federation 1.2 を使用します。ただし、フェデレーション プロトコルを使用せずに Web アプリ
ケーションを構成するオプションがあります。

n Web アプリケーションの使用資格を付与する予定のユーザーはそのアプリケーションの登録ユーザーである。

n Web アプリケーションがマルチテナント アプリケーションの場合、Workspace はアプリケーションのインスタン
スを参照します。

この章では次のトピックについて説明します。

n Workspace を介した Web アプリケーションへのセキュア シングル サインオンの確立 (P. 9)

n 組織のカタログへの Web アプリケーションの追加 (P. 12)

n ユーザーおよびグループに Web アプリケーションの使用資格を付与 (P. 17)

Workspace を介した Web アプリケーションへのセキュア シングル サインオン
の確立

認証のための SAML プロトコルまたは WS フェデレーション プロトコルが構成された Web アプリケーションへの、
Workspace を介したシングル サインオンを提供できます。

SAML プロトコルを使用する Web アプリケーションの構成
クラウド アプリケーション カタログ内のアプリケーションの多くは、Security Assertion Markup Language（SAML1
または SAML 2）を使用して認証データや権限データを交換し、ユーザーが Web アプリケーションにアクセスできるこ
とを確認します。

カタログに Web アプリケーションを追加する構成フォームは、部分的に構成されています。一部の SAML 構成は
Workspace 管理コンソール で管理者が完了できますが、他の必須セットアップを完了させるには Web アプリケーショ
ンのアカウント担当者と連携する必要も生じることがあります。

Microsoft Office 365 アプリケーションへのシングル サインオンに適した Workspace の構
成

Office 365 SharePoint アプリケーションと Office 365 Outlook Web アプリケーションは、Workspace を介したシン
グル サインオン用に構成できます。シングル サインオンを使用してこれらの Office 365 アプリケーションにアクセスす
るには、Microsoft Office 365 ドメインを管理対象からフェデレート済みに変更し、Office 365 ドメイン パラメータの
設定を Workspace を介して認証するように変更する必要があります。
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Office 365 と Workspace の間でシングル サインオンを設定するには、次の手順を実行する必要があります。

n Workspace 内のドメイン属性マッピングを変更する

n Active Directory を Workspace と同期させる

n Office 365 アカウントの設定を Workspace 設定に更新する

ネイティブ クライアントからの Office 365 へのエンド ユーザー認証
Office 365 は、デスクトップ クライアントとモバイル ネイティブ クライアント（Outlook など）に対して Single Sign
On をサポートしていません。

表 3‑1.  サポートされているネイティブ クライアント

デバイス タイプ ネイティブ クライアント

Windows コンピュータ Microsoft Outlook クライアント

Apple Mac コンピュータ Microsoft Outlook クライアント、Mac Outlook Web アプリ

iPhone デバイスと iPad デバイス iOS 電子メール、Outlook Web アプリ

Android デバイス Android 電子メール

Workspace が、Office 365 へのアクセスを試みている Workspace ユーザーを認証するために使用する、資格情報の検
証方法を決定します。Workspace 管理コンソール で、[カタログ] タブをクリックし、[任意のアプリケーションの種類]
ドロップダウン メニューから [Web アプリケーション] を選択して、[Office 365 Outlook] アプリケーションに続いて
[構成] をクリックします。[アプリケーションの構成] ページの [資格情報の検証] ドロップダウン メニューから、検証方法
を選択します。

資格情報の検証方法 説明

[Active Directory のパ
スワード]

資格情報の検証方法として [Active Directory のパスワード] を選択すると、Workspace ユーザーは、Office
365 にアクセスするために Active Directory のパスワードを使用します。

[アプリケーションごと
のパスワード]

資格情報の検証方法として [アプリケーションごとのパスワード] を選択すると、Workspace ユーザーは Office
365 アプリケーションでパスワードを構成する必要があります。ユーザーは、Workspace アプリ ポータルで
Office 365 アプリケーションを右クリックして、[パスワードの設定] をクリックします。続いて、このパスワー
ドを使用してネイティブ クライアントを構成します。
忘れたパスワードを引き出すことはできません。パスワードを忘れた場合は、Office 365 アプリに戻り、新し
いパスワードを入力します。さらに、このパスワードをネイティブ クライアントでも変更する必要があります。

Office 365 の要件
シングル サインオン用に Workspace を構成する前に、Microsoft サービス プロバイダを使用して管理対象 Office 365
環境が正しくセットアップされていることを確認します。Office 365 ディレクトリ同期ツールによって Active Directory
を Office 365 アカウントと同期しておく必要があります。また、Windows PowerShell が Windows サーバにインス
トールされている必要があります。

Workspace での属性のマッピング
Workspace を有効にして Office 365 と対話するには、次の Workspace ユーザー属性を Active Directory ユーザー属
性にマップする必要があります。

手順

1 Connector Services Admin にログインします。

2 [ユーザー属性] をクリックして、Workspace userPrincipalName 属性が Directory userPrincipalName 属性に
マップされていることを確認します。

3 [属性を追加する] をクリックし、Workspace 属性 objectGUID を追加し、これを Directory 属性 objectGUID に
マップします。

VMware Workspace Portal でのリソースの設定
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4 [保存] をクリックします。

5 変更を直ちに Active Directory と同期させるには、[ディレクトリ同期] を選択して [ディレクトリ同期ルールを編集]
をクリックし、[同期] ウィザードを実行します。この操作を行わないと、スケジュール設定された次の同期間隔で変
更が Active Directory に同期されます。

6 Connector Services Admin を終了します。

次に進む前に

Office 365 管理対象ドメインをシングル サインオン用のフェデレート済みドメインに変換し、Office 365 アカウント用
の設定を Workspace 設定に更新します。

Office 365 のシングル サインオン用フェデレート済みドメインへの変換、および Office 365
パラメータの Workspace への変更

Office 365 管理対象ドメインをシングル サインオン用フェデレート済みドメインに変換し、Office 365 アカウント用の
設定を Workspace 設定に更新する必要があります。

認証に Workspace を使用するように Office 365 ドメインを準備します。

手順

1 Set-MsolDomainAuthentication コマンドレットを実行して、次の変数を Workspace 設定に変更します。

表 3‑2.  コマンドレット変数の置換

コマンドレットの行 コマンドレット変数 次と置換

–DomainName <domain_name> Microsoft に登録されている Workspace ドメインの
名前。例：

<example.mycompanydomain_name.com>。

–IssuerUri <horizon_org_name> <example> など、Workspace で使用されている
Office 365 ID プラットフォーム内の一意のドメイン
ID。

-
FederationBrandNam
e

<Federation_server_name> <Mycompany Inc> など、サインイン時にユーザー
に表示される文字列値の名前。

-PassiveLogOnUri <host> および <port> https://<example123.mycompany.com>:
443/SAAS/API/1.0/POST/sso など、サインイン時
に Web ベース クライアントが転送される URL。

-ActiveLogOnUri <host> および port シングル サインオン用のドメイン セットアップによ
る認証時にアクティブ クライアントで使用されるエン
ド ポイントを指定する URL。例：
https://<example123.mycompany.com>/SAA
S/auth/wsfed/activelogon。

-LogOffUri <host> および <port> サインアウト時の URL クライアントのリダイレクト
先。例：

https://login.microsoftonline.com/logout.srf。

第 3 章 Web アプリケーションへのアクセスの提供
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表 3‑2.  コマンドレット変数の置換 (続き)

コマンドレットの行 コマンドレット変数 次と置換

-
MetadataExchangeUr
i

<host> および <port> 認証に使用されるメタデータ交換エンド ポイントを指
定する URL。例：
https://<example123.mycompany.com>/SAA
S/auth/wsfed/services/mex。

-
SigningCertificate

<Application Manager からの SAML 署
名証明書>

Workspace Manager 署名証明書。Workspace 管
理コンソールで [設定] - [SAML 証明書] に移動し、署
名証明書をコピーして SigningCertificate の
値として貼り付けます。Exclude "-----
BEGIN CERTIFICATE-----" and “-----
END CERTIFICATE-----" と指定して、証明書
の内容から「-----BEGIN CERTIFICATE-----」および
「-----END CERTIFICATE-----」を除外します。
注意   証明書を貼り付ける際に、余分なスペースや改
行を含めると、適切に動作しなくなります。

2 フェデレーション設定を確認します。

Get-MsolDomainFederationSettings -DomainName <YOUR DOMAIN> と入力します

例: Powershell コマンドレットによる出力例
Set-MsolDomainAuthentication 
–DomainName <example.mycompanydomain_name.com>
–Authentication Federated 
–IssuerUri <example>
-FederationBrandName <Mycompany, Inc.>
-PassiveLogOnUri https://<host>:<port>/SAAS/API/1.0/POST/sso
-LogOffUri https://login.microsoftonline.com/logout.srf
-ActiveLogOnUri https://<host>:<port>/SAAS/auth/wsfed/active/logon
-MetadataExchangeUri https://<host>:<port>/SAAS/auth/wsfed/services/mex
-SigningCertificate 
<MIICKDCCAZGgAwIBAgIBATANBgkqhkiG9w0BAQUFADBRMS0wKwYDVQQDEy1cejoyyM2otqFmfiQjsinm/40TF
Sj2L7UyRIb3Jpem9uIFNBTUwgU2VsZi1TaWduZWQgQ2VydGlmaWNhdGUxEzARBgNVBAoTCkhP 
UklaT043MzAxCzAJBgNVBAYTAlVTMB4XDTEyMDkyMDE4MzIzOFoXDTIyMDkxODE4MzIzOFowUTEtMCsGA1UEAx
MkSG9yaXpvbiBTQU1MIFNlbGYtU2lnbmVkIENl 
cnRpZmljYXRlMRMwEQYDVQpIT1JJWk9ONzMwMQswCQYDVQQGEwJVUzCBnzANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOBjQAwgY
kCgYEAoYCFzs3pjWke0LhkztflPRv8mhji 
fjbsQ9WlFqbFMKkeS8PA47Dwr7lUHqGSAOcfny55m8LLlL554llelrgCHjENi9w6AMFizvALI7q4kEikTX38IH
gAsrg30f4S+Qbr3wj6VmS1wPNFOKqHoqsUbFzI 
MzAl2BevuFySvZKWx/cCAwEAAaMQMA4wDAYDVUwAwEB/zANBgkqhkiG9w0BAQUFAAOBgQCHdlshW//UzLiMTe
+ >

組織のカタログへの Web アプリケーションの追加
組織の Web アプリケーションをカタログに追加し、これらのアプリケーションを Workspace のユーザーおよびグルー
プからアクセスできるようにすることができます。

Web アプリケーションのエントリをカタログに追加するときに、アプリケーション レコードを作成し、Web アプリケー
ションのアドレスを構成します。Workspace ではアプリケーション レコードをテンプレートとして使用して、Web ア
プリケーションとの安全な接続を確立します。

次の方法を使用して、[カタログ] ページから Web アプリケーションのアプリケーション レコードをカタログに追加でき
ます。

VMware Workspace Portal でのリソースの設定
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方法 説明

クラウド アプリ
ケーション カタ
ログから追加

Workspace クラウド アプリケーション カタログに、一般的なエンタープライズ Web アプリケーション タイプがリス
トされています。これらのアプリケーションは部分的に、Workspace で動作するように構成されています。アプリケー
ション レコード フォームの残りの部分は入力が必要です。

新規作成 クラウド アプリケーション カタログにリストされていない Web アプリケーションをカタログに追加できます。Workspace
に含まれていない Web アプリケーションのアプリケーション レコードは、クラウド アプリケーション カタログのアプ
リケーションよりも汎用性に優れています。アプリケーションの説明および構成情報を入力して、アプリケーション レ
コードを作成します。

zip または jar
ファイルをイン

ポート

Workspace で構成済みの Web アプリケーションをインポートできます。この方式は、ステージング環境から本番環境
に Workspace の展開環境を移行する際に使用することをお勧めします。そのような場合は、ステージング環境から ZIP
ファイルで Web アプリケーションをエクスポートします。それからその ZIP ファイルを本番環境にインポートします。

Web アプリケーションをカタログに追加した後に、使用資格、アクセス ポリシー、ライセンス、およびプロビジョニン
グ情報を構成できます。

クラウド アプリケーション カタログからカタログに Web アプリケーションを追加
クラウド アプリケーション カタログには Web アプリケーションが含まれています。Web アプリケーション レコードに
は、アプリケーションの情報の一部が含まれています。クラウド アプリケーション カタログからカタログに Web アプリ
ケーションを追加する場合は、アプリケーション レコードを作成するために詳細情報を入力する必要があります。

Web アプリケーションをカタログに追加すると、その Web アプリケーションを間接的に参照するエントリが作成されま
す。そのエントリはアプリケーション レコードによって定義され、Web アプリケーションまでの URL を含むフォームに
なります。

開始する前に

Web アプリケーションをカタログに追加する場合は、Web アプリケーション固有のアクセス ポリシー セットを適用し
て、アプリケーションへのユーザーのアクセスを制御できます。Web アプリケーション固有のアクセス ポリシー セット
がなく、その Web アプリケーションに適用する場合は、この時点でアクセス ポリシー セットを作成します。Web アプ
リケーション固有のポリシー セットの管理については、Workspace 管理者ガイドを参照してください。

手順

1 Workspace 管理コンソール にログインします。

2 [カタログ] タブをクリックします。

3 [+ アプリケーションを追加] - [Web アプリケーション ...クラウド アプリケーション カタログより]をクリックします。

4 組織のカタログに追加する Web アプリケーションのアイコンをクリックします。

アプリケーション レコードがカタログに追加され、フォームにすでに指定されている名前および認証プロファイル
とともにレコードの [詳細] ページが表示されます。

5 (オプション) 組織のニーズに合わせて [詳細] ページで情報をカスタマイズします。

ページ上の項目には、Web アプリケーションに固有の情報が含まれています。

たとえば、Workspace ユーザー向けに、Workspace クライアントで表示されるこの Web アプリケーションを最
も適切に表しているアイコンを選択できます。

アプリケーションに応じて、情報が含まれている項目の一部を編集できます。

フォーム項目 説明

[名前] 必要な場合は、アプリケーション名を変更します。

[説明] ユーザーが参照するアプリケーションの説明を追加します。

第 3 章 Web アプリケーションへのアクセスの提供
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フォーム項目 説明

[アイコン] [ファイルの選択] をクリックして、アプリケーションのアイコンをアップロードします。Workspace では、最大
4MB の PNG、JPG、ICON ファイル形式がサポートされています。
アップロードされたアイコンは、Workspace で 80px x 80px にサイズ変更されます。
イメージの歪みを防ぐには、高さと幅を等しくし、できる限り 80px x 80px の寸法に近いアイコンをアップロード
します。

[カテゴリ] カタログ リソースのカテゴリ検索でアプリケーションを表示させるには、ドロップダウン メニューから個々のカテ
ゴリを選択します。カテゴリは以前の作業で作成されているはずです。

6 [保存] をクリックします。

7 [構成] をクリックし、アプリケーション レコードの構成内容を編集して、[保存] をクリックします。

フォーム内の一部の項目には、Web アプリケーションに固有の情報があらかじめ含まれています。あらかじめ含ま
れている項目の一部は編集可能ですが、それ以外は編集できません。必要な情報は、アプリケーションによって異な

ります。

一部のアプリケーションでは、フォームにアプリケーション パラメータのセクションがあります。このセクション
が存在するアプリケーションにおいて、セクション内のパラメータにデフォルト値がない場合は、アプリケーション

が起動できるように値を指定します。デフォルト値が指定されている場合は、その値を編集できます。

Office 365 SharePoint または Office 365 Outlook アプリケーションを使用する場合は、アプリケーション パラ
メータ セクションを編集する必要があります。Office 365 SharePoint の場合、ドメインを「mycompany」と入力
します。Office 365 Outlook の場合、ドメインを「mycompany.com」と入力します。

8 [資格]、[ライセンス]、[プロビジョニング] のタブを選択し、必要に応じて情報をカスタマイズします。

タブ 説明

[資格] アプリケーションの使用資格をユーザーおよびグループに付与します。資格に関する構成は、最初にアプリケーショ

ンを構成しているときでも、それ以降でも、いつでも行えます。

[アクセス ポ
リシー]

Web アプリケーション固有のアクセス ポリシー セットを適用して、アプリケーションへのユーザーのアクセスを
制御します。

[ライセンス] ライセンス追跡を構成します。アプリケーションのライセンス情報を追加して、レポートでライセンスの使用状況を

追跡します。

[プロビジョ
ニング]

プロビジョニング アダプタを選択します。Workspace には、Google Apps と Mozy のプロビジョニング アダプ
タが付属しています。これら Web アプリケーションのいずれかを構成する場合は、適切なプロビジョニング アダ
プタを選択できます。

プロビジョニングにより、アプリケーション ユーザーを一元的に自動管理できるようになります。プロビジョニン
グ アダプタにより、必要に応じて、Web アプリケーションで Workspace から特定の情報を取得できます。たとえ
ば、Google Apps に対して自動ユーザー プロビジョニングを有効にするには、ユーザー ID、名、姓などのユーザー
アカウント情報が Google Apps データベースに含まれている必要があります。アプリケーションでは、グループ
のメンバーシップ、認証ロールの情報などのその他の情報が必要になる場合があります。

次に進む前に

ユーザーおよびグループへの Web アプリケーションの使用資格の追加については、「ユーザーおよびグループに Web ア
プリケーションの使用資格を付与 (P. 17)」を参照してください。

VMware Workspace Portal でのリソースの設定
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新規アプリケーション レコードを作成して、カタログに Web アプリケーションを追加
カタログに追加する Web アプリケーションがクラウド アプリケーション カタログで提供されていない場合は、アプリ
ケーション レコードを作成します。

開始する前に

Web アプリケーションをカタログに追加する場合は、Web アプリケーション固有のアクセス ポリシー セットを適用し
て、アプリケーションへのユーザーのアクセスを制御できます。Web アプリケーション固有のアクセス ポリシー セット
がなく、その Web アプリケーションに適用する場合は、この時点でアクセス ポリシー セットを作成します。Web アプ
リケーション固有のポリシー セットの管理については、Workspace 管理者ガイドを参照してください。

Web アプリケーションのアプリケーション レコードの作成に成功すると、Web アプリケーションを間接的に参照するエ
ントリがカタログ内に作成され、Web アプリケーションと Workspace は SAML を使用して互いに通信できるようにな
ります。

手順

1 Workspace 管理コンソール にログインします。

2 [カタログ] タブをクリックします。

3 [+ アプリケーションの追加] - [Web アプリケーション...新しいアプリケーションを作成します。] をクリックします。

アプリケーション レコードがカタログに追加され、レコードの詳細ページが表示されます。

4 [詳細] ページで情報を入力したら、[次へ] をクリックします。

フォーム項目 説明

[アプリケーション
名]

アプリケーション名を入力します。

[説明] （オプション）アプリケーションの説明を入力します。

[アイコン] （オプション）[ファイルの選択] をクリックしてアプリケーションのアイコンをアップロードします。
Workspace では、最大 4MB の PNG、JPG、ICON ファイル形式がサポートされています。アップロードさ
れたアイコンは、Workspace で 80px x 80px にサイズ変更されます。
イメージの歪みを防ぐには、高さと幅を等しくし、できる限り 80px x 80px の寸法に近いアイコンをアップ
ロードします。

[認証プロファイル] 適切なフェデレーション プロトコルがあれば指定します。

[次へ] をクリックすると、[構成] ページが表示されます。

5 必要に応じてアプリケーション レコードの構成内容を編集して、[保存] をクリックします。

フォーム内の一部の項目には情報が含まれています。

[詳細] ページで [SAML 2.0 POST プロファイル] が選択されると、[構成] ページに [次を使用して構成] セクションが
表示されます。[次を使用して構成] セクションではオプションを使用して、アプリケーション メタデータの取得方法
を指定します。取得方法として、自動検出 URL、メタデータ XML、手動構成のいずれかを選択できます。

オプション 操作

[自動検出（メタデータ）URL] XML メタデータがインターネットでアクセス可能な場合は、URL を入力します。

[メタデータ XML] インターネットで XML メタデータにアクセスできない場合、入手したものがあれば、
テキスト ボックスに XML を貼り付けます。

[手動構成] XML メタデータを入手できない場合は、XML の手動構成項目に入力します。
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6 [資格]、[ライセンス]、[プロビジョニング] のタブを選択し、必要に応じて情報をカスタマイズします。

タブ 説明

[資格] アプリケーションの使用資格をユーザーおよびグループに付与します。資格に関する構成は、最初にアプリケーショ

ンを構成しているときでも、それ以降でも、いつでも行えます。

[アクセス ポ
リシー]

Web アプリケーション固有のアクセス ポリシー セットを適用して、アプリケーションへのユーザーのアクセスを
制御します。

[ライセンス] ライセンス追跡を構成します。アプリケーションのライセンス情報を追加して、レポートでライセンスの使用状況を

追跡します。

[プロビジョニ
ング]

プロビジョニング アダプタを選択します。Workspace には、Google Apps と Mozy という Web アプリケーショ
ンのプロビジョニング アダプタが付属しています。これらアプリケーションのいずれかを構成する場合は、適切な
プロビジョニング アダプタを選択できます。
プロビジョニングにより、自動アプリケーション ユーザー管理を一元的に行えるようになります。プロビジョニン
グ アダプタにより、必要に応じて、Web アプリケーションで Workspace から特定の情報を取得できます。たとえ
ば、Google Apps に対して自動ユーザー プロビジョニングを有効にするには、ユーザー ID、名、姓などのユーザー
アカウント情報が Google Apps データベースに含まれている必要があります。グループのメンバーシップや認証
ロールの情報など、その他の情報がアプリケーションで必要になる場合があります。

次に進む前に

ユーザーおよびグループへの Web アプリケーションの使用資格の追加については、「ユーザーおよびグループに Web ア
プリケーションの使用資格を付与 (P. 17)」を参照してください。

ZIP または JAR ファイルをインポートして、カタログに Web アプリケーションを追加
ステージング システムから本番システムに移行する場合など、別の Workspace インスタンスで構成された Web アプリ
ケーションをカタログにインポートできます。

このプロセスでは、Workspace インスタンスから Web アプリケーションのアプリケーション バンドルをエクスポート
して、そのバンドルを別の Workspace インスタンスにインポートします。Web アプリケーションは Workspace 環境
からインポートするため、アプリケーションの追加構成は必要がない可能性があります。特に、インポート元の環境で構

成内容が十分に検証されている場合は、その可能性が高くなります。インポート後の Web アプリケーションをさらに構
成する場合は、「クラウド アプリケーション カタログからカタログに Web アプリケーションを追加 (P. 13)」または「新
規アプリケーション レコードを作成して、カタログに Web アプリケーションを追加 (P. 15)」を参照してください。

手順

1 Web アプリケーションのエクスポート元である Workspace インスタンスの Workspace 管理コンソール にログイ
ンします。

2 [カタログ] タブをクリックします。

3 [任意のアプリケーションの種類] - [Web アプリケーション] をクリックします。

4 エクスポート対象の Web アプリケーションのアイコンをクリックします。

5 [このアプリケーションをエクスポート] をクリックします。

6 [エクスポート] をクリックします。

7 圧縮したアプリケーション バンドル（zip）をローカル システムに保存します。

8 Web アプリケーションのインポート先である Workspace インスタンスの Workspace 管理コンソール にログイン
します。

9 [カタログ] タブをクリックします。

10 [+ アプリケーションを追加] - [Web アプリケーション ...zip または jar ファイルをインポート] をクリックします。

11 圧縮したアプリケーション バンドルを ZIP ファイルとして保存したローカル システム上の場所を参照し、ファイル
を選択して [送信] をクリックします。
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12 必要に応じて、[詳細]、[構成]、[資格]、[アクセス ポリシー]、[ライセンス]、[プロビジョニング] の各ページで情報
を編集します。

次に進む前に

ユーザーおよびグループへの Web アプリケーションの使用資格の追加については、「ユーザーおよびグループに Web ア
プリケーションの使用資格を付与 (P. 17)」を参照してください。

ユーザーおよびグループに Web アプリケーションの使用資格を付与
ユーザーおよびグループに Web アプリケーションの使用資格を付与できます。

Web アプリケーションの使用資格を付与できるのは、Workspace ユーザー（ディレクトリ サーバからインポートされ
たユーザー）だけです。Web アプリケーションの使用資格をユーザーに付与すると、アプリケーションが表示され、
Workspace アプリ ポータル からアプリケーションを起動できるようになります。使用資格を削除すると、ユーザーのデ
バイスでアプリケーションが表示されなくなり、起動できなくなります。

多くの場合、ユーザーに Web アプリケーションの使用資格を付与する方法として最も効果的なのは、ユーザーのグルー
プに Web アプリケーションの使用資格を追加することです。ただし、場合によってはユーザーに Web アプリケーショ
ンの使用資格を個別に付与する方が適切なこともあります。

手順

1 Workspace 管理コンソール にログインします。
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2 ユーザーに Web アプリケーションの使用資格を付与します。

方法 説明

Web アプリケーションにアクセスし、ユー
ザーまたはグループにその使用資格を付与す

る。

a [カタログ] タブをクリックします。
b [任意のアプリケーションの種類] - [Web アプリケーション] をクリックします。
c ユーザーおよびグループに使用資格を付与する Web アプリケーションをクリッ

クします。

Web アプリケーションの情報ページが、デフォルトで選択される [資格] タブに
表示されます。グループ資格のリストとユーザー資格のリストが別々に表示され

ます。

d [グループ資格を追加] または [ユーザー資格を追加] をクリックします。
e グループまたはユーザーの名前を入力します。

ユーザーやグループを検索するには、検索ワードを何文字か入力してオートコン

プリート機能でオプション リストを表示させるか、[参照] をクリックしてリスト
全体を表示させます。

f ドロップダウン メニューを使用して、選択した各 Web アプリケーションをアク
ティブ化する方法を選択します。

n [自動] を選択すると、使用資格が付与されたユーザーが次回 Workspace ク
ライアントを使用してログインするときに、そのユーザーの Web アプリ
ケーションのリストに、デフォルトでアプリケーションが表示されます。

n [ユーザーによるアクティブ化] を選択すると、ユーザーがアプリケーション
を使用するには、資格付与されたユーザーが Workspace クライアントを使
用して自身の Web アプリケーション リストに Web アプリケーションを追
加する必要があります。

g [保存] をクリックします。

ユーザーまたはグループにアクセスし、その

ユーザーまたはグループに Web アプリケー
ションの使用資格を付与する。

a [ユーザー & グループ] タブをクリックします。
b [ユーザー] または [グループ] タブをクリックします。
c ユーザー名またはグループ名をクリックします。

d [資格を追加] をクリックします。
e ユーザーまたはグループに使用資格を付与する Web アプリケーションの横の

チェック ボックスをオンにします。
f ドロップダウン メニューを使用して、選択した各 Web アプリケーションをアク

ティブ化する方法を選択します。

n [自動] を選択すると、使用資格が付与されたユーザーが次回 Workspace ク
ライアントを使用してログインするときに、そのユーザーの Web アプリ
ケーションのリストに、デフォルトでアプリケーションが表示されます。

n [ユーザーによるアクティブ化] を選択すると、ユーザーがアプリケーション
を使用するには、資格付与されたユーザーが Workspace クライアントを使
用して自身の Web アプリケーション リストに Web アプリケーションを追
加する必要があります。

g [保存] をクリックします。
 

選択したユーザーまたはグループに、Web アプリケーションの使用資格が付与されました。
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View デスクトップとアプリケーション プー
ルへのアクセスの提供 4

組織の View™ 接続サーバ インスタンスを Workspace システムに統合することで、VMware Workspace Portal ユー
ザーは Workspace アプリ ポータル を使用して、使用資格が付与された View デスクトップ プールおよびアプリケーショ
ン プールにアクセスできるようになります。さらに、View モジュールが有効になっている場合、Workspace 管理コン
ソール を使用して、Workspace ユーザーおよびグループと、使用資格が付与された View プールとの関係を表示できます。

注意   View 接続サーバ インスタンスと、それに関連付けられた View 管理者の管理 Web インターフェイスを使用して、
ユーザーとグループに View デスクトップ プールおよびアプリケーション プールの使用資格を付与します。View のド
キュメントを参照してください。

この章では次のトピックについて説明します。

n ビューの統合 (P. 19)

n 非永続 View デスクトップにおける Workspace for Windows のリソース使用率の削減とパフォーマンスの向
上 (P. 25)

ビューの統合

Workspace で View を使用するには、Active Directory ドメインに参加して、View 接続サーバと同期する必要があり
ます。

View プールの作成と構成は、Workspace ではなく、View で行います。

開始する前に

n View がインストールされていることを確認します。Workspace でサポートされている個々の View バージョンの
詳細については、「VMware 製品の相互運用性マトリックス」
（http://www.vmware.com/resources/compatibility/sim/interop_matrix.php）を参照してください。

n View を展開して構成します。View 接続サーバを、デフォルト ポート 443 またはカスタム ポートに展開します。

n View のプールとデスクトップを展開し、Active Directory のユーザーとグループの資格セットを使用するよう
に構成します。

n View プールは、View のルート フォルダに作成するようにします。ルート以外のフォルダに View プールを作
成すると、Workspace はそれらの View プールや資格セットを照会することができません。

n Connector Services Admin の [ドメインに参加] ページに必要な情報を入力し、Workspace を Active Directory
ドメインに参加させます。

n [ユーザー属性] ページで、Workspace の UPN 属性を有効にします。

n View 接続サーバで SAML Authenticator を構成します。[認証構成] ページでは、常に Workspace FQDN を使用
する必要があります。
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n View のセットアップ内の各 View 接続サーバに対する逆引きで解決できる DNS エントリと IP アドレスがあること
を確認します。Workspace では、View 接続サーバ、View Security Server、およびロード バランサに逆引きが必
要です。逆引きが正しく構成されていないと、Workspace の View 統合が失敗します。

n View 接続サーバ内の View プールの使用資格が付与されている Active Directory のユーザーおよびグループを
Workspace に同期します。ユーザーとグループを同期させるには、Connector Services Admin で [ディレクトリ
同期] タブをクリックし、ディレクトリ同期ルールを編集します。

Workspace 用の View の構成には、以下のタスクのいくつかが含まれます。

Active Directory ドメインへの参加
Workspace で View を使用するには、Workspace が Active Directory ドメインに参加して、View 接続サーバと同期
する必要があります。

セットアップ プロセスで、Workspace が Active Directory ドメインに参加するための情報を入力するように要求され
ます。

開始する前に

n Active Directory ドメイン名と、そのドメインに参加する権限を持つ Active Directory 内のアカウントのユーザー
名とパスワードがあることを確認します。

n [Workspace マップ ユーザー属性] ページの属性 userPrinciplaName が有効であることを確認してください。

n View プールの資格が割り当てられているユーザーとグループが Directory 同期を使用して同期されていることを確
認します。

n 必要な場合は、Active Directory にマルチ ドメインまたは信頼できるマルチ フォレスト ドメインへの接続を確立し
ます。Workspace のインストールと構成を参照してください。

手順

1 Connector Services Admin にログインします。

2 [詳細] タブで [ドメインに参加] を選択します。

3 Active Directory ドメインの情報を入力し、[ドメインに参加] をクリックします。ドメイン情報を入力する場合は、
ASCII 以外の文字を使用しないでください。

オプション 説明

Active Directory Active Directory の完全修飾ドメイン名を入力します。たとえば、HS.TRDOT.COM
と入力します。

注意   Active Directory FQDN は、View 接続サーバと同じドメインである必要があ
ります。そうでないと、展開は失敗します。

AD ユーザー名 システムを Active Directory ドメインに参加させる権限を持つ、Active Directory
内のアカウントのユーザー名を入力します。

AD パスワード [AD ユーザー名] と関連付けられているパスワードを入力します。このパスワードが
Workspace によって保存されることはありません。

 

4 マルチ ドメイン環境に View 統合を構成するには、Workspace と View server が同じドメインに参加していること
を確認します。

次に進む前に

View を Workspace と同期して、View で行った変更を伝達します。
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Workspace への View ポッドの追加 とリソースの同期
同じ Active Directory インスタンスの複数の View ポッド インスタンスを、Connector Services Admin の [View プー
ル] ページの Workspace に追加できます。次に、Workspace 管理コンソール の [設定] - [ネットワーク範囲]ページで別
のポッドのクライアント アクセス URL を構成します。

Connector Services Admin の [View プール] ページを構成して、Workspace を View と統合します。いつでもこの
ページに戻って、View ポッドの追加や削除などのような View の構成を変更することができます。

開始する前に

Workspace システムが View システムと統合されていることを確認します。

手順

1 Connector Services Admin にログインします。

2 ナビゲーション ペインで [View プール] をクリックします。

3 Workspace から View プールへのアクセスを許可するには、[View プールを有効化 チェック ボックス]をオンにし
ます。

4 追加する View ポッドそれぞれに対して、[View ポッドの追加] をクリックします。

5 各 View ポッドに固有の構成情報を指定します。
 
コネクション サーバ この View ポッドの View 接続サーバの名前を入力します。

ユーザー名 この View ポッドの管理ユーザー名を入力します。

パスワード [パスワード] テキスト ボックスに、この View ポッドの管理者パスワードを入力します。

サードパーティ ID プロバイダの
スマート カード認証の使用

ユーザーがパスワードの代わりにスマート カード認証を使用してこの View ポッドにログインす
る場合は、チェック ボックスをオンにします。

6 (オプション) 新しく追加されたリソース資格を View から Workspace に自動的にインポートするには、[ディレク
トリ同期の実行] チェック ボックスをオンにします。

[ディレクトリ同期の実行] チェック ボックスをオンにしない場合は、新しく追加されたリソース資格を直接同期する
ために、ディレクトリ同期を個別に直接実行する必要があります。

7 [展開の種類] ドロップダウン メニューから、Workspace が View リソースの資格をユーザーに拡張するために使用
する展開の種類を選択します。

オプション 説明

ユーザー アクティブ化済み Workspace は、View リソースを Workspace アプリ ポータルの App Center に追
加します。リソースを使用するためには、ユーザーがリソースを App Center から自
分の [マイ アプリ] ポータルに移動する必要があります。

自動 ユーザーがリソースをすぐに使えるようにするために、Workspace によってリソー
スがユーザーの [マイ アプリ] ポータルに直接追加されます。

 

8 この情報を View 接続サーバと同期する頻度を選択します。

9 [保存] をクリックします。

10 [今すぐ同期] をクリックします。

資格の追加やユーザーの追加などの情報の変更を View で実行するたびに、同期を実行して、Workspace に変更内
容を伝達する必要があります。
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11 Workspace 管理コンソール にログインして、View ポッドの構成を終了します。

a [設定] - [ネットワーク範囲] を選択します。

b 既存のネットワーク範囲を選択して、[編集] をクリックします。

c フォームの [View ポッド] セクションで、ネットワーク範囲に対する View ポッド クライアント アクセスのた
めの URL ホスト名とポート番号を入力します。

SAML 認証の構成
View デスクトップを Workspace から起動して SSO を使用する場合は、View server で SAML 認証を構成します。

組織でサードパーティの ID プロバイダを使用して、リソースを表示するためにスマート カード認証を使用している場合
は、このタスクを実行しないでください。

手順

1 View 管理者の Web インターフェイスに、管理者ロールが割り当てられているユーザーとしてログインします。

2 View インフラストラクチャで、複製されるサーバごとに SAML 認証を構成します。

重要   View と Workspace は時刻が同期されている必要があります。View と Workspace の時刻が同期されてい
ないと、View デスクトップを起動しようとしたときに、SAML が無効であるというメッセージが表示されます。

次に進む前に

Workspace と View 接続サーバとの間で SSL トラストを確立し、維持する必要があります。

Workspace と View 接続サーバの間の SSL Trust の確立または更新

最初に、View 接続サーバで SSL 証明書を受け入れ、Workspace と View 接続サーバの間の SSL Trust を確立する必要
があります。統合した後に View 接続サーバで SSL 証明書を変更する場合は、Workspace に戻って、その SSL Trust を
再確立する必要があります。

開始する前に

n View に SSL 証明書がインストールされていることを確認します。デフォルトでは、View は、自己署名証明書を保
持しています。

n View で、View 接続サーバの証明書をルート証明書に変更します。View 接続サーバ インスタンスまたは Security
Server を構成して新しい証明書を使用する方法については、VMware View のドキュメントを参照してください。

n View 接続サーバで SAML 認証を構成します。[認証構成] ページでは、常に Workspace FQDN を使用する必要が
あります。

注意   サードパーティの ID プロバイダを使用して、Workspace から View デスクトップにアクセスする場合は、
View 接続サーバで SAML 認証を allowed に設定する必要があります。

手順

1 Connector Services Admin にログインします。

2 [View プール] ページを開きます。

3 [複製されたサーバ グループ] の隣の [SSL 証明書を更新] リンクをクリックします。

4 [証明書情報] ページの [同意] をクリックします。

初期構成の後に Workspace 証明書を変更する場合は、View からの SAML Authenticator にもう 1 度同意する必要があ
ります。View 証明書が変更された場合は、Workspace で SSL 証明書に同意する必要があります。
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View デスクトップ プールおよびアプリケーション プールの接続情報の表示
Workspace と View デスクトップ プールまたはアプリケーション プール間の接続についての情報を表示できます。

手順

1 Workspace 管理コンソール にログインします。

2 [カタログ] タブをクリックします。

3 [任意のアプリケーション タイプ] - [View デスクトップ プール] をクリックしてデスクトップ プールを表示します。
[View でホストされているアプリケーション] をクリックしてアプリケーション プールを表示します。

4 View アプリケーションの名前をクリックします。

5 [詳細] タブをクリックします。

6 接続情報が表示されます。この情報は View 接続サーバ インスタンスから取得した属性で構成されます。

これら属性の詳細については、View のドキュメントを参照してください。

View デスクトップ プールおよびアプリケーション プールに対するユーザーおよびグループ
の資格の表示

Workspace ユーザーおよびグループに使用資格が付与されている View プールを確認できます。

開始する前に

n Workspace システムが View システムと統合されていることを確認します。

n View 接続サーバ インスタンスから Workspace システムに、情報とそれぞれの資格を同期します。Connector
Services Admin の [View プール] ページの [今すぐ同期] をクリックすると、同期を強制できます。

手順

1 Workspace 管理コンソール にログインします。

2 View デスクトップ プールおよびアプリケーション プールに対するユーザーおよびグループの資格を表示します。

オプション 操作

特定の View デスクトップ プールの使用資
格が付与されているユーザーおよびグループ

のリストを表示します。

a [カタログ] タブをクリックします。
b [任意のアプリケーション タイプ] - [View デスクトップ プール] または [View で

ホストされているアプリケーション] をクリックします。
c 資格のリストを表示させたい View プールのアイコンをクリックします。
デフォルトで [資格] タブが選択されています。グループ資格とユーザー資格が別々の
表で表示されます。

特定のユーザーまたはグループに付与されて

いる View デスクトップ プールおよびアプ
リケーション プールの資格のリスト。

a [ユーザー & グループ] タブをクリックします。
b [ユーザー] タブまたは [グループ] タブをクリックします。
c 個々のユーザー名またはグループ名をクリックします。

デフォルトで [資格] タブが選択されています。資格が付与された View デスクトップ
プールおよびアプリケーション プールがある場合は、[資格] ページの [View プール]
のリストに表示されます。
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複数の View Client URL によるカスタム ネットワーク範囲へのアクセスの有効化
社内で異なるネットワーク範囲に対して複数のクライアント アクセス URL を使用している場合は、エンド ユーザーが正
しい View Client のアクセス URL とポート番号に接続できるように、管理者はデフォルトのネットワーク範囲を編集す
る必要があります。これらの設定が更新されない場合、View Client は起動しません。

手順

1 Workspace 管理コンソール にログインします。

2 [設定] タブをクリックします。

3 左側のナビゲーションで [ネットワーク範囲] をクリックします。

4 ネットワーク範囲ごとに [編集] リンクをクリックします。

5 社内で使用されている構成を使用して、[View クライアントのアクセス URL のホスト] と [クライアントのアクセス
URL ポート] に情報を入力します。

6 環境内の各ネットワーク範囲に View Client のアクセス URL が含まれていることを確認します。

重要   ネットワーク範囲が見つからない場合、そのネットワーク範囲を使用して起動するエンド ユーザーに問題が発
生する可能性があります。

次に進む前に

必要があれば、View 統合の構成を変更します。

View プールの起動
ユーザーは、Workspace から View プールを起動できます。

ドロップダウンから [設定] をクリックすると、表示プロトコルの [View Client で開く] と [ブラウザで開く] を切り替え
ることができます。

開始する前に

View Client をインストールします。Workspace を起動するマシンに View Client をインストールする必要があります。

注意   個々の View Client バージョンの詳細については、「VMware 製品の相互運用性マトリックス」
（http://www.vmware.com/resources/compatibility/sim/interop_matrix.php）を参照してください。

手順

1 Workspace インスタンスにログインします。

2 [View デスクトップ] アイコンをクリックします。

3 View プールを選択します。

4 選択した View プールを右クリックして、View デスクトップを起動するプロトコルを選択します。

次に進む前に

必要な場合は、Workspace でのユーザーによる View デスクトップのリセットを許可します。

Workspace でのユーザーによる View デスクトップのリセットの許可
View および Workspace の構成方法に応じて、ユーザーは Workspace アプリ ポータルを使用して、応答しない View
デスクトップをリセットできます。

ユーザーによるデスクトップのリセットを許可するように View を構成する場合、その構成は View と Workspace の両
方に適用されます。
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開始する前に

n ユーザーが自分のデスクトップをリセットできるように View を構成します。VMware Horizon と View に関する
ドキュメント（特に View の管理ガイド）を参照してください。

n 特定の View デスクトップをユーザーがリセットできるようにするには、対応するポッドのクライアント アクセス
URL に、信頼できる証明書が必要です。URL にルート署名の証明書または自己署名証明書がある場合は、それらの
証明書を信頼するように Workspace を構成します。Workspace ルート証明書の適用については、Workspace の
インストールと構成を参照してください。

手順

u (オプション) Workspace で、指定したデスクトップが、ユーザーによるリセットが許可なデスクトップとして表示
されていることを確認します。

a [カタログ] タブを選択します。

b [任意のアプリケーションの種類] ドロップダウン メニューの [View デスクトップ プール] をクリックします。

c デスクトップ名をクリックします。

d [詳細] をクリックします。

e [リセットの許可] 設定が [true] に設定されていることを確認します。

この設定が [false] の場合、View はユーザーによるデスクトップのリセットを許可するように構成されていま
せん。

次に進む前に

View デスクトップが将来応答しなくなった場合に、管理者またはユーザーが、Workspace アプリ ポータルの [マイ ア
プリ] ポータルで、応答しないデスクトップを右クリックし、[デスクトップのリセット] をクリックすると、そのデスク
トップをリセットすることができます。

非永続 View デスクトップにおける Workspace for Windows のリソース使用率
の削減とパフォーマンスの向上

ステートレス デスクトップとも呼ばれる非永続デスクトップで Workspace アプリ ポータル を使用する場合にリソース
使用率を削減し、パフォーマンスを向上するには、非永続 View デスクトップで使用するように最適化された設定を使用
してクライアントを構成できます。

問題

非永続 View デスクトップに View デスクトップにインストールされている Workspace for Windows アプリケーショ
ンがある場合、ユーザーがセッションを開始するたびに、ストレージ I/O などのリソースの使用量が増加します。

原因

非永続 View デスクトップは本質的にステートレスです。そのような View デスクトップは浮動デスクトップとも呼ばれ、
浮動デスクトップの再構築時や、またはユーザーにプールから新しいデスクトップが提供される際に新しいセッションを

作成できます。非永続デスクトップで使用される Workspace for Windows アプリケーションがこのシナリオ用に最適
化された設定によって構成されていない場合、ユーザーが ThinApp パッケージを使用する際にパフォーマンスの低下が
見られる場合があります。

通常は、コマンド ラインのインストーラ オプションを使用して、Workspace for Windows アプリケーションを View
デスクトップ用に構成します。「Workspace for Windows のコマンドライン インストーラ オプション (P. 51)」を参
照してください。
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解決方法

u 推奨されているコマンド ラインのインストーラ オプションを使用して、非永続 View デスクトップに使用されるテ
ンプレートに Workspace for Windows アプリケーションをインストールします。

/v Installer Option 説明

ENABLE_AUTOUPDATE = 0 Workspace for Windows アプリケーションの新しいバージョンへの自動更新を抑止します。
通常は、View 管理者がテンプレートのアプリケーションを更新します。

INSTALL_MODE =
RUN_FROM_SHARE

これらの View デスクトップでユーザーが ThinApp パッケージを使用できるようにする計画が
ある場合は、このオプションを使用して ThinApp パッケージを Windows システムにダウン
ロードする代わりにサーバからストリームします。

このコード サンプルでは、ユーザーが ThinApp パッケージを使用することを想定している非永続 View デスクトッ
プに最も適した構成を使用して、Workspace for Windows アプリケーションをインストールします。HORIZONURL
オプションは、このインストールの Workspace サーバを指定します。

Workspace-n.n.n-nnnnnnn.exe /v HORIZONURL=https://server.company.com 
ENABLE_AUTOUPDATE=0 INSTALL_MODE=RUN_FROM_SHARE

VMware Workspace Portal でのリソースの設定
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VMware ThinApp パッケージへのアクセス
の提供 5

Workspace で、ThinApp パッケージの配布と管理を一元的に行うことができます。ThinApp パッケージは、Windows
システム上で使用される仮想 Windows アプリケーションです。Windows システムに Workspace for Windows アプ
リケーションをインストールして、ThinApp パッケージの使用資格が付与されたユーザーは、Windows システムで使
用資格のある ThinApp パッケージを起動して使用することができます。

ThinApp のキャプチャおよびビルド プロセスで、Windows アプリケーションから仮想アプリケーションを作成します。
その仮想 Windows アプリケーションは、Windows システムに元の Windows アプリケーションをインストールしなく
ても、そのシステムで実行できます。 ThinApp パッケージは、Windows アプリケーションで ThinApp のキャプチャ
およびビルド プロセスを実行することによって生成された仮想アプリケーション ファイルのセットです。このパッケー
ジには、Windows 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 ファイルおよびエントリ ポイン
ト ファイルが含まれています。

一部の ThinApp パッケージには Workspace との互換性がありません。Windows アプリケーションをキャプチャする
際に、ThinApp キャプチャ アンド ビルド プロセスのデフォルトの設定によって、Workspace で配布および管理できな
いパッケージが作成されます。 キャプチャおよびビルド プロセス中に適切なパラメータを設定することで、Workspace
が配布および管理できる ThinApp パッケージを作成します。 ThinApp 機能、およびWorkspaceと互換性があるパッ
ケージを作成するために使用する適切なパラメータの詳細は、VMware ThinApp に関するドキュメントを参照してくだ
さい。

Workspace システムを ThinApp リポジトリと統合すると、Workspace で配布および管理できるリポジトリ内の ThinApp
パッケージをカタログで確認できます。Workspace カタログに ThinApp パッケージが表示されると、ThinApp パッ
ケージの使用資格をユーザーとグループに付与、および任意で各パッケージのライセンス追跡情報を構成できるようにな

ります。

この章では次のトピックについて説明します。

n VMware ThinApp パッケージの統合 (P. 28)

n ユーザーおよびグループに ThinApp パッケージの使用資格を付与 (P. 35)

n Workspace による ThinApp パッケージの配布と管理 (P. 37)

n コマンド ライン HorizonThinAppCtrl.exe アプリケーションの使用 (P. 40)

n Workspace に展開後の管理対象 ThinApp パッケージの更新 (P. 41)

n Workspace から ThinApp パッケージを削除 (P. 46)

n 既存の ThinApp パッケージと Workspace との互換性確保 (P. 46)

n ThinApp パッケージの共有フォルダの変更 (P. 49)
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VMware ThinApp パッケージの統合
Workspace を使用して、VMware® ThinApp® でパッケージ化されたアプリケーションを配布および管理するには、
ThinApp パッケージを格納した ThinApp リポジトリがあり、そのリポジトリを Workspace システムが参照し、パッ
ケージを同期する必要があります。同期プロセスの終了後、ThinApp パッケージは Workspace カタログで利用可能に
なり、それらの使用資格を Workspace ユーザーとグループに付与できるようになります。

ThinApp は、アプリケーションを基盤となるオペレーティング システムとそのライブラリおよびフレームワークから切
り離し、そのアプリケーションをアプリケーション パッケージと呼ばれる単一の実行可能ファイルにバンドルすること
で、アプリケーションの仮想化を実現します。これらのパッケージを Workspace で管理するためには、適切なオプショ
ンを有効化する必要があります。たとえば、ThinApp Setup Capture ウィザードで [Workspace で管理する] チェック
ボックスを選択します。ThinApp の機能の詳細と、アプリケーションの Workspace による管理を有効化する方法につ
いては、VMware ThinApp に関するドキュメントを参照してください。

通常は、Workspace システムをリポジトリに接続するための手順を実行し、Workspace 環境の全体的なセットアップ
と構成の一部として、パッケージを同期します。ThinApp リポジトリは、UNC（汎用命名規則）パスを使用して
Workspace にアクセスできるネットワーク共有である必要があります。Workspace システムがパッケージを配布およ
び管理できるために必要な ThinApp パッケージ メタデータを取得するために、Workspace は定期的にこのネットワー
ク共有と同期します。「ThinApp パッケージおよびネットワーク共有リポジトリのための Workspace の要件 (P. 28)」
を参照してください。

ネットワーク共有は、Common Internet File System（CIFS）共有または Distributed File System（DFS）共有が可
能です。DFS 共有は、単一の Server Message Block（SMB）ファイル共有または分散ファイル システムとして編成さ
れた複数の SMB ファイル共有が可能です。NetApp ストレージ システムで実行されている CIFS 共有と DFS 共有がサ
ポートされます。

ThinApp パッケージおよびネットワーク共有リポジトリのための Workspace の要件
Workspace から配布する ThinApp アプリケーションをキャプチャして格納するときには、特定の要件を満たす必要が
あります。

ThinApp パッケージでの要件

Workspace で管理できる ThinApp パッケージを作成または再パッケージ化するには、Workspace がサポートするバー
ジョンの ThinApp を使用する必要があります。Workspace でサポートされている個々の ThinApp バージョンの詳細に
ついては、「VMware 製品の相互運用性マトリックス」
（http://www.vmware.com/resources/compatibility/sim/interop_matrix.php）を参照してください。

Workspace で管理できる ThinApp パッケージが必要です。ThinApp キャプチャおよびビルド プロセスでは、Workspace
で管理できるパッケージも、管理できないパッケージも作成できます。たとえば、ThinApp のセットアップ キャプチャ
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場合、[Workspace で管理] チェック ボックスをオンにすると
Workspace で管理できるパッケージを作成できます。 ThinApp 機能、およびWorkspaceと互換性があるパッケージ
を作成するために使用する適切なパラメータの詳細は、VMware ThinApp に関するドキュメントを参照してください。

既存の ThinApp パッケージでは、relink - h コマンドを使用してパッケージを Workspace に対応させることができ
ます。既存の ThinApp パッケージを Workspace で管理できるパッケージに変換する方法については、『
VMware Workspace Portal管理者ガイド』を参照してください。

ThinApp パッケージは、組織のニーズに合った ThinApp パッケージの展開モード、ネットワーク共有タイプ、リポジト
リ アクセスの組み合わせに関する要件を満たすネットワーク共有に格納する必要があります。

ネットワーク共有リポジトリでの要件

ThinApp パッケージはネットワーク共有（ThinApp パッケージ リポジトリとも呼ばれる）に存在する必要があります。
ネットワーク共有は、ThinApp パッケージへのアクセスに使用される Workspace クライアントを実行している各シス
テムから、UNC（汎用命名規則）パスを使用してアクセスできる必要があります。たとえば、appshare という名前の
ホスト上の server という名前のネットワーク共有は、UNC パス \\server\appshare を使用してアクセスできます。
ネットワーク共有フォルダの完全修飾ホスト名は、Workspace から解決できる必要があります。

VMware Workspace Portal でのリソースの設定

28  VMware, Inc.



ネットワーク共有は、Common Internet File System（CIFS）共有または Distributed File System（DFS）共有が可
能です。DFS 共有は、単一の Server Message Block（SMB）ファイル共有または分散ファイル システムとして編成さ
れた複数の SMB ファイル共有が可能です。NetApp ストレージ システムで実行されている CIFS 共有と DFS 共有がサ
ポートされます。

ネットワーク共有は、Workspace が ThinApp パッケージ リポジトリへのアクセスに使用するように構成する、アクセ
スのタイプ（ドメイン ベースのアクセスまたはアカウント ベースのアクセス）に適した条件を満たす必要があります。
アクセスのタイプにより、次の項目の使用可能な組み合わせが決まります。

n ThinApp パッケージ リポジトリに対し、CIFS ネットワーク共有または DFS ネットワーク共有を使用するかどうか。

n Workspace とネットワーク共有のホストを同じ Active Directory ドメインに参加させる必要があるかどうか。

n ユーザーの Windows システムが、ThinApp パッケージを使用するために Active Directory ドメインに参加する
必要があるかどうか。

n クライアントをインストールした Windows システムでの仮想アプリケーションの取得と実行に、インストールした
Windows クライアント プログラムを使用するように設定された ThinApp パッケージのインストール モード。ユー
ザーの Windows システムで使用するパッケージのインストール モードは、Windows クライアントを Windows
システムにインストールするとき、インストール プロセスの最中に設定されます。このパッケージのインストール
モードにより、Windows システムで使用される ThinApp の展開モード、ダウンロード モード、ストリーミング
モードが決まります。

第 5 章 VMware ThinApp パッケージへのアクセスの提供
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アクセ

スの種

類 ネットワーク共有タイプ Workspace の要件 ユーザーの Windows システムに関する要件

ドメイ

ン ベー
スのア

クセス

ドメイン ベースのアクセ
スを使用する場合、

ThinApp パッケージ リポ
ジトリに CIFS 共有を使用
できます。

ドメイン ベースのアクセ
スでは、DFS 共有を使用
できません。DFS 共有の
場合は、アカウント ベー
スのアクセスを使用する必

要があります。

Workspace を Active Directory ドメインに
参加させて、Workspace が Windows ネッ
トワーク共有に参加してパッケージにアクセ

スできるようにする必要があります。

Workspace をドメインに参加させるように
構成する方法については、Workspace のイ
ンストールと構成の Kerberos の構成につい
ての情報を参照してください。

注意   Windows 認証は必要ありません。
ネットワーク共有は、コンピュータ アカウン
トに基づく認証およびファイル権限をサポー

トする必要があります。Workspace はドメ
インの Workspace のコンピュータ アカウン
トを使用してネットワーク共有にアクセスし

ます。

ネットワーク共有のフォルダおよびファイル

権限は、権限の組み合わせによりドメインで

の Workspace のコンピュータ アカウントに
対し読み取りアクセスを許可するように構成

する必要があります。

ユーザーが資格を付与された ThinApp パッケー
ジを使用するには、ユーザーの Windows システ
ムをあらかじめ Active Directory ドメインに参
加させておく必要があります。

次のシステムはすべて同じドメインに参加してい

る必要があります。

n ユーザーの Windows システム
n Workspace システム
n ThinApp パッケージを含むネットワーク共

有ドライブのホスト

ドメイン ベースのアクセスを使用する場合、
ThinApp パッケージでは次のインストール モー
ドを使用できます。

n COPY_TO_LOCAL。このインストール モー
ドでは、パッケージがクライアントの

Windows システムにダウンロードされま
す。このインストール モードは、仮想アプリ
ケーションに ThinApp ダウンロード モード
を使用することに相当します。クライアント

の Windows システムへのログインに使用す
るアカウントは、パッケージをネットワーク

共有からクライアントの Windows システム
にコピーするために使用されるユーザー アカ
ウントであり、このアカウントには、パッ

ケージを読み取り、そのネットワーク共有か

らファイルをコピーするための権限が必要で

す。パッケージがクライアントの Windows
システムにダウンロードされ、ユーザーが

パッケージを起動すると、仮想アプリケー

ションがクライアントの Windows システム
上でローカルに実行されます。

n RUN_FROM_SHARE。このインストール
モードでは、パッケージがクライアントの

Windows システムにダウンロードされませ
ん。ユーザーはローカル デスクトップ上の
ショートカットを使用してパッケージを起動

します。仮想アプリケーションがネットワー

ク共有から ThinApp ストリーミング モード
を使用して実行されます。クライアントの

Windows システムへのログインに使用する
アカウントは、パッケージをネットワーク共

VMware Workspace Portal でのリソースの設定
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アクセ

スの種

類 ネットワーク共有タイプ Workspace の要件 ユーザーの Windows システムに関する要件

有から実行するために使用されるユーザー ア
カウントであり、このアカウントには、その

ネットワーク共有からファイルを読み取り実

行するための権限が必要です。

注意   RUN_FROM_SHARE は、ThinApp
パッケージのネットワーク共有への接続が常

に確立されている Windows システムに最も
適しています。Workspace デスクトップは
常にドメインに接続されているため、このイ

ンストール モードに最適な Windows シス
テムです。浮動の、すなわちステートレスな

Workspace デスクトップでは、
RUN_FROM_SHARE を最大限に活用して、
パッケージを Windows システムにダウン
ロードする際に伴うリソースの使用を回避し

ます。

デフォルトでは、クライアントのインストーラ プ
ログラムのグラフィカル バージョンを実行して
Workspace for Windows クライアント アプリ
ケーションを Windows システムにインストール
するときのデフォルトのインストール モードとし
て、COPY_TO_LOCAL インストール モードが
設定されます。別のインストール モードをパッ
ケージのデフォルトのインストール モードとして
設定するには、クライアントのインストーラ プロ
グラムのコマンド ライン バージョンを実行する
必要があります。『VMware Workspace Portal
管理者ガイド』を参照してください。

アカウ

ント

ベース

のアク

セス

アカウント ベースのアク
セスを使用する場合、

ThinApp パッケージ リポ
ジトリには CIFS 共有また
は DFS 共有を使用できま
す。

Workspace システムは、ネットワーク共有
およびパッケージへのアクセスに共有ユーザー

アカウントおよびパスワードを使用するよう

に構成する必要があります。共有ユーザー ア
カウントおよびパスワードは、ネットワーク

共有フォルダへの UNC パスに対して読み取
りアクセスが可能な任意の組み合わせです。

ネットワーク共有にアクセスするのに、

Workspace を Active Directory ドメインに
参加させる必要はありません。

注意   Connector Services Admin で
ThinApp Packages ページを使用するには、
Connector Services Admin の [ドメインに
参加] ページを完了する必要があります。

使用資格が付与された ThinApp パッケージをユー
ザーが使用するために、ユーザーの Windows シ
ステムを Active Directory ドメインに参加させ
る必要はありません。Windows 認証は必要あり
ません。

ユーザーの Windows システム、Workspace シ
ステム、ThinApp パッケージを含むネットワー
ク共有のホストを同じ Active Directory ドメイ
ンに参加させる必要はありません。

アカウント ベースのアクセスを使用するように
Workspace システムが構成されている場合、
ThinApp パッケージでは次のインストール モー
ドを使用できます。

n ユーザーの Windows システムがドメインに
参加していない場合、クライアントでは

HTTP_DOWNLOAD インストール モードを
使用して仮想アプリケーションを取得する必

要があります。このインストール モードは、
仮想アプリケーションに ThinApp ダウン
ロード モードを使用することに相当します。
Workspace は共有ユーザー アカウントを使
用して、リポジトリからパッケージを取得し

ます。

n ユーザーが Windows システムをドメインに
参加させると、クライアントでは

COPY_TO_LOCAL インストール モードま
たは RUN_FROM_SHARE インストール
モードのどちらかを使用して、ユーザーに使

用資格が付与された ThinApp パッケージを
実行することができます。クライアントの

Windows システムへのログインに使用する

第 5 章 VMware ThinApp パッケージへのアクセスの提供
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アクセ

スの種

類 ネットワーク共有タイプ Workspace の要件 ユーザーの Windows システムに関する要件

アカウントは、パッケージをネットワーク共

有から取得するために使用されるユーザー ア
カウントであり、このアカウントには、ネッ

トワーク共有上での適切な権限が必要です。

ユーザーの Windows システムがドメインに参加
している場合と参加していない場合があるときに

は、Workspace がアカウント ベースのアクセス
用に構成されている限り、COPY_TO_LOCAL
モードを使用し AUTO_TRY_HTTP オプションを
有効にしてクライアントをインストールできま

す。この構成では、クライアントはまず

COPY_TO_LOCAL モードを使用して、パッケー
ジをダウンロードしようとします。このとき

Windows システムがドメインに参加していない
場合、パッケージをコピーしようとするその試み

は失敗します。ただし、AUTO_TRY_HTTP オプ
ションが有効な場合は、クライアントは直ちに

HTTP を使用してパッケージをダウンロードしよ
うと試みます。COPY_TO_LOCAL と
AUTO_TRY_HTTP のこの組み合わせは、クライ
アントのインストーラ プログラムのグラフィカル
バージョンを実行して Workspace for Windows
クライアント アプリケーションを Windows シ
ステムにインストールするときのデフォルトで

す。HTTP_DOWNLOAD モードを使用したパッ
ケージのダウンロードの試みが成功するために、

Workspace はアカウント ベースのアクセス用に
構成されている必要があります。

さらに、ThinApp パッケージ リポジトリは、説明された状況に従い、次の条件を満たす必要があります。

n 設定に Active Directory ドメインに参加しているシステムが含まれる場合、不整合のある名前空間により、ThinApp
パッケージをホストするネットワーク共有へのドメイン メンバー コンピュータからのアクセスが妨げられないこと
を確認します。不整合のある名前空間は、Active Directory ドメイン名が、そのドメイン内のマシンが使用する DNS
名前空間と異なる場合に発生します。

n ネットワーク共有のファイル権限と共有権限は、アプリケーションを実行する機能と読み取りアクセス権を、

COPY_TO_LOCAL または RUN_FROM_SHARE オプションを使用して ThinApp アプリケーションを実行するユー
ザーに提供するように構成する必要があります。

たとえば、ThinApp アプリケーションをストリーミング モードで実行するユーザーの Active Directory ユーザー
アカウントの場合、共有フォルダの権限を [読み取り] に、NTFS 権限を [読み取りと実行] に設定することで、アプリ
ケーションを実行する機能と読み取りアクセス権をそれらのユーザーに提供できます。

[読み取りと実行] の NTFS 権限の設定は、ThinApp のストリーミング モードを使用した ThinApp アプリケーショ
ンの実行に必要です。これは、Workspace for Windows クライアントの RUN_FROM_SHARE インストール モー
ドに対応します。組織で NTFS 権限を [読み取り] に設定する必要がある場合、ユーザーは仮想アプリケーションに
対して ThinApp ダウンロード モードを使用できます。ThinApp ダウンロード モードは、COPY_TO_LOCAL イン
ストール モードまたは HTTP_DOWNLOAD インストール モードのどちらかを使用した Windows クライアントの
インストールに対応します。どちらのインストール モードを使用しても、アプリケーションは Windows システム
にダウンロードされ、ローカルで起動されます。

CIFS および DFS ネットワーク共有のどちらでも、ThinApp パッケージは、名前空間の直下のサブディレクトリで
はなく、名前空間の下のディレクトリ内の個別のサブディレクトリに配置する必要があります。たとえ

ば、\\server\appshare\thinapp1、 \\server\appshare\thinapp2 などです。「Workspace が管理す
る ThinApp パッケージのためのネットワーク共有の作成 (P. 33)」を参照してください。
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Workspace が管理する ThinApp パッケージのためのネットワーク共有の作成
Workspace の VMware® ThinApp® 管理機能を有効にして、ユーザーがユーザー アプリケーション カタログから ThinApp
パッケージにアクセスできるようにするには、ネットワーク共有を作成し、ThinApp パッケージをそのネットワーク共
有フォルダに格納する必要があります。

Workspace は、ThinApp パッケージに関して必要なメタデータをネットワーク ファイル共有から取得します。

開始する前に

n ThinApp パッケージが Workspace の要件を満たしていることを確認します。

n ThinApp パッケージ用に Workspace の要件を満たすネットワーク ファイル共有を IT 環境内に作成するのに必要
な、アクセスと権限を持っていることを確認します。

手順

1 ThinApp パッケージ用に Workspace の要件を満たすネットワーク共有を作成します。

2 ネットワーク共有で、ThinApp パッケージごとにネットワーク共有サブフォルダを作成します。

通常、サブフォルダには ThinApp アプリケーションと一致する名前を付けるか、フォルダ内のアプリケーションを
特定できる名前を付けます。たとえば、server というホスト上のネットワーク共有が appshare で、アプリケー
ションが abceditor の場合、ThinApp パッケージのサブフォルダは \\server\appshare\abceditor です。

注意   Workspace を使用して ThinApp パッケージを配布するためにネットワーク共有サブフォルダを作成する場
合は、その名前に ASCII 以外の文字を使用しないでください。ASCII 以外の文字はサポートされていません。

3 ThinApp パッケージごとに、そのファイル（EXE および DAT ファイル）を、そのパッケージの仮想アプリケーショ
ンに対応する名前が付いているサブフォルダにコピーします。

ファイルをコピーした後、以下のような、サブフォルダとファイルのセットが設定されます。

n \\server\appshare\abceditor\abceditor.exe

n \\server\appshare\abceditor\abceditor.dat

次に進む前に

Workspace システムから ThinApp パッケージへのアクセスを構成します。

Workspace から ThinApp パッケージへのアクセスの構成
ThinApp パッケージへのアクセスをユーザーに提供するように Workspace を構成するには、Workspace システムが格
納されている ThinApp パッケージを特定してユーザーのシステムとパッケージを同期できるようにする必要があります。

開始する前に

n 適切な構成でネットワーク共有を作成し、そのネットワーク共有内の適切な場所に ThinApp パッケージを格納しま
す。「Workspace が管理する ThinApp パッケージのためのネットワーク共有の作成 (P. 33)」を参照してください。

n ThinApp パッケージが置かれているネットワーク共有フォルダへの UNC パスがあることを確認します。

n Active Directory ドメイン名と、そのドメインに参加する権限を持つ Active Directory 内のアカウントのユーザー
名とパスワードがあることを確認します。アカウント ベースのアクセスを使用する場合でも、Connector Services
Admin では、Connector Services Admin の [ThinApp パッケージ] ページを使用する前に [ドメインに参加] ペー
ジを完了する必要があります。

ドメイン ベースのアクセスを有効にするには、ThinApp パッケージ リポジトリが参加しているのと同じ Active
Directory ドメインに Workspace も参加させる必要があります。ネットワーク共有が使用するドメイン用の Active
Directory ドメイン名と、そのドメインに参加する権限を持つ Active Directory 内のアカウントのユーザー名とパ
スワードがあることを確認します。この Active Directory アカウントは、Workspace をドメインに参加させるの
に使用されます。
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n アカウント ベースのアクセスを有効にする場合は、ネットワーク共有を読み取る権限があるユーザー名とパスワー
ドがあることを確認します。「ThinApp パッケージおよびネットワーク共有リポジトリのための Workspace の要
件 (P. 28)」を参照してください。

注意   すべての実行状況に対して ThinApp パッケージの使用をドメインに参加している Windows システムに制限
する必要がない限り、ドメイン ベースのアクセスに加えてアカウント ベースのアクセスも有効にする必要がありま
す。この組み合わせは、ユーザーが Windows システムをドメインに参加させずに使用資格が付与された ThinApp
パッケージを使用する必要がある実行状況をサポートするための、最高の柔軟性を提供します。

手順

1 Workspace を Active Directory ドメインに参加させます。

a Connector Services Admin にログインします。

b [ドメインに参加] タブを選択します。

c [ドメインに参加] ページで、Active Directory ドメインの情報を入力し、[ドメインに参加] をクリックします。

重要   Active Directory（AD）ドメイン名、AD ユーザー名または AD パスワードを入力する場合は、ASCII
以外の文字を使用しないでください。Connector Services Admin のこれらのエントリ フィールドでは、ASCII
以外の文字がサポートされていません。

オプション 説明

AD ドメイン Active Directory の完全修飾ドメイン名を入力します。たとえば、
HS.TRDOT.COM と入力します。

AD ユーザー名 システムを Active Directory ドメインに参加させる権限を持つ、Active Directory
内のアカウントのユーザー名を入力します。

AD パスワード [AD ユーザー名] と関連付けられているパスワードを入力します。このパスワー
ドが Workspace によって保存されることはありません。

 

重要   Workspace の構成をインポートするたびに、Workspace をドメインにあらためて参加させる必要があ
ります。

[ドメインに参加] ページが更新され、現在ドメインに参加していることを伝えるメッセージが表示されます。
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2 格納されている ThinApp パッケージに Workspace システムがアクセスできるようにします。

a [パッケージ化されたアプリ - ThinApp] タブを選択します。

b [パッケージ アプリケーションを有効にする] チェック ボックスを選択します。

c 情報をすべて入力し、[保存] をクリックします。

重要   このページのフィールドのエントリには、ASCII 以外の文字を使用しないでください。Connector Services
Admin のこれらのエントリ フィールドでは、ASCII 以外の文字がサポートされていません。

オプション 説明

パス ThinApp パッケージのフォルダが置かれている共有フォルダのパスを UNC パス
形式（\\server\share\subfolder）で入力します。
例： \\<DirectoryHost>\<ThinAppFileShare>
<DirectoryHost> には、IP アドレスではなく、ホスト名を指定します。
CIFS と DFS の両方のネットワーク共有について、このパスは、名前空間自体で
はなく、名前空間の下のディレクトリである必要があります。

頻度を選択 Workspace でネットワーク共有の場所にある ThinApp パッケージに関する情報
を Workspace と同期する間隔を選択します。週ごとに同期する場合は、同期を
行う曜日と時刻を設定します。毎日同期する場合は、時刻を設定します。

アカウント ベースのアクセスを有効にする アカウント ベースのアクセスを使用する場合にこのオプションを選択します。
注意   ThinApp パッケージ リポジトリが DFS ネットワーク共有である場合は、
このオプションを選択する必要があります。ドメインに参加していない Windows
システムで使用資格が付与された ThinApp パッケージをユーザーが使用できる
ようにする場合、アカウント ベースのアクセスを有効にする必要があります。

共有のユーザー ネットワーク共有への読み取りアクセス権を持つユーザー アカウントのユーザー
名を入力します。この情報は、[アカウント ベースのアクセスを有効にする] が選
択されている場合に必要です。

共有のパスワード [共有ユーザー] ユーザー アカウントと関連付けられているパスワードを入力します。
 

値が保存されたことを伝えるメッセージが表示され、前回の同期状態の要約が表示されます。

3 [今すぐ同期] をクリックして、ThinApp パッケージと Workspace システムを同期します。

同期プロセスの完了までにかかる時間は、ThinApp パッケージの数によって異なります。

同期プロセスが完了すると、同期された ThinApp パッケージのリストが表示されます。

Workspace システムは、グループおよびユーザーに ThinApp パッケージへの資格を付与できるように構成されます。
また、それらのユーザーは、自分が資格を持つ ThinApp パッケージを、自分の Windows システムにインストールされ
た Workspace クライアントを使用して実行できるようになります。

次に進む前に

ThinApp パッケージに対する資格をグループおよびユーザーに付与します。『VMware Workspace Portal 管理者ガイ
ド』を参照してください。

ユーザーおよびグループに ThinApp パッケージの使用資格を付与
ThinApp パッケージとしてキャプチャされる Windows アプリケーションの使用資格をユーザーおよびグループに付与
できます。

ThinApp パッケージの使用資格を付与できるのは、Workspace ユーザー（ディレクトリ サーバからインポートされた
ユーザー）だけです。ThinApp パッケージの使用資格をユーザーに付与すると、ユーザーのシステムでアプリケーショ
ンが表示され、Workspace for Windows アプリケーションからアプリケーションを起動できるようになります。使用資
格を削除すると、アプリケーションが表示されなくなり、起動できなくなります。
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多くの場合、ユーザーに ThinApp パッケージの使用資格を付与する方法として最も効果的なのは、ユーザーのグループ
に ThinApp パッケージの使用資格を追加することです。場合によっては、ThinApp パッケージの使用資格を個々のユー
ザーに付与する方が適切なこともあります。

開始する前に

Workspace を構成し、ThinApp パッケージを各自の Workspace カタログに同期します。ThinApp パッケージをカタ
ログに同期する際に、ユーザーとグループに使用資格を付与できます。

Connector Services Admin を使用し、ThinApp パッケージを各自のカタログに同期します。ThinApp パッケージは
Workspace 管理コンソール ページからカタログに直接追加することはできません。

手順

1 Workspace 管理コンソール にログインします。

2 ユーザーに ThinApp パッケージの使用資格を付与します。

オプション 説明

ThinApp パッケージにアクセスし、ユー
ザーまたはグループにその使用資格を付与す

る。

a [カタログ] タブをクリックします。
b [任意のアプリケーションの種類] - [ThinApp パッケージ] をクリックします。
c ユーザーおよびグループに使用資格を付与する ThinApp パッケージをクリック

します。

デフォルトで [資格] タブが選択されています。グループ資格のリストとユーザー
資格のリストが別々に表示されます。

d [グループ資格を追加] または [ユーザー資格を追加] をクリックします。
e グループまたはユーザーの名前を入力します。

ユーザーやグループを検索するには、検索文字列を何文字か入力してオートコン

プリート機能でオプション リストを表示させるか、[参照] をクリックしてリスト
全体を表示させます。

f ドロップダウン メニューから、ThinApp パッケージをアクティブ化する方法を
選択します。

自動 ユーザーは、Workspace クライアントに次回ログイン
したときに即座に ThinApp パッケージにアクセスでき
ます。

ユーザー アクティ
ブ化済み

ユーザーがアプリケーションを使用するには、

Workspace for Windows で ThinApp パッケージを
アクティブ化する必要があります。

g [保存] をクリックします。

ユーザーまたはグループにアクセスし、その

ユーザーまたはグループに ThinApp パッ
ケージの使用資格を付与する。

a [ユーザー & グループ] タブをクリックします。
b [ユーザー] または [グループ] タブをクリックします。
c 個々のユーザー名またはグループ名をクリックします。

d [資格を追加] をクリックします。
e ユーザーまたはグループに使用資格を付与する ThinApp パッケージの横のチェッ

ク ボックスをオンにします。
f ドロップダウン メニューから、ThinApp パッケージをアクティブ化する方法を

選択します。

自動 ユーザーは、Workspace クライアントに次回ログイン
したときに即座に ThinApp パッケージにアクセスでき
ます。

ユーザー アクティ
ブ化済み

ユーザーがアプリケーションを使用するには、

Workspace for Windows で ThinApp パッケージを
アクティブ化する必要があります。

g [保存] をクリックします。
 

選択したユーザーまたはグループに、ThinApp パッケージの使用資格が付与されました。
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次に進む前に

Workspace for Windows アプリケーションがユーザーの Windows システムにインストールされていることを確認し
ます。

Workspace による ThinApp パッケージの配布と管理
Workspace を使用して登録した ThinApp パッケージを Workspace ユーザーが実行できるようにするには、ユーザー
の Windows システムに Workspace for Windows アプリケーションがインストールされ実行されている必要があります。

ThinApp パッケージは、仮想 Windows アプリケーションです。ThinApp パッケージが Windows システムに配布さ
れると、Windows システムにログインしたユーザーは、Windows システムに登録されたそれらの ThinApp パッケー
ジを起動および実行することができます。Workspace を使用して、Workspace と互換性のある ThinApp パッケージを
配布および管理できます。

ユーザーによる Windows ログイン セッションでこれらの仮想アプリケーションのいずれかが正常に起動および実行され
るためには、次の要素が必要となります。

n そのユーザーが使用するために、仮想アプリケーションの ThinApp パッケージが、Workspace サーバにより登録
されている。

n 使用される Windows システムで特定の DLL が利用できる。

n HorizonThinAppClient.exe プロセスが実行中である。

互換性のある ThinApp パッケージが作成されると、ログイン ユーザーがログインした Windows セッションで仮想アプ
リケーションを起動したときに、特定の DLL をロードするよう構成されます。このとき、仮想アプリケーションにより
DLL のロードが試行されます。DLL がロードされると、ローカルにインストールされている Workspace ThinApp クラ
イアントにより、その ThinApp パッケージが Windows デスクトップでそのユーザーに対して登録されているかどうか
を検証しようとします。ローカルにインストールされている ThinApp クライアントは、Workspace サーバと通信せず
に、そのアプリケーションがユーザーに対して登録されているかどうかを判断します。アプリケーションが Windows デ
スクトップでそのユーザーに対して登録されている場合、ThinApp クライアントは、Workspace サーバと最後に同期さ
れた時期を確認します。ThinApp クライアントにより、最後の同期後の経過時間が、インストールされているクライア
ントに対して構成されたオフライン猶予期間内であることが確認されると、クライアントはアプリケーションの実行を許

可します。

Windows システムでこの DLL が使用されるのは、Workspace for Windows アプリケーションがインストールされて
いる場合のみであり、Workspace for Windows アプリケーションがそのシステム上で実行されている場合は、
HorizonThinAppClient.exe プロセスが実行中であるため、Workspace for Windows アプリケーションを Windows
システムにインストールして、Workspace サーバによって配布および管理される ThinApp パッケージを実行する必要
があります。

ThinApp パッケージを使用するための Workspace for Windows アプリケーションの展開
Workspace for Windows アプリケーションは、そのインストーラ EXE ファイルをダブルクリックする、コマンド ライ
ン オプションを使用して実行可能ファイルを実行する、またはコマンド ライン オプションを使用するスクリプトを実行
するのいずれかの方法よりインストールできます。アプリケーションをインストールするには、ローカルの管理者権限が

必要です。インストーラの EXE ファイルをダブルクリックして Workspace for Windows アプリケーションをインス
トールする方法については、『Workspace ユーザー ガイド』を参照してください。

インストールしたアプリケーションの構成により、Workspace が配布する ThinApp パッケージを Windows システム
に展開する方法が決まります。デフォルトでは、インストーラの EXE ファイルをダブルクリックして Workspace for
Windows アプリケーションをインストールすると、クライアントは AUTO_TRY_HTTP オプションが有効な
COPY_TO_LOCAL 展開モードで ThinApp パッケージを展開するように構成されます。このデフォルトのインストーラ
オプションの結果、いわゆるダウンロード展開モードになります。COPY_TO_LOCAL と AUTO_TRY_HTTP を使用する
デフォルト設定では、クライアント アプリケーションはまず Windows システムのエンドポイントに ThinApp パッケー
ジをコピーする方法で、ThinApp パッケージをダウンロードしようとします。この方法が失敗すると、クライアント ア
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プリケーションは HTTP を使用して ThinApp パッケージをダウンロードします。ThinApp リポジトリにアカウントを
使用してアクセスするように Workspace を構成している場合、クライアント アプリケーションは HTTP を使用して
ThinApp パッケージをダウンロードできます。ThinApp パッケージをローカル Windows システムにダウンロードした
ら、ローカル システムで仮想アプリケーションを実行します。

仮想アプリケーションをローカル Windows システムにダウンロードすると Windows システムの領域が使用されるの
で、これを避けるため、ユーザーがいわゆるストリーミング展開モードを使用してネットワーク共有から ThinApp パッ
ケージを実行するように設定できます。ユーザーがストリーミング モードを使用して ThinApp パッケージを実行できる
ようにするには、コマンドライン インストール プロセスを使用して Windows システムに Workspace for Windows ア
プリケーションをインストールする必要があります。インストーラには、ThinApp パッケージにランタイム展開モード
を設定するために使用するコマンドライン オプションが用意されています。ランタイム展開モードを設定して ThinApp
パッケージをストリームするには、RUN_FROM_SHARE インストーラ オプションを使用します。

Workspace for Windows アプリケーションを複数の Windows システムにインストールする 1 つの方法として、スク
リプトを使用してアプリケーションを Windows システムにサイレント インストールします。同時に複数の Windows
システムにクライアントをサイレント インストールできます。

注意   サイレント インストール プロセス中は、メッセージやウィンドウは表示されません。

スクリプトを使用してインストールしたクライアントが、ThinApp パッケージの展開に ThinApp ダウンロード モード
（COPY_TO_LOCAL オプションや HTTP_DOWNLOAD オプションなど）のいずれか、ThinApp ストリーミング モー
ド、または RUN_FROM_SHARE オプションを使用するかどうかを示す値をスクリプトに設定します。「同じ設定の
Workspace for Windows アプリケーションを複数の Windows システムにインストール (P. 56)」を参照してください。

Windows エンドポイント上の ThinApp パッケージに適切な展開モードの決定
Windows エンドポイントの Workspace for Windows アプリケーションの構成により、Workspace を使用して配布さ
れる ThinApp パッケージの展開に、ThinApp ダウンロード モードのいずれか（COPY_TO_LOCAL または
HTTP_DOWNLOAD）、ThinApp ストリーミング モード、または RUN_FROM_SHARE を使用するかどうかが決まりま
す。デスクトップ コンピュータやラップトップ コンピュータなどの Windows エンドポイントに Workspace for Windows
をサイレント インストールするスクリプトを作成する場合は、ThinApp パッケージ展開モードを設定するオプションを
指定します。ネットワーク レイテンシなどを考慮しながら、選択したエンドポイントのネットワーク環境に最適な展開
モードを選択します。

ストリーミング モードでは、Workspace for Windows アプリケーションをWorkspace と同期するときに、クライア
ントが ThinApp パッケージの仮想 Windows アプリケーションのアプリケーション ショートカットを Windows デス
クトップにダウンロードします。ユーザーが ThinApp パッケージを起動すると、仮想 Windows アプリケーションは
ThinApp パッケージが配置されているファイル共有で実行されます。そのため、ストリーミング モードは、View デス
クトップなどのネットワーク共有に常に接続するシステム用に最適です。ダウンロード モードでは、最初に ThinApp
パッケージを使用または更新するときに、まず ThinApp パッケージが Windows システムにダウンロードされ、その後
ショートカットが作成されるまで待機する必要があります。初回ダウンロードが終了したら、ローカル Windows システ
ムで仮想 Windows アプリケーションを起動して実行します。

重要   浮動またはステートレス View デスクトップとも呼ばれる非永続型 View デスクトップでは、クライアントのイン
ストール時にコマンドライン インストーラ オプション /v INSTALL_MODE=RUN_FROM_SHARE を使用して ThinApp
ストリーミング モードでクライアントを設定することをお勧めします。浮動 View デスクトップで ThinApp パッケージ
を使用する場合は、RUN_FROM_SHARE オプションが最適なランタイムを実現します。「Workspace for Windows の
コマンドライン インストーラ オプション (P. 51)」を参照してください。
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表 5‑1.  ThinApp パッケージとしてキャプチャされた仮想アプリケーションの ThinApp 展開モード

モード 説明

ThinApp ストリーミング
モード

ThinApp ストリーミング モードでは、仮想アプリケーションは起動のたびにストリームされます。この方
法では、仮想アプリケーションをデスクトップにコピーする際に使用されるはずのデスクトップのディスク

容量を使用せずに済みます。アプリケーションを実行するには、デスクトップが ThinApp パッケージのネッ
トワーク共有に接続されている必要があります。次のような環境では、必要とされる一貫性と安定性がもた

らされる可能性が高くなります。

n ThinApp パッケージが配置されているファイル共有への接続に優れている View デスクトップ（ステー
トレスまたはパーシステント）。

n View デスクトップではなく、複数ユーザーが共有する Windows デスクトップを使用するユーザー。
この場合は、ダウンロードしたユーザー固有のアプリケーションがディクスで蓄積されるのを回避でき

ます。また、ダウンロードによる遅れを生じさせることなく、ユーザーに固有のアプリケーションに迅

速にアクセスできます。

Windows システムにログインするために使用するアカウントは、ネットワーク共有から ThinApp パッケー
ジを取得する際に使用します。そのアカウントには、ネットワーク共有からファイルを読み取って実行する

ための適切な権限が必要です。

ThinApp ダウンロード
モード

ThinApp ダウンロード モードでは、アプリケーションは Windows エンドポイントにダウンロードされま
す。ユーザーは、エンドポイントでローカルに仮想アプリケーションを実行します。次のような状況では、

ThinApp ダウンロード モードをお勧めします。
n パーシステント View デスクトップを使用している
n 定期的にオフラインになる LAN 接続型デスクトップを使用している
n ネットワーク レイテンシが貧弱な LAN を使用している
Workspace では、次の 2 種類の ThinApp ダウンロード モードが提供されます。 COPY_TO_LOCAL お
よび HTTP_DOWNLOAD。クライアントに COPY_TO_LOCAL を設定した場合、AUTO_TRY_HTTP オ
プションを有効にして、ThinApp パッケージのネットワーク共有にアカウントを使用してアクセスするよ
うに Workspace を構成している場合を除き、Windows エンドポイントはファイル共有と同じドメインに
参加する必要があります。AUTO_TRY_HTTP オプションが有効で、アカウントを使用してアクセスするよ
うに Workspace を構成している場合に、Windows エンドポイントが同じドメインに参加していなかった
り、ThinApp パッケージの初回ダウンロードに失敗すると、Workspace for Windows クライアント アプ
リケーションは、HTTP_DOWNLOAD モードで HTTP プロトコルを使用して ThinApp パッケージを自動
的にダウンロードします。HTTP_DOWNLOAD を使用する場合、Windows エンドポイントはファイル共
有と同じドメインに参加する必要はありません。ただし、HTTP_DOWNLOAD を使用する場合のコピーお
よび同期にかかる時間は、COPY_TO_LOCAL を使用する場合に比べてかなり長くなります。
重要   Workspace で、アカウントを使用するアクセスが有効になっていないと、AUTO_TRY_HTTP が有
効な場合やクライアントが HTTP_DOWNLOAD オプションを使用して設定されている場合でも、HTTP プ
ロトコルを使用するダウンロードは動作しません。

COPY_TO_LOCAL を使用する場合は、Windows システムにログインするために使用するアカウントを
ネットワーク共有から ThinApp パッケージを取得する際に使用します。そのアカウントには、ネットワー
ク共有からファイルを読み取ってコピーするための適切な権限が必要です。HTTP_DOWNLOAD を使用す
る場合、Workspace システムから ThinApp パッケージのネットワーク共有へのアクセスを構成するとき
に Connector Services Admin に入力する共有ユーザー アカウントは、ThinApp パッケージのダウンロー
ドに使用するアカウントです。共有ユーザー アカウントには、ネットワーク共有からファイルをコピーする
ために、ThinApp パッケージのネットワーク共有の読み取り権限が必要です。

ThinApp パッケージのネットワーク共有は、Windows エンドポイントに対して設定されている展開モードの適切な要
件を満たしている必要があります。Workspace のインストールと構成を参照してください。

オフライン猶予期間と ThinApp パッケージ
オフライン猶予期間とは、Workspace サーバと同期せずに、仮想アプリケーションを Windows システムで起動して実
行できる期間です。

ThinApp パッケージは仮想 Windows アプリケーションであり、Workspace はこれらのアプリケーションを Windows
システムに配布できます。Workspace が Windows システムにログインしたユーザーのために初めて ThinApp パッケー
ジを Windows システムに配布するときに、パッケージの仮想アプリケーションが、そのユーザーが使用するためにその
Windows システムに登録されます。適切なショートカットが Windows デスクトップに追加され、そのシステムにイン
ストールされている標準の Windows アプリケーションと同様に、ショートカットを使用して仮想アプリケーションを起
動できます。
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Workspaceによって Windows システムに展開されたいずれかの仮想アプリケーションを起動すると、ThinApp パッ
ケージはシステムで稼働している ThinApp エージェントからの実行権限を要求します。ThinApp エージェントは次の条
件を確認します。

n アプリケーションが、ログイン ユーザーのためにこの Windows デスクトップに登録されているかどうかを確認し
ます。

n Windows システムが、構成されたオフライン猶予期間内に Workspace サーバと同期されているかどうかを確認し
ます。

これらの条件が両方とも満たされている場合、ThinApp エージェントは仮想アプリケーションの実行を許可します。

Workspace for Windows アプリケーションが Workspace サーバと同期する頻度は、POLLINGINTERVAL インストー
ラ オプションで設定されます。デフォルトでは、頻度は 5 分おきです。オフライン猶予期間は、デフォルトでは 30 日間
に設定されます。Windows システムにおいて 30 日の期間内の任意の時点で Workspace サーバに接続するためのネッ
トワーク接続が確立されている場合、アプリケーションをサーバと同期し、仮想アプリケーションを実行できます。

ただし、Windows システムで Workspace サーバに接続するためのネットワーク接続が確立されていない場合、アプリ
ケーションをサーバと同期できません。オフライン猶予期間で設定された期間まで、この Windows システムに登録され
ている仮想アプリケーションを切断されたシステム上で実行できます。

ThinApp パッケージのオフライン猶予期間の設定

Windows システムで ThinApp エージェントのオフライン猶予期間を設定するには、レジストリを変更する必要があり
ます。デフォルトのオフライン猶予期間 は 30 日間で、これはシステム全体の設定です。

開始する前に

n Workspace for Windows が Windows システムにインストールされていることを確認します。

n Windows システムのレジストリを変更するローカル管理者権限を持っていることを確認します。

手順

1 レジストリ エディタで Windows システムのレジストリを開きます。

2 OfflineGracePeriod レジストリ キーを検索します。

Windows システム レジストリ キー

Windows 32 ビット HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\VMware, Inc. \Horizon
ThinApp\OfflineGracePeriod

Windows 64 ビット HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\VMware,
Inc. \Horizon ThinApp\OfflineGracePeriod

 
OfflineGracePeriod キーのタイプは REG_DWORD です。デフォルト設定は 720（30 日）です。

3 OfflineGracePeriod の値を時間単位の期間に更新します。

4 レジストリ エディタを終了します。

コマンド ライン HorizonThinAppCtrl.exe アプリケーションの使用
Workspace for Windows アプリケーションには、HorizonThinAppCtrl.exe （ユーザーの Windows システム上での
ThinApp パッケージの使用に関連する操作を実行するために使用できるコマンド ライン アプリケーション）が含まれて
います。

Workspace for Windows のインストール プロセスを実行すると、Workspace for Windows アプリケーションがイン
ストールされている Windows ディレクトリの HorizonThinApp フォルダに HorizonThinAppCtrl.exe がインストー
ルされます。
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HorizonThinAppCtrl.exe アプリケーションを使用して、サポートされているコマンドのいずれかを実行するには、その
コマンドを最初の引数として指定し、続いてそのコマンドで利用できるオプションを必要に応じて指定します。

HorizonThinAppCtrl.exe command options

コマンド 説明

HorizonThinAppCtrl.exe
recheck

このコマンドは、Workspace for Windows アプリケーションにログインしているユーザー
アカウントに関連付けられている ThinApp パッケージの使用資格チェックをただちに実行
します。新たに付与または更新された ThinApp パッケージがあれば、それらの同期も行い
ます。

HorizonThinAppCtrl.exe set
InstallMode=<install_mode>

このコマンドは、この Windows システム上の ThinApp パッケージに使用される ThinApp
展開モードを変更します。このコマンドは ThinApp 展開モードに関連付けられているレジ
ストリ キーを変更するため、このコマンドを使用してインストール モードを変更できるの
は適切なレジストリ権限のある管理者だけです。

<install_mode> に指定できる値は次のとおりです。
n CopyToLocal
n RunFromShare
n HttpDownload

HorizonThinAppCtrl.exe
authorize
guid=<ThinApp_GUID>
path=<package_path>

このコマンドは、ThinApp パッケージ が起動可能かどうかを確認します。このコマンドに
よって ThinApp パッケージが実際に起動されることはありません。ThinApp パッケージ
の GUID と、パッケージの実行可能ファイルのパスを指定します。Windows クライアン
ト システム上のパッケージに ThinApp ダウンロード モードが使用されている場合、パス
はローカル キャッシュ root フォルダに相対します（これはリポジトリ ルートに相対する
パスと同じ）。次に例を示します。

HorizonThinAppCtrl.exe authorize guid= 
436E1D7D-552C-4F70-8197-DB1B05D30394 path="FileZilla 
Client 3.3.2/FileZilla.exe"

ThinApp パッケージの GUID、アプリケーション パス、および実行可能ファイルの名前
は、管理コンソール内のそのリソース ページで確認できます。

HorizonThinAppCtrl.exe quit このコマンドは、Workspace for Windows アプリケーションにクリーンに終了するよう
に伝えます。

HorizonThinAppCtrl.exe
launch app=<package_path>
url=<launch_url>

このコマンドは、ThinApp パッケージ を手動起動するために使用されます。
<package_path> はパッケージの実行可能ファイルのパス、<launch_url> はそのパッ
ケージの Workspace プロトコル URL（horizon://package_path という書式）
です。次に例を示します。

HorizonThinAppCtrl.exe launch app="FileZilla Client 
3.3.2/FileZilla.exe" url="horizon://FileZilla Client 
3.3.2/FileZilla.exe"

このコマンドは、エンド ユーザーによって使用されることは一般にありません（エンド ユー
ザーは使用資格が付与されている ThinApp パッケージをユーザー ポータルの [マイ アプ
リ] 領域で起動することは可能）。このコマンドは、通常、デバッグ目的で使用されます。

Workspace に展開後の管理対象 ThinApp パッケージの更新
ThinApp パッケージを組織のカタログに追加し、Workspace ユーザーにその ThinApp パッケージの使用資格を付与す
ると、現在のパッケージからユーザーの使用資格を解除するとに新しいパッケージの使用資格を付与しなくても、そのパッ

ケージを更新すればユーザーは新しい（再作成された）バージョンの ThinApp パッケージを使用できます。

そのパッケージの新しいバージョンの Windows アプリケーションがリリースされたり、アプリケーションのパッケー
ジャでパッケージによって使用されるパラメータ値が変更されたために、更新済み ThinApp パッケージが提供されるこ
とがあります。

ThinApp 4.7.2 以降のバージョンでは、Workspace システムで使用される ThinApp パッケージの更新メカニズムが用
意されています。この ThinApp 更新メカニズムは、Workspace 環境外で使用される他の ThinApp パッケージ用の更新
メカニズムとは異なります。Workspace に更新済みパッケージを展開し、ユーザーに自動的に新規バージョンが表示さ
れるようにするには、更新済み ThinApp パッケージをこのメカニズムで更新する必要があります。
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Workspace システムで管理される ThinApp パッケージの場合、Workspace で 2 つの Package.ini パラメータを使用
して、パッケージが他のパッケージの更新バージョンかどうかが判断されます。

AppID Workspace 内の ThinApp パッケージの一意の ID。パッケージのアプリケーションの
すべてのエントリ ポイント（実行可能ファイル）に、同じ AppID が割り当てられま
す。ThinApp パッケージを組織の Workspace カタログと同期すると、パッケージの
AppID が ThinApp パッケージのリソース ページの GUID 列に表示されます。この値
は、次の例のように各セットがダッシュで区切られた、キャラクタ セットのパターン
の英数字で構成されます。

XXXXXXXX-XXXX-XXXX-XXXX-XXXXXXXXXXXX 

Workspace では、同じ AppID の ThinApp パッケージは同じアプリケーション バー
ジョンであると見なされます。

VersionID ThinApp パッケージのバージョン番号。Workspace では VersionID を使用して、
さまざまなバージョンの管理対象 ThinApp パッケージを追跡します。VersionID 値
を 1 ずつ増やすことで、同じ AppID を保持しながら、ThinApp パッケージが他のパッ
ケージの更新版であることを示します。

更新済みパッケージは、管理対象 ThinApp パッケージ用に構成されたネットワーク共有フォルダの新規フォルダに置き
ます。『Workspace のインストールと構成』を参照してください。Workspace がネットワーク共有フォルダでスケジュー
ル設定された同期を実行する際、他のアプリケーションと同じ AppID を持つアプリケーションを検出すると、VersionID
の値を比較します。最も VersionID の値が大きい ThinApp パッケージが最新の更新として使用されます。Workspace
により、前のユーザーの使用資格が最も VersionID の値が大きい ThinApp パッケージに自動的に組み込まれて、ユー
ザーのシステムのショートカットが更新済みパッケージを参照するように同期されます。

重要   管理対象 ThinApp パッケージを正常に更新するには、標準の ThinApp InventoryName パラメータが重要です。
以前の ThinApp パッケージと更新済み ThinApp パッケージの InventoryName パラメータは、同じ値であることが必
要です。ThinApp パッケージを作成するユーザーがパッケージで InventoryName を変更してから更新済みパッケージ
を作成する場合、InventoryName 値がWorkspace システムで適切に機能するには、値が更新版と一致している必要が
あります。

ThinApp パッケージの Package.ini ファイルで使用されるさまざまなパラメータの詳細については、『ThinApp
Package.ini パラメータ リファレンス ガイド』を参照してください。

管理対象 ThinApp パッケージの更新
Workspace によってすでに管理され、組織のカタログに含められている ThinApp パッケージの更新は、複数の手順で
構成されます。更新済み ThinApp パッケージは、組織内の別のグループが指定することもあります。Workspace シス
テムで、使用資格が付与されたユーザー用の既存のパッケージの代わりに自動的に更新済みパッケージを利用できるよう

にするには、更新済みパッケージが現在のパッケージと同じ AppID を使用して作成され、既存のパッケージの VersionID
値よりも大きい VersionID 値を持ち、Workspace で管理できることを確認する必要があります。

開始する前に

管理対象 ThinApp パッケージが配置されている場所へのアクセス権があり、その場所にサブフォルダを作成できること
を確認します。

次に進む前に

Workspace システムと ThinApp パッケージの場所での次回の同期が実行された後、Workspace カタログに新しいバー
ジョンの更新済み ThinApp パッケージが表示されます。ThinApp パッケージのリソース ページに反映された新しいバー
ジョンを確認するには、Connector Services Admin の [パッケージ化されたアプリ - ThinApp] ページを使用して手動
で同期します。
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管理対象 ThinApp パッケージの AppID 値と VersionID 値の取得

Workspace で、現在のパッケージの代わりに自動的に更新済み ThinApp パッケージが使用されるようにするには、更
新済み ThinApp パッケージが、現在の管理対象 ThinApp パッケージの AppID と現在のバージョンよりも大きい
VersionID 値を使用して作成されている必要があります。

Setup Capture プロセスを使用して更新済み ThinApp パッケージを作成する場合、Setup Capture プログラムで既存
の ThinApp パッケージの実行可能ファイルから AppID 値が自動的に取得され、VersionID 値が自動的に増分されま
す。しかし、更新済み ThinApp パッケージを作成するユーザーが、別の方法で更新済みパッケージを作成することもあ
ります。更新済み ThinApp パッケージの作成に Setup Capture プロセスを使用しない場合、パッケージを作成するユー
ザーは、現在 Workspace システムで管理されている ThinApp パッケージの AppID 値と VersionID 値を取得する必
要があります。AppID 値および VersionID 値は、Workspace 管理コンソールで、ThinApp パッケージのリソース
ページ内の各ページに表示されます。

手順

1 [カタログ] タブをクリックします。

2 [任意のアプリケーションの種類] - [ThinApp パッケージ] をクリックします。

3 ThinApp パッケージをクリックして、そのリソース ページを開きます。

4 [詳細] をクリックします。

5 [詳細] ページの [バージョン] フィールドに表示された値を書き留めます。

6 [ThinApp パッケージ] をクリックして [ThinApp パッケージ] ページを表示します。

7 GUID 列に表示された AppID 値を書き留めます。

GUID 列に表示された値は、Workspace がこの ThinApp パッケージを識別するのに使用する値です。

次に進む前に

更新済み ThinApp パッケージを作成するユーザーは、「更新 ThinApp パッケージの作成 (P. 43)」の手順を実行する必
要があります。

更新 ThinApp パッケージの作成

現在管理されている ThinApp パッケージの AppID 値と VersionID 値は、更新済みパッケージの作成に使用されます。
更新済みパッケージは、同一の AppID 値と、現行パッケージより大きな VersionID 値を使用します。

更新済み ThinApp パッケージは、組織内の別のチームが管理者に提供することもあります。更新済み ThinApp パッケー
ジの作成者は、次に示すいずれかの方法を使用できます。

開始する前に

「管理対象 ThinApp パッケージの AppID 値と VersionID 値の取得 (P. 43)」に示されている手順を実行し、現在の ThinApp
パッケージの AppID 値と VersionID 値を把握していることを確認します。

Workspace のバージョンと互換性のあるバージョンの ThinApp プログラムを所有していることを確認します。個々の
ThinApp バージョンの詳細については、「VMware 製品の相互運用性マトリックス」
（http://www.vmware.com/resources/compatibility/sim/interop_matrix.php）を参照してください。
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手順

u Workspace でサポートされているバージョンの ThinApp プログラムを使用し、使用できるいずれかの方法を使用
して更新済み ThinApp パッケージを作成します。

オプション 説明

Setup Capture を使用して再キャプチャす
る。

この方法は、Workspace で管理されている既存の ThinApp パッケージのプロジェ
クト フォルダが使用できない場合に使用します。Setup Capture を使用して更新済
みパッケージを作成する場合に必要となるのは、次のアイテムだけです。

n 既存の ThinApp パッケージのアプリケーション実行ファイル
n アプリケーション インストーラ
n Setup Capture と、Workspace でサポートされているバージョンの ThinApp

プログラム

キャプチャ プロセスで、パッケージをWorkspace で管理することと、パッケージが
既存のベース ThinApp パッケージの更新版であることを選択します。現在管理され
ている ThinApp パッケージの実行ファイルが入っているフォルダを参照します。（特
定の実行ファイルではなく）そのフォルダをポイントします。

この方法では、更新済みパッケージを作成する前に AppID 値または VersionID
値を取得する必要はありません。Setup Capture でパッケージを更新版として指定
し、以前のバージョンをポイントすると、キャプチャ プロセスによって以前のパッ
ケージの AppID が読み取られ、更新済みパッケージのために再使用されます。また
このプロセスでは、更新済みパッケージ用に現行パッケージよりも大きい VersionID
が指定され、同一の InventoryName も割り当てられます。

Package.ini ファイルを手動で更新し、続い
てパッケージを再構築します。

この方法は、再キャプチャ プロセス用のアプリケーション インストーラを所有して
いない場合や、パッケージを新しい ThinApp バージョンに更新する必要があり、
relink コマンドの処理能力を超えた更新作業を行う場合に使用します。パッケー
ジの再構築では、ファイル システムとレジストリに対して新バージョンの ThinApp
で提供される変更が加えられます。このため、再構築では、管理者が設定する新しい

Package.ini パラメータが新しい ThinApp バージョンによって提供される時点など
にそれらの変更をピックアップします。

新しいパッケージを更新版としてマークするには、Package.ini ファイルの [Build
Options] セクションにある次の Workspace パラメータを編集します。
n AppID パラメータを、現在管理されている ThinApp アプリケーションの AppID

値と一致するように設定します。genid の値（AppID で使用）を再使用するこ
とはできません。これは、この値を再使用すると更新済みパッケージ用として新

しい AppID 値が生成され、Workspace システムが新しいパッケージを既存
パッケージの更新版として認識しないためです。

n 現在管理されている ThinApp パッケージよりも大きい整数となるように
VersionID パラメータの値を増やします。現在管理されているパッケージに
VersionID パラメータが設定されていない場合、そのデフォルト値は 1 です。
VersionID パラメータ用の行を Package.ini に 1 つ追加し、これを値 2 に設
定します（VersionID = 2）。

n InventoryName パラメータ値が現在管理されているパッケージの
InventoryName 値と一致することを確認します。現在のパッケージと更新
済みパッケージの InventoryName 値は同じでなければなりません。

AppID オプションと VersionID オプション
を指定して relink -h コマンドを使用す
る。

この方法は、次に示す状況のいずれかに相当する場合に使用します。

n アプリケーション用のプロジェクト フォルダが存在しない。
n Workspace システムではないテスト環境でパッケージのキャプチャ、構築、テ

ストが完了しており、残る作業は更新済みパッケージを Workspace 用として有
効化し、このパッケージを Workspace システムで使用されているネットワーク
共有に配置することだけである。

n パッケージを更新するのはその ThinApp ランタイムを更新して新しい ThinApp
バージョンで使用できるバグ修正を適用するためだけである。
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オプション 説明

たとえば、仮想アプリケーションのために Package.ini ファイルも含めてプロジェク
ト ディレクトリを変更し、パッケージを再構築し、パッケージをテストしたが、テス
ト環境は Workspace ではなかったという場合が考えられます。アプリケーション更
新の最終段階として、そのアプリケーションを Workspace 用として有効化する必要
があります。その時点では、再キャプチャや再構築ではなく relink -h コマンド
を使用するのが一番簡単です。

注意   ThinApp ランタイムは、ThinApp パッケージに対して relink -h コマン
ドを実行するときに常に更新されます。

relink コマンドを ThinApp Program Files ディレクトリから実行し、このコマンド
の構文についてのヘルプを表示できます。

既存の ThinApp パッケージがすでに Workspace 用として有効化されている場合
は、次のコマンドを実行してそのパッケージの既存の AppID を再使用し、
VersionID の番号を増やすことができます。
relink -h -VersionID + <executable-folder>/*.*

この <executable-folder > は、更新する ThinApp パッケージの実行可能ファイル
を格納しているフォルダです。

重要   relink コマンドを使用するときは、このコマンドで Workspace 環境内の
ThinApp パッケージに使用されるネットワーク共有上のパッケージ実行ファイルの
フォルダを直接参照することはできません。このコマンドは、ThinApp ランタイム
を更新するときに古い実行ファイルを BAK ファイルに変換し、それらの BAK ファイ
ルと新しいファイルをフォルダに書き込みます。ネットワーク共有は通常書き込みが

許可されないため、relink で実行ファイルのフォルダのコピーを参照する必要があり
ます。

relink コマンドの他の使用例（ThinApp パッケージを Workspace 環境用として
有効化する方法を含む）は、http://kb.vmware.com/kb/2021928 にある VMware
ナレッジ ベース記事にまとめられています。

 

更新済み ThinApp パッケージには、EXE ファイルと DAT ファイルの一式が含まれます（DAT ファイルはオプション）。

次に進む前に

「ネットワーク共有への更新 ThinApp パッケージのコピー (P. 45)」に示されている手順を実行し、これらのファイルを
ネットワーク共有上の新しいサブフォルダにコピーします。

ネットワーク共有への更新 ThinApp パッケージのコピー

更新済み ThinApp パッケージを作成後、適切なファイルを、ネットワーク共有で既存のサブフォルダと同じレベルにあ
る新しいサブフォルダにコピーします。

開始する前に

「更新 ThinApp パッケージの作成 (P. 43)」 の手順を実行して VersionID の値が増加したら、更新済み ThinApp パッ
ケージのファイルがあることを確認します。

ネットワーク共有へのアクセス権があり、サブフォルダを作成し、そこにファイルをコピーできることを確認します。

手順

1 ネットワーク共有フォルダで、更新済み ThinApp パッケージ用の新しいサブフォルダを作成します。

更新中の ThinApp パッケージの既存のサブフォルダは保持し、その内容は変更しないでください。

スケジュール設定された次回の同期の後、新しいパッケージがの AppID の値が同じで、VersionID の値が大きい
ことが確認された場合、Workspace は古いパッケージを無視します。
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通常、サブフォルダには ThinApp アプリケーションと一致する名前を付けるか、フォルダ内のアプリケーションを
特定できる名前を付けます。たとえば、server というホスト上のネットワーク共有が appshare で、アプリケー
ションが abceditor の場合、ThinApp パッケージのサブフォルダは \\server\appshare\abceditor です。

注意   Workspace を使用して ThinApp パッケージを配布するためにネットワーク共有サブフォルダを作成する場
合は、その名前に ASCII 以外の文字を使用しないでください。ASCII 以外の文字はサポートされていません。

2 更新済み ThinApp パッケージの EXE ファイルおよび DAT ファイルを、その新しいサブフォルダにコピーします。

3 (オプション) 次回のスケジュール同期時間まで待てない場合は、Connector Services Admin の [パッケージ化され
たアプリ - ThinApp] ページを使用して、手動で Workspace システムをネットワーク共有と同期できます。

Workspace がネットワーク共有フォルダでスケジュール設定された同期を実行する際、他のアプリケーションと同
じ AppID を持つアプリケーションを検出すると、VersionID の値を比較します。最も VersionID の値が大きい
ThinApp パッケージが最新の更新として使用されます。Workspace により、前のユーザーの使用資格が最も
VersionID の値が大きい ThinApp パッケージに自動的に組み込まれて、ユーザーのシステムのショートカットが
更新済みパッケージを参照するように同期されます。

Workspace から ThinApp パッケージを削除
Workspace から ThinApp パッケージを完全に削除できます。

Workspace から ThinApp パッケージを削除すると、それが完全に削除されます。ThinApp パッケージを Workspace
に追加し直さなければ、ThinApp パッケージの使用資格をユーザーに付与できなくなります。

手順

1 Workspace システムに接続された ThinApp パッケージ リポジトリである ThinApp パッケージ サブフォルダを
ネットワーク ファイル共有から削除します。

2 Workspace からアプリケーションを削除します。

a Workspace 管理コンソール にログインします。

b [カタログ] タブをクリックします。

c [任意のアプリケーションの種類] - [ThinApp パッケージ] をクリックします。

d 削除する ThinApp パッケージを検索します。

e ThinApp パッケージ名をクリックし、そのリソース ページを表示します。

f [削除] をクリックし、表示されたメッセージに同意する場合は [はい] をクリックします。

ThinApp パッケージは Workspace カタログに存在しません。

既存の ThinApp パッケージと Workspace との互換性確保
Workspace と互換性のない ThinApp パッケージを、Workspace で配布および管理できる ThinApp パッケージに変換
することができます。次の方法のいずれかを使用できます。ThinApp 4.7.2 の relink コマンドを使用する、ThinApp
プロジェクトの Package.ini ファイルを編集して必要な Workspace パラメータを追加してから、ThinApp プロジェ
クト ファイルからパッケージを再構築する、または ThinApp Setup Capture プログラムで適切な Workspace 設定を
選択した状態で、Windows アプリケーションを再キャプチャする。

注意   Workspace と互換性のある ThinApp パッケージは、Workspace 展開環境でのみ使用できます。Workspace
Client for Windows をインストール済みの Workspace ユーザーのみが有効化されたこれらのパッケージを起動および
実行できます。実行時に、ThinApp パッケージには特別に指定された DLL がロードされます。この DLL により、ThinApp
パッケージでは、Workspace システムから付与されたユーザーの資格が検証されます。DLL は Workspace Client for
Windows と共にインストールされるため、このクライアントがインストールされている Windows システムでのみこの
ThinApp パッケージを実行できます。
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開始する前に

選択した方法に必要なアイテムへのアクセス権があることを確認します。

n relink コマンドを使用する場合は、変換対象の ThinApp パッケージの実行可能ファイル、および ThinApp 4.7.2
relink.exe アプリケーションがあることを確認します。

n ThinApp プロジェクトの Package.ini ファイルを更新してパッケージを再構築する場合は、ThinApp 4.7.2 プロ
グラムでパッケージを再構築するのに必要なプロジェクト ファイルがあることを確認します。

n Windows アプリケーションを再キャプチャする場合は、ThinApp 4.7.2 Setup Capture プログラムとアプリケー
ション インストーラ、およびこのプログラムでアプリケーションを再キャプチャするのに必要なその他のアイテム
があることを確認します。詳細については、『ThinApp ユーザーズ ガイド』を参照してください。

Workspace システムが使用する ThinApp ネットワーク共有へのアクセス権があり、サブフォルダを作成してそこにファ
イルをコピーできることを確認します。

第 5 章 VMware ThinApp パッケージへのアクセスの提供

VMware, Inc.  47



手順

u Workspace でサポートされているバージョンの ThinApp プログラムを使用し、適用可能ないずれかの方法で互換
性のある ThinApp パッケージを作成します。

オプション 説明

relink -h コマンドを使用します。 relink -h コマンドの使用が最も簡単な方法です。ThinApp 4.7.2 以降の
relink.exe プログラムを使用する必要があります。この方法は、次に示す状況のいず
れかに相当する場合に使用します。

n ここではプロジェクト フォルダは作成されていないため、再構築による方法は使
用できません。

n Setup Capture を使用してアプリケーションを再キャプチャするのは、非常に
時間がかかります。

n Setup Capture による再キャプチャに必要なアプリケーション インストーラは
ありません。

注意   ThinApp ランタイムは、ThinApp パッケージに対して relink -h コマン
ドを実行するときに常に更新されます。

relink コマンドを ThinApp Program Files ディレクトリから実行し、このコマンド
の構文についてのヘルプを表示できます。

互換性のあるパッケージを作成するために、次の基本構文のコマンドを使用します。

relink -h <executable-folder>/*.*

<executable-folder> は、更新する ThinApp パッケージの実行ファイルが含まれ
るフォルダです。

重要   relink コマンドを使用するときは、このコマンドで Workspace 環境内の
ThinApp パッケージに使用されるネットワーク共有上のパッケージ実行ファイルの
フォルダを直接参照することはできません。このコマンドは、ThinApp ランタイム
を更新するときに古い実行ファイルを BAK ファイルに変換し、それらの BAK ファイ
ルと新しいファイルをフォルダに書き込みます。ネットワーク共有は通常書き込みが

許可されないため、relink で実行ファイルのフォルダのコピーを参照する必要があり
ます。

relink コマンドの他の使用例は、http://kb.vmware.com/kb/2021928 にある
VMware ナレッジ ベース記事にまとめられています。

必要な Workspace パラメータで、
Package.ini ファイルを手動で更新し、続い
てパッケージを再構築します。

この方法は、再キャプチャ プロセス用のアプリケーション インストーラを所有して
いない場合、アプリケーションの再キャプチャに必要な事前設定の実行を回避する場

合、または、relink コマンドが提供するよりも多くの機能を新しい ThinApp バー
ジョンから組み込む場合に使用します。パッケージの再構築では、ファイル システム
とレジストリに対して新バージョンの ThinApp で提供される変更が加えられます。
このため、再構築では、管理者が設定する新しい Package.ini パラメータが新しい
ThinApp バージョンによって提供される時点などにそれらの変更をピックアップし
ます。

Package.ini ファイルの [Build Options] セクションに、次のパラメータを追
加します。

;-------- Workspace Parameters ----------
AppID=genid
NotificationDLLs=HorizonPlugin.dll

HorizonPlugin.dll は、ThinApp ランタイムで、Workspace ユーザーが仮想アプリ
ケーションの使用資格を持つかを検証するためにコールされる DLL です。
オプションで、HorizonOrgURL パラメータを含めて、これに Workspace の完
全修飾ドメイン名（WorkspaceFQDN）を設定することもできます。Workspace
のインストールと構成を参照してください。

Setup Capture を使用して再キャプチャを
実行し、必要な Workspace 設定を選択しま
す。

アプリケーションを再キャプチャすることが必要な場合には、他の方法を使用するの

ではなく、この方法を使用します。ThinApp Setup Capture を使用して互換性のあ
るパッケージを作成する場合は、キャプチャ プロセス時に、Workspace でパッケー
ジを管理するのに適切な設定をウィザードで選択します。キャプチャ プロセスの詳細
については、『ThinApp ユーザーズ ガイド』を参照してください。

 

Workspace で配布および管理できる ThinApp パッケージには、EXE ファイルと DAT ファイルの一式が含まれます（DAT
ファイルはオプション）。
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次に進む前に

ネットワーク共有に ThinApp パッケージを追加する手順については、「Workspace が管理する ThinApp パッケージの
ためのネットワーク共有の作成 (P. 33)」 を参照してください。

ThinApp パッケージの共有フォルダの変更
Workspace から ThinApp パッケージへのアクセスを構成した後で、IT 環境が変化し、ThinApp パッケージが新しい場
所に移動されることがあります。この状況が発生したら、Connector Services Admin の [パッケージ化されたアプリ -
ThinApp] ページを使用して新しい場所を参照するようにパスを更新します。

開始する前に

新しいネットワーク共有の場所が「ThinApp パッケージおよびネットワーク共有リポジトリのための Workspace の要
件 (P. 28)」で説明されているネットワーク共有要件を満たしていることを確認します。

手順

1 Connector Services Admin にログインします。

2 [パッケージ化されたアプリ - ThinApp] タブを選択します。

3 [パス] テキスト ボックスの値を、ThinApp パッケージが置かれている新しい共有フォルダに変更します（UNC パ
ス形式を使用して入力）。

4 (オプション) 以前のネットワーク共有が CIFS 共有で新しい共有が DFS 共有の場合は、[アカウント ベースのアクセ
スを有効にする] チェック ボックスをオンにして、そのネットワーク共有への読み取りアクセス権を持つユーザーの
名前とパスワードを入力します。

5 [保存] をクリックします。
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Workspace for Windows の構成 6
Workspace を使用して登録した ThinApp パッケージを Workspace ユーザーが実行できるようにするには、ユーザー
の Windows システムに Workspace for Windows アプリケーションがインストールされ実行されている必要があります。

Workspace for Windows アプリケーションは、そのインストーラ EXE ファイルをダブルクリックする、コマンド ライ
ン オプションを使用して実行可能ファイルを実行する、またはコマンド ライン オプションを使用するスクリプトを実行
するのいずれかの方法よりインストールできます。アプリケーションをインストールするには、ローカルの管理者権限が

必要です。

Windows エンドポイントの Workspace for Windows アプリケーションの構成により、Workspace を使用して配布さ
れる ThinApp パッケージの展開に、ThinApp ダウンロード モードのいずれか（COPY_TO_LOCAL または
HTTP_DOWNLOAD）、ThinApp ストリーミング モード、または RUN_FROM_SHARE を使用するかどうかが決まりま
す。デスクトップ コンピュータやラップトップ コンピュータなどの Windows エンドポイントに Workspace for Windows
をサイレント インストールするスクリプトを作成する場合は、ThinApp パッケージ展開モードを設定するオプションを
指定します。ネットワーク レイテンシなどを考慮しながら、選択したエンドポイントのネットワーク環境に最適な展開
モードを選択します。

注意   Workspace for Windows アプリケーションのインストール中にブラウザ ウィンドウが開いている場合、ユーザー
ポータルからの ThinApp パッケージの起動で問題が発生する可能性があります。アプリケーションをインストールする
前またはアプリケーションのインストール後直ちにすべてのブラウザ ウィンドウを閉じてから、ブラウザを再起動しま
す。「ユーザー ポータルからの ThinApp パッケージの起動が失敗する (P. 74)」を参照してください。

この章では次のトピックについて説明します。

n Workspace for Windows のコマンドライン インストーラ オプション (P. 51)

n 同じ設定の Workspace for Windows アプリケーションを複数の Windows システムにインストール (P. 56)

Workspace for Windows のコマンドライン インストーラ オプション
コマンド ラインまたは展開スクリプトを使用して Workspace for Windows クライアント アプリケーションのインス
トーラ プログラムを実行するときには、このアプリケーションのためにさまざまなオプションを設定できます。このクラ
イアント アプリケーションにはファイル共有および ThinApp パッケージの使用に関連する機能があるため、管理者は一
般にこれらのインストーラ オプションを使用して、これらの機能に関連するランタイム オプションを設定します。

Workspace for Windows インストーラに使用できるコマンド ライン オプション
クライアント アプリケーションのインストーラの EXE ファイルを Windows システムにダウンロードした後に、次のコ
マンドを実行してインストール オプションのリストを表示できます。

Workspace-<n.n.n-nnnnnnn> /?

<n.n.n-nnnnnnn> は、ファイルのバージョンとビルド番号です。コマンド ラインまたは展開スクリプトを使用してク
ライアント アプリケーションをインストールするときにインストーラに渡すことができるインストール オプションが示
されたダイアログ ボックスが表示されます。
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表 6‑1.  インストーラ コマンド ライン オプション

インストーラ オ
プション

値 説明 長形式の代替

/c <構成ファイル/ファイル名のパ
ス>

インストール プロセスで使用する構成ファイルを指定し
ます。

/cfgfile

/T <一時ディレクトリのパス> インストール プロセス中の一時的な抽出場所として使用
されるディレクトリを指定します。

/Temp

/S <ファイルを検索するパス> インストーラ パッケージ ファイルに加えて、インストー
ラがファイルを検索するパス（複数）を指定します。

/SearchPaths

/P <パッケージ ファイル/ファイル
名のパス>

インストール プロセスで使用するパッケージ ファイルを
指定します。

/Package

/s 値なし サイレント インストールを実行します。サイレント イン
ストールでは、展開時にメッセージやウィンドウが表示

されません。

このオプションは、一般に、展開スクリプトを使用して

無人のインストール プロセスでインストーラ プログラム
を実行し、対話形式のメッセージとウィンドウを表示し

ない場合に使用します。

このオプションを /x または /uninst オプションとと
もに使用すると、アプリケーションのサイレント アンイ
ンストールを実行できます。

/silent

/nsr 値なし サイレント インストール プロセスが正常に完了した後で
再起動が自動的に行われないようにします。

/noSilentReboot

/f2 <ログ ファイルのパス> インストール ログ ファイルの場所を指定します。 /log

/d 値なし インストール ログ ファイルにデバッグ情報を書き込みま
す。

/debug

/V 値なし 詳細ログ記録を設定します。 /verbose

/L <英語名> または <ローカライズ
言語名> または <3 文字の省略形
で示した言語名> または <言語
ID>

指定された言語でインストーラを実行します。次に例を

示します。

Workspace-<n.n.n-nnnnnnn> /lang 
French

<n.n.n-nnnnnnn> は、ダウンロードしたインストーラ
プログラムのファイル バージョンとビルド番号です。

/lang

/v <キー値ペア> インストール プロセスでキー値ペアとして使用する引数
のセットを key=value という形式で指定します。 こ
れらの引数は、MSI ファイルに渡され、この Windows
アプリケーションによって提供される ThinApp パッケー
ジ機能のランタイムを構成します。

/msi_args

/x 値なし アプリケーションをアンインストールします。 /uninst

/clean 値なし インストールの登録情報を消去します。 長形式の代替なし

/v オプションのキー値ペア
次の表に、/v インストーラ オプションに使用できるキー値ペアを示します。
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表 6‑2.  /v インストーラ コマンド ライン オプションのキー

/v オプションのキー 値 説明

HORIZONURL URL Workspace システムの URL を指定します。HTTPS は、この Windows アプリケーションが
Workspace システムと通信できるようにするための必須プロトコルです。たとえば、
HORIZONURL=https://<WorkspaceFQDN> のように指定します。
注意   この値には、https:// などのプロトコル部分を含む完全な URL を指定する必要がありま
す。

PROMPTFORAUTH 0 または 1 Kerberos 認証が失敗する場合、ユーザーにログイン ウィンドウを表示します。
ブラウザ ウィンドウからログインするようにユーザーに促すことによってクライアント アプリ
ケーションが Kerberos エラーに応答できるようにするには、この変数の値を 1 に設定します。
Workspace-<n.n.n-nnnnnnn>
/v PROMPTFORAUTH=<1>

この変数の値を 0 に設定することは、この変数をコマンドに含めないことと同じです。このよ
うに設定すると、Kerberos エラーが発生するときにクライアント アプリケーションはブラウ
ザ ウィンドウに自動的にログインを開くことがありません。しかしユーザーは、クライアント
はまだサーバに対して認証されておらず、プロセスを手動で開始できるということを Windows
のシステム トレイから判断できます。
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表 6‑2.  /v インストーラ コマンド ライン オプションのキー (続き)

/v オプションのキー 値 説明

INSTALL_MODE n COPY_T
O_LOCA
L

n HTTP_D
OWNLO
AD

n RUN_FR
OM_SHA
RE

実行時に Workspace for Windows アプリケーションがどのような方法で ThinApp パッケー
ジを取得するかを決定する展開モードを設定します。ThinApp パッケージは、仮想 Windows
アプリケーションです。ThinApp パッケージは、Workspace システムに統合されているネッ
トワーク共有にあります。

n COPY_TO_LOCAL を指定すると、ユーザーに使用資格が付与されているパッケージは
ファイル コピーを使用してクライアント Windows システムにダウンロードされます。
ユーザーが ThinApp パッケージを起動すると、仮想化されたアプリケーションがそのシ
ステムでローカルに実行されます。使用資格が付与された ThinApp パッケージをユーザー
が初めてダウンロードして使用するにあたり、そのパッケージをクライアント Windows
システムに継続的に同期させる準備として、あらかじめそのクライアント Windows シス
テムを ThinApp パッケージのネットワーク共有が参加している同じ Active Directory
ドメインに参加させる必要があります。Windows システムへのログインに使用される
ユーザー アカウントは、ネットワーク共有から ThinApp パッケージを取得するために使
用するアカウントです。そのアカウントには、ネットワーク共有からファイルを読み取っ

てコピーするための適切な権限が必要です。

n HTTP_DOWNLOAD を指定すると、ユーザーに使用資格が付与されているパッケージは
HTTP プロトコルを使用してクライアント Windows システムにダウンロードされます。
ユーザーが ThinApp パッケージを起動すると、仮想化されたアプリケーションがそのシ
ステムでローカルに実行されます。Workspace クライアントは、ユーザーの Workspace
システム アカウントを使用して Workspace サーバに認証され、ユーザーに使用資格が付
与されているパッケージのダウンロード リストを取得します。ThinApp パッケージのネッ
トワーク共有へのアカウント ベースのアクセスを可能にするために Connector Services
Admin で提供される共有ユーザー アカウントは、Workspace がリポジトリから ThinApp
パッケージにアクセスするために使用するアカウントです。Workspace のための共有ユー
ザー アカウントには、ネットワーク共有に対する読み取り権限が必要です。ユーザーがク
ライアント Windows システムにログインするために使用するアカウントおよびユーザー
の Workspace システム アカウントに対して、ネットワーク共有に対する権限は必要あり
ません。ThinApp パッケージのネットワーク共有が参加している同じドメインにクライ
アント Windows システムを参加させる必要はありません。このダウンロード方法では、
一般に他のモードを使用する場合よりも遅くなります。このモードのメリットは、仮想ア

プリケーションの取得と実行のためにクライアント Windows システムを Active Directory
ドメインに参加させる必要がないことです。

重要   HTTP_DOWNLOAD オプションが動作するには、Workspace における ThinApp
パッケージの統合をアカウント ベースのアクセス用に構成する必要があります。Workspace
のインストールと構成を参照してください。

n RUN_FROM_SHARE を指定すると、ユーザーが ThinApp パッケージを起動する際に
ネットワーク共有からクライアント Windows システムに仮想アプリケーションがスト
リームされます。ThinApp パッケージは Windows システムに存在せず、仮想アプリケー
ションは Windows システムがネットワーク共有に接続できる場合にのみ実行されるの
で、RUN_FROM_SHARE オプションは ThinApp パッケージが存在するネットワーク共
有に常に接続できる Windows システムに最適です。クライアント Windows システム
を、ThinApp パッケージのネットワーク共有が参加している同じ Active Directory ドメ
インに参加させる必要があります。Windows システムへのログインに使用されるユー
ザー アカウントは、ネットワーク共有から ThinApp パッケージを取得するために使用す
るアカウントです。そのアカウントには、ネットワーク共有からファイルを読み取って実

行するための適切な権限が必要です。

どのモードも、ファイルと共有についての適切な権限がネットワーク共有に構成されていなけ

ればなりません。Workspace のインストールと構成を参照してください。
重要   浮動 View デスクトップに Workspace for Windows をインストールする場合、
RUN_FROM_SHARE オプションを使用して、これらのステートレス View デスクトップ シス
テムへの ThinApp パッケージのコピーを回避するのが最善の方法です。
これらの構成のいずれかでクライアント アプリケーションをインストールする場合、Windows
システムにログインするユーザー アカウントには、ThinApp パッケージを取得できるように、
ネットワーク共有に対する適切なファイルと共有の権限が必要です。

n RUN_FROM_SHARE オプション
n COPY_TO_LOCAL オプション（AUTO_TRY_HTTP オプションが有効になっていない場

合、Workspace でアカウント ベースのアクセスが構成されている場合）
注意   INSTALL_MODE キーは、Workspace for Windows アプリケーションの以前のリリー
スで使用されていた DOWNLOAD キー（廃止）に取って代わるものです。
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表 6‑2.  /v インストーラ コマンド ライン オプションのキー (続き)

/v オプションのキー 値 説明

POLLINGINTERVAL <頻度> インストールされているクライアント アプリケーションと Workspace システム間の同期頻度
（秒単位）を設定し、新しい ThinApp パッケージや資格を確認できます。指定しなければ、デ
フォルト値の 300 秒（5 分）が適用されます。

ENABLE_AUTOUPD
ATE

0 または 1 自動更新チェックとダウンロード アクティビティを無効にできます。有効にすると、インス
トールされている Workspace for Windows アプリケーションは、Workspace システムに
ダウンロード可能なより新しいアプリケーションがあるかどうかを自動的にチェックします。

使用可能な新しいバージョンがある場合、Workspace for Windows アプリケーションは、自
動的にダウンロードして自身を新しいバージョンに更新します。このオプションは、デフォル

トで有効になっています。

自動更新を無効にするには、この変数の値を 0 に設定します。指定しなければ、デフォルト値
の 1 が適用されます。
注意   ログインしているユーザー アカウントに管理者権限がない場合、更新された Workspace
for Windows アプリケーションはインストールされません。

ENABLE_THINAPP 0 または 1 クライアント アプリケーションによる ThinApp パッケージの同期を無効にできます。ThinApp
パッケージの同期を無効にするには、この変数の値を 0 に設定します。指定しなければ、デ
フォルト値の 1 が適用されます。

SHARED_CACHE 0 または 1 クライアント アプリケーションがインストールされる Windows システムの共通フォルダに
ThinApp パッケージ キャッシュを配置するかどうかを決定します。Windows システムのす
べてのユーザー アカウントが共通のキャッシュ場所を共有することを指定する場合は、この変
数の値を 1 に設定します。デフォルトでは、共通フォルダは C:\Program
Data\VMware\Horizon ThinApp です。

指定しなければ、デフォルト値の 0 が適用され、各 Windows ユーザー アカウントが個別の
キャッシュを取得し、デフォルトの場所は %LOCALAPPDATA%\VMware\Horizon
ThinApp\PackageCache になります。

注意   共有キャッシュを指定すると、Workspace for Windows アプリケーションはこの共有
キャッシュから ThinApp パッケージを自動的に削除しません。SHARED_CACHE=1 は
Windows システムのすべてのユーザー アカウントが同じ場所を共有することを示すので、特
定のユーザーに使用資格を付与しない場合も含めて、使用資格が付与されたユーザーがそれを

使用できるように、パッケージは共有された場所に配置する必要があります。ユーザーに

ThinApp パッケージの使用資格を付与しない場合、Workspace for Windows アプリケー
ションはそのユーザーに対するそのパッケージの登録を解除します。その Windows システム
での使用資格を付与されている他のユーザーは、引き続き ThinApp パッケージを使用できま
す。その Windows システムで ThinApp パッケージの使用資格を付与されているユーザー ア
カウントがない場合は、領域を解放するために共通キャッシュを手動で削除できます。キャッ

シュの場所の下には、それぞれの ThinApp パッケージのフォルダがあります。

AUTO_TRY_HTTP 0 または 1 COPY_TO_LOCAL オプションを指定して Workspace for Windows アプリケーションがイ
ンストールされ、Workspace にアカウント ベースのアクセスが構成されている場合、
AUTO_TRY_HTTP オプションは、最初のダウンロード試行が失敗した場合に、ユーザーに使
用資格が付与されている ThinApp パッケージをクライアントが HTTP プロトコル
（HTTP_DOWNLOAD オプションの場合）を使用して自動的にダウンロードするかどうかを決
定します。このオプションは、デフォルトで有効になっています。ダウンロードに自動的に

HTTP プロトコルを使用しない場合は、このオプションの値を 0 に設定します。指定しなけれ
ば、デフォルト値の 1 が適用されます。
重要   AUTO_TRY_HTTP オプションが動作するには、Workspace における ThinApp パッ
ケージの統合をアカウント ベースのアクセス用に構成する必要があります。「ThinApp パッ
ケージおよびネットワーク共有リポジトリのための Workspace の要件 (P. 28)」を参照してく
ださい。
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例: Workspace for Windows のコマンド ライン インストーラ オプションの使用例
Workspace インスタンスに https://<WorkspaceFQDN> の URL が指定され、Workspace が ThinApp パッケージの
ネットワーク共有にアカウント ベースでアクセスするように構成され、これらのオプションを使用して Workspace for
Windows アプリケーションを Workspace インスタンスの複数のデスクトップにサイレントでインストールする必要が
ある場合：

n これらの Windows システムがドメインに参加することはないと予測できるので、ThinApp のインストール オプ
ションを HTTP_DOWNLOAD に設定します。Workspace は、ThinApp パッケージのネットワーク共有にアカウ
ント ベースでアクセスするように適切に構成されます。

n クライアントは、新しいパッケージおよび使用資格を Workspace システムに対して 60 秒おきにチェックします。

次のコマンドを起動するスクリプトを作成します。

VMware-Horizon-Workspace-n.n.n-<nnnnnnn>.exe /s
   /v HORIZONURL=https://<WorkspaceFQDN> INSTALL_MODE=HTTP_DOWNLOAD POLLINGINTERVAL=60

ファイル名の <n.n.n-nnnnnnn> の部分は、ダウンロードした Workspace for Windows インストーラの名前と一致す
るように置き換えます。

廃止されたコマンド ライン オプション
次のオプションは、以前の Workspace リリースで使用され、現在のリリースでは使用されません。

n /z SSLBYPASS オプションをコマンド ラインで指定すると無視されます。

n /z HORIZONSERVER オプションより /v HORIZONURL オプションの方が優先されます。

n /v DOWNLOAD オプションより /v INSTALL_MODE オプションの方が優先されます。

同じ設定の Workspace for Windows アプリケーションを複数の Windows シス
テムにインストール

Workspace for Windows アプリケーションを複数の Windows システムに展開し、同じ構成設定をこれらすべてのシ
ステムに適用するには、コマンド ラインのインストール オプションを使用して Workspace for Windows アプリケー
ションをインストールするスクリプトを実装します。

重要   Workspace for Windows をサイレント インストールする際、画面にエラー メッセージは表示されません。サイ
レント インストール中にエラーがないかチェックするには、%TEMP% フォルダを監視し、新しい vminst.XXXXXX.log
ファイルがないか確認します。サイレント インストールに失敗すると、エラー メッセージがこれらのファイルに表示さ
れます。

一般に、この展開シナリオは View デスクトップになっている Windows システムに使用されます。浮動またはステート
レスとも呼ばれる非永続 View デスクトップに使用する設定の説明については、「非永続 View デスクトップにおける
Workspace for Windows のリソース使用率の削減とパフォーマンスの向上 (P. 25)」を参照してください。

開始する前に

n Windows システムで、インストールしている Workspace for Windows アプリケーションのバージョンでサポー
トされる Windows オペレーティング システムが実行されていることを確認します。Workspace ユーザー ガイド
を参照するか、またはこの Workspace for Windows アプリケーションに該当するリリース ノートを参照してくだ
さい。

n Windows システムに、インストールしている Windows アプリケーションでサポートされるブラウザがインストー
ルされていることを確認します。
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n 展開スクリプトを作成する前に、コマンドを実行して、使用可能なオプションについて理解を深める場合は、そのコ

マンドを実行できる Windows システムが存在することを確認します。オプションを一覧表示するコマンドは、
Windows システムでのみ利用できます。「Workspace for Windows のコマンドライン インストーラ オプショ
ン (P. 51)」を参照してください。

手順

1 Workspace for Windows インストーラの実行可能ファイルを取得し、インストーラのサイレント インストールを
実行するシステムでその実行可能ファイルの場所を特定します。

実行可能ファイルを取得する 1 つの方法として、Workspace システムのダウンロード ページからダウンロードする
方法があります。ダウンロード ページで Windows アプリケーション インストーラを指定するように Workspace
システムが設定されている場合は、ブラウザでダウンロード ページの URL を開いて実行可能ファイルをダウンロー
ドできます。ダウンロード ページの URL は https://<WorkspaceFQDN>/download です（<WorkspaceFQDN>
は Workspace システムの完全修飾ドメイン名）。

2 インストーラのコマンド ライン オプションを使用し、組織のニーズに合った展開スクリプトを作成します。

使用できるスクリプトの例としては、Active Directory グループ ポリシー スクリプト、ログイン スクリプト、VB
スクリプト、バッチ ファイル、SCCM などがあります。

たとえば、Workspace インスタンスに https://<WorkspaceFQDN> という URL が含まれ、ドメインの外部で使
用する予定の Windows システムに Windows クライアントをサイレント インストールし、ThinApp 展開モード
をダウンロード モードに設定し、Workspace for Windows アプリケーションが 60 秒おきにサーバと同期すると
きは、次のコマンドを起動するスクリプトを作成します。

Workspace-n.n.n-<nnnnnnn>.exe /s 
/v HORIZONURL=https://<WorkspaceFQDN> INSTALL_MODE=HTTP_DOWNLOAD POLLINGINTERVAL=60

ファイル名の <n.n.n-nnnnnnn> の部分は、ダウンロードしたファイルの名前と一致するように置き換えます。

3 Windows システムに対して展開スクリプトを実行します。

サイレント インストールが成功すると、Workspace for Windows アプリケーションが Windows システムに展開され
ます。これらの Windows システムにログインしたユーザーは、使用資格が付与されたこれらのシステムのアセットにア
クセスできます。

注意   使用資格が付与されたユーザーの ThinApp パッケージはストリームまたはダウンロードされ、ポーリング間隔の
経過後にユーザーの Windows システムにキャッシュされます。これにより、Workspace ブラウザ ベースのユーザー
ポータルにログインしたときに、ユーザーに ThinApp パッケージが表示されるようになります。次回のポーリング間隔
でクライアントがアプリケーションと同期するまで、ThinApp パッケージは起動しません。

次に進む前に

一般的なユーザー タスクをいくつか試すことにより、Workspace for Windows が Windows システムに適切にインス
トールされていることを確認します。
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Citrix 公開リソースへのアクセスの提供 7
Workspace ユーザーに Citrix 公開リソースへのアクセスを提供できます。

注意   Ciitrix 公開リソースには、Citrix XenApp ファームの Citrix 公開アプリケーションと Citrix 公開デスクトップが含
まれており、Citrix XenDesktop は含まれていません。

Citrix 展開環境を Workspace と統合すると、Workspace ユーザーは自分のシステムとデバイスで Citrix Receiver を使
用して、使用資格が付与されている Citrix 公開リソースにアクセスできます。

注意   Workspace を Citrix 展開環境と統合した後、Citrix 展開環境を使用して Citrix 公開アプリケーションおよび Citrix
公開デスクトップを管理して、それらのリソースの使用資格をユーザーに付与します。これで、Workspace 管理コンソー
ルを使用して Citrix リソースとその使用資格を確認できます。

Workspace によって、Citrix 公開リソースにデフォルトのグローバル アプリケーションの配信設定が提供されます。た
とえば、リソース ストリーミングおよびリソース セキュリティを制御する設定を編集できます。Workspace カタログに
あるすべての Citrix リソース、または個々の Citrix リソースに対して、配信設定をグローバルに構成できます。

この章では次のトピックについて説明します。

n Workspace と Citrix 公開リソースの統合 (P. 59)

n Citrix サーバ ファームでの Citrix PowerShell Remoting の有効化 (P. 62)

n Integration Broker の準備とインストール (P. 63)

n Integration Broker の展開 (P. 65)

n Workspace と Integration Broker の同期 (P. 68)

n Citrix 公開リソースに対するユーザーおよびグループの使用資格の表示 (P. 70)

n Citrix 公開リソースに対する Workspace アプリケーション配信設定の編集 (P. 70)

n Citrix 公開リソースのカテゴリの管理 (P. 72)

Workspace と Citrix 公開リソースの統合
Workspace は Citrix 公開リソースをサポートしています。Workspace を使用して、すでに展開されている Citrix とシー
ムレスに統合できます。Workspace は、View、ThinApp、SAAS などのアプリケーションもサポートしています。

Workspace と Citrix ファームの同期の図で、Workspace と Citrix ファームの同期の詳細を確認できます。Workspace
は、Citrix 公開リソースの設定を上書きしません。上書きする代わりに、Citrix ファームから情報をコピーして Workspace
で再利用します。
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図 7‑1.  Workspace と Citrix ファームの同期
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Workspace は、以下の機能をサポートしています。

n Citrix ファームの Citrix 公開アプリケーションと Citrix 公開デスクトップ、またはそのいずれかの Workspace への
同期。

n Citrix ファームから Workspace の資格ストアへの資格の同期。

n SSO を使用した Citrix 公開リソースの起動。

Workspace は Integration Broker を使用して、以下の機能を含む、Citrix 公開リソースをエンド ユーザーに提供します。
n Workspace が、同期構成に従って、Citrix ファームからカタログに Citrix ファーム情報をプッシュし、リソース情

報を公開します。

n Workspace テナント管理者は、組織内のすべてのリソース用に、汎用ユーザー設定テンプレートと ICA 起動テンプ
レートを設定できます。このテンプレートは、組織の生成物として Workspace のデータ ストアに保存されます。

n Workspace テナント管理者は、リソースごとの ICA 起動テンプレートを Workspace カタログ内に設定できます。
このテンプレートは、リソース定義の一部として Workspace カタログに保存されます。

Workspace は、Citrix ファームの Citrix 公開リソースと資格を Workspace の資格ストアに同期します。同期は、スケ
ジュールで設定されている頻度に基づいて実行されます。Citrix ファームは、Workspace でサポートされるすべての操
作の単一のソースとなります。

Workspace は Citrix Receiver を使用して、Citrix 公開リソースを起動します。エンド ユーザーは、使用するデバイスに
Citrix Receiver をインストールする必要があります。Citrix Receiver は、Citrix 公開リソースをエンド ユーザーに提供
します。

Workspace は、マルチ デバイスのサポートも提供します。エンド ユーザーは、Textpad アプリケーションなどの Citrix
公開リソースを、ラップトップ コンピュータ、ドメイン参加のデスクトップ、ドメイン非参加のデスクトップなど、任意
のデバイス上の Workspace から起動できます。
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以下の表では、Citrix ファームでの管理者のタスクと、Workspace との同期の結果行われる、対応する操作を説明して
います。

表 7‑1.  Workspace と Citrix ファームの同期

Citrix ファームでの操作 Workspace との同期後の結果

新しいリソース、アプリケーションまたはデスクトップを、Citrix
ファームに公開。

Workspace が、Citrix 公開リソースを Workspace カタログに作成。

Citrix ファーム内のリソースを編集。 Workspace が、Workspace カタログ内の Citrix 公開リソースを
更新。

Citrix ファーム内のリソースの削除。 Workspace が、Citrix 公開リソースに関連付けられている資格を
削除し、次に Citrix 公開リソースをカタログから削除。

Citrix ファーム内のリソースのエンド ユーザー資格を追加。 Workspace が、Workspace の資格ストア内に資格を作成して、
Citrix 公開リソースおよびドメイン ID と関連付け。

Citrix ファーム内のリソースのエンド ユーザー資格を削除。 Workspace が、Workspace の資格ストア内に資格を作成して、
Citrix 公開リソースおよびドメイン ID と関連付け。

Workspace では、Workspace のアップグレードや Citrix 製品のアップグレードを行った後に Workspace と Citrix 公
開リソースとの統合のサポートを維持するために追加のットアップを行う必要はありません。Citrix Receiver の再インス
トールについては、Citrix のマニュアルを参照してください。

Workspace は、独自の Integration Broker コンポーネントと Citrix SDK を使用して、Workspace から Citrix 公開リ
ソースへの SSO を処理します。

図 7‑2.  Workspace と Citrix ファームとの間の SSO
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Citrix サーバ ファームでの Citrix PowerShell Remoting の有効化
Integration Broker と Citrix ファームとの間のリモート呼び出しを有効化する必要があります。Citrix PowerShell
Remoting では、リモート コールを行うためにセキュア HTTPS チャンネルが必要です。この機能を有効化するには、証
明機関から有効な証明書をインストールする必要があります。

開始する前に

Citrix PowerShell Remoting のセットアップに使用した指示が、使用している Citrix サーバ ファームのバージョンに一
致していることを確認します。

Citrix サーバ ファーム 6.5 での Citrix PowerShell Remoting のセットアップ
接続を受け取る各マシンで、Citrix PowerShell Remoting を有効にする必要があります。Citrix PowerShell Remoting
により Integration Broker と Citrix サーバ ファーム間の接続が有効になります。

手順

1 SSL サーバ証明書を各 Citrix サーバ ファーム ホストにインストールします。

SSL サーバ証明書のインストール方法の詳細については、Microsoft ドキュメントを参照してください。

2 [プロパティ] をクリックして、証明書のサーバ認証が有効になっていることを確認します。

3 Citrix PowerShell Remoting を有効化します。

a [Citrix PowerShell モジュール] - [プログラム ファイル] を開きます。

b set-executionpolicy remotesigned コマンドを入力します。

c Import-Module コマンドを入力します。

Import-Module C:\Program Files\Citrix\PowerShell
Modules\Citrix.XenApp.Commands.Remoting\Enable-XAPSRemoting.ps1

Citrix PowerShell モジュールがデフォルトの場所にインストールされていない場合は、デフォルトのパスを環
境で使用されているパスに置き換えます。

d Enable-XAPSRemoting コマンドを入力します。

Citrix サーバ ファーム 5.0 または 6.0 での Citrix PowerShell Remoting のセットアップ
接続を受け取る各マシンで、Citrix PowerShell Remoting を有効にする必要があります。Citrix PowerShell Remoting
により Integration Broker と Citrix サーバ ファーム間の接続が有効になります。

開始する前に

n Winrm をインストールしていない場合は、Microsoft の Web サイトから Winrm をダウンロードしてインストー
ルします。

手順

1 SSL サーバ証明書を各 Citrix サーバ ファーム ホストにインストールします。

2 [プロパティ] をクリックして、証明書のサーバ認証が有効になっていることを確認します。

3 PowerShell コンソールを管理者モードで開きます。
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4 Citrix PowerShell Remoting を有効化します。

a Get-Service winrm コマンドを入力して、Winrm がサーバにインストールされていることを確認します。

b Enable-PSRemoting コマンドを入力します。

このコマンドにより PowerShell Remoting がサーバで有効になります。

c Citrix サーバのバージョンに応じて、Citrix PowerShell SDK 5.0 または 6.0 をインストールします。

d winrm HTTPS リスナーをコマンド プロンプトから有効にします。

1 サーバに証明書を作成します。

2 証明書のサムプリントを記録します。

3 証明書のサムプリントが構成されていることを確認します。

 winrm quickconfig -transport:https

e リスナーを作成します。

winrm create winrm/config/Listener?Address=*+Transport=HTTPS @{Hostname="<ホスト 
FQDN>";CertificateThumbprint="<証明書のサムプリント>"}

f リスナーが作成されたことを確認します。

winrm e winrm/config/listener

これで、このサーバを使用できるようになりました。

g リスナーが作成されたら、Integration Broker サーバにアクセスして、PowerShell Remoting が正しくイン
ストールされていることを確認します。

winrm identify -r:https://<XENAPP_HOSTNAME>:5986 -u:USERNAME

出力:

IdentifyResponse

ProtocolVersion=http://schemas.dmtf.org/wbem/wsman/1/wsman.xsd

ProductVendor=Microsoft Corporation

ProductVersion=OS: 6.0.6002 SP: 2.0 Stack: 2.0

Integration Broker の準備とインストール
Integration Broker をインストールする前に、Workspace 環境を準備する必要があります。ソフトウェアがインストー
ルされ、適切に構成されていることを確認する必要があります。

重要   Workspace 2.1 では、Citrix サーバに任意の VMware ソフトウェアがインストールされることはなく、インストー
ルする必要もありません。

Windows Server 2008 または Windows Server 2012 のための Integration Broker サーバ
の準備

Integration Broker をインストールする前に、Workspace 環境を準備し、ソフトウェアが適切にインストールおよび構
成されていることを確認する必要があります。

開始する前に

n Windows Server 2008 R2 または Windows Server 2012 が、最新の更新が含まれた状態でインストールされてい
ることを確認します。更新を確認するには、[コントロール パネル] - [Windows Update] を選択します。
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n .NET Framework 3.5 をインストールします。.NET のインストール時に、機能としてバージョン 3.5 がインストー
ルされます。WCF アクティブ化を含めたことを確認します。

n [ロール サービスの追加] ペインから、IIS 7 を 6.0 管理互換モードでインストールします。これが唯一の IIS 7 インス
タンスである場合は、管理ツールもインストールする必要があります。

n Windows Server 2008 の場合は IIS 7 を、Windows Server 2012 の場合は IIS 8 を構成します。

n アプリケーション プールを構成します。デフォルトのアプリケーション プールを使用するか、Integration Broker
専用のアプリケーション プールを作成します。

注意   「VMware 製品の相互運用性マトリックス」
（http://www.vmware.com/resources/compatibility/sim/interop_matrix.php）を参照して、バージョン情報を確
認してください。

手順

1 デフォルトのアプリケーション プールを使用して、Integration Broker を構成します。

a デフォルトのアプリケーション プールをクリックします。

b 次の要件を確認します。

n .NET Framework バージョン 2.0

n 32 ビット アプリケーションを true に設定します。

2 Citrix 公開リソースの管理者と同じアカウントを使用するように ID を構成します。

Integration Broker は認証のためにこのアカウントを使用します。

a アプリケーション プールを右クリックします。

b [詳細設定] ダイアログで [ID] をクリックします。

c [カスタム アカウント]、[設定] の順にクリックします。

d Citrix 公開リソースの管理者ユーザー名とパスワード（<Domain Name> ユーザー名と <Domain Name>
パスワード）の資格情報を入力します。

3 Microsoft Visual J#® 2.0 再頒布可能パッケージ Second Edition をダウンロードしてインストールします。

注意   オペレーティング システムに応じて、Microsoft Visual J# の 32 ビットまたは 64 ビット バージョンのいず
れかをダウンロードする必要があります。

4 Citrix Server Farm のバージョンに応じて、Citrix の Web サイトから Citrix PowerShell SDK のバージョン 6.0 ま
たは 6.5 をダウンロードしてインストールします。

a Citrix PowerShell Remoting の実行ポリシーを設定します。

b Citrix XenApp ファームの実行ポリシーがリモート サインオンを使用するように構成されている場合は、信頼
されたルート証明機関ストアにルート証明書を追加する必要があります。ストアへのルート証明書の追加につい

ては、Microsoft の Web サイトを参照してください。

c Citrix XenApp ファームの実行ポリシーが制限なしとして構成されている場合は、信頼されたルート証明機関
ストアにルート CA を追加する必要はありません。
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5 このコマンドを実行する前に、PowerShell SDK が正しくインストールされていることを確認してください。

a 管理者として PowerShell SDK を起動します。

b PowerShell Remoting を検証します。

このサンプルのコマンド文字列は Citrix Server Farm 6.5 に適用されます。

Get-XAApplication -ComputerName <CITRIX SERVER NAME>

このサンプルのコマンド文字列は Citrix Server Farm 6.0 に適用されます。

Invoke-Command -ComputerName <XENAPP_HOST_NAME> -ScriptBlock { Add-PSSnapin 
Citrix* ;Get-XAApplication } -Credential <DOMAIN>\<USERNAME>

c Citrix によってホストされているすべてのアプリケーションがリストに含まれていることを確認します。

次に進む前に

Invoke-Command コマンドが失敗する場合は、「メモリの問題により Integration Broker を適切に構成できな
い (P. 80)」を参照してください。

次に、Integration Broker を展開して構成します。

Integration Broker の展開
Integration Broker を展開するには、Integration Broker のインストールを実行して、Integration Broker と Citrix サー
バ ファーム間のセキュア チャンネルを設定する必要があります。

注意   Windows Server インスタンスごとに、Integration Broker の 1 つのインスタンスのみをインストールすること
をお勧めします。

Integration Broker のインストール
Workspace は、Workspace Integration Broker コンポーネントおよび Citrix SDK を使用して、Workspace、Citrix
サーバ ファーム、および Citrix 公開リソース間のシングル サインオンを処理します。

開始する前に

Citrix PowerShell Remoting をインストールします。詳細については、Citrix のドキュメントを参照してください。

手順

1 Windows 管理者としてログインします。

2 IB.msi ファイルを開き、Integration Broker のインストールを実行します。

3 Integration Broker をインストールする Web 上の場所を入力します。

4 (オプション) Integration Broker 用に別のプールを作成した場合、使用するアプリケーション プールを選択します。

注意   仮想ディレクトリ名は変更しないでください。

5 [次へ] をクリックして Integration Broker のインストールを終了します。

HTTP および HTTPS バインド用の Integration Broker のセットアップ
Citrix PowerShell Remoting では、リモート コールを行うためにセキュア HTTPS チャンネルが必要です。セキュア
HTTPS チャンネルがないと、Integration Broker と Citrix サーバ ファーム間のリモート呼び出しを有効にできません。

IIS サーバを使用するには、証明書が必要です。証明書はサードパーティのルート CA から購入または生成できます。

第 7 章 Citrix 公開リソースへのアクセスの提供

VMware, Inc.  65



OpenSSL はデフォルトでインストールされます。OpenSSL は、SSL プロトコルおよび TLS プロトコルのオープン ソー
ス実装です。

開始する前に

証明書キーをエクスポート可能に設定します。証明書キーの詳細については、Microsoft のドキュメントを参照してくだ
さい。

手順

1 HTTPS バインドを Integration Broker Web サイトに追加します。

a [起動] - [実行] をクリックします。

b inetmgr を開いて、デフォルトの Web サイトを右クリックします。

c [バインドの編集] をクリックします。

d ドロップダウン メニューで、新しく作成した証明書を使用して、HTTPS バインドを追加します。

2 Citrix Web Interface SDK 5.4（WISDK zip ファイル）を Citrix の Web サイトからダウンロードします。

3 インストールの終了後、wisdk.zip ファイルを解凍します。

4 WI5_4_0_SDK/zipfiles/sdkdemo/wisdk ディレクトリのコンテンツをデフォルトの bin ディレクトリ
c:\inetpub\wwwroot\IB\bin にコピーします。

5 IIS を再起動します。

6 ブラウザのアドレス バーに「http://<hostname> /IB/API/RestServiceImpl.svc/ibhealthcheck」と入力して、
HTTP バインドによって期待される結果が出力されるかどうかを確認します。

予想される出力が表示されます。

All ok

7 ブラウザのアドレス バーに「https://<hostname> /IB/API/RestServiceImpl.svc/ibhealthcheck」と入力して、
HTTPS バインドによって予期した結果が出力されるかどうかを確認します。

予想される出力が表示されます。

All ok

自己署名証明書の作成例

この説明では、OpenSSL を使用して Integration Broker 用に自己署名証明書を設定する方法の例を示します。

手順

1 IIS サーバ用の自己署名証明書を作成します。

2 作業ディレクトリとして使用する ibcerts フォルダを作成します。
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3 vi openssl_ext.conf コマンドを使用して、構成ファイルを作成します。

a 次の OpenSSL コマンドをコピーして構成ファイルに貼り付けます。
 

# openssl x509 extfile params
extensions = extend
[req] # openssl req params
prompt = no
distinguished_name = dn-param
[dn-param] # DN fields
C = US
ST = CA
O = VMware (Dummy Cert)
OU = Horizon Workspace (Dummy Cert)
CN = <hostname> （Integration Broker がインストールされている仮想マシンのホスト名です。）
emailAddress = <EMAIL PROTECTED>
[extend] # openssl extensions
subjectKeyIdentifier = hash
authorityKeyIdentifier = keyid:always
keyUsage = digitalSignature,keyEncipherment
extendedKeyUsage=serverAuth,clientAuth
[policy] # certificate policy extension data

注意   ファイルを保存する前に CN 値を入力します。

b 次のコマンドを実行して、秘密キーを生成します。

openssl genrsa -des3 -out <server.key> 1024

c <server.key> のパス フレーズ（たとえば、<vmware>）を入力します。

d server.key ファイルの名前を server.key.orig に変更します。

mv server.key server.key.orig

e キーに関連付けられているパスワードを削除します。

openssl rsa -in server.key.orig -out server.key

4 生成されたキーを使用して CSR（証明書の署名要求）を作成します。server.csr は作業ディレクトリに保存され
ます。

openssl req -new -key server.key -out server.csr -config ./openssl_ext.conf

5 CSR に署名します。

openssl x509 -req -days 365 -in server.csr -signkey server.key -out server.crt -
extfile openssl_ext.conf

予想される出力が表示されます。

Signature ok subject=/C=US/ST=CA/O=VMware (Dummy Cert)/OU=Horizon Workspace (Dummy
Cert)/CN=w2-hwdog-xa.vmware.com/emailAddress=<EMAIL PROTECTED> Getting Private key
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6 P12 フォーマットを作成します。

openssl pkcs12 -export -in server.crt -inkey server.key -out server.p12

a エクスポート パスワードを求めるプロンプトが表示されたら、[Enter] キーを押します。

重要   パスワードは入力しません。

予想される出力は server.p12 ファイルです。

b server.p12 ファイルを、Integration Broker がインストールされている Windows マシンに移動します。

c コマンド プロンプトから mmc と入力します。

d [ファイル] - [スナップインの追加と削除] をクリックします。

e [スナップイン] ウィンドウで、[証明書] をクリックしてから [追加] をクリックします。

f [コンピュータ アカウント] ラジオ ボタンを選択します。

7 その証明書をルートおよび個人ストア証明書にインポートします。

a ダイアログで [すべてのファイル] を選択します。

b server.p12 ファイルを選択します。

c [エクスポート可能] チェック ボックスをクリックします。

d パスワードは空のままにします。

e 以降の手順では、デフォルトを受け入れます。

8 証明書を、同じ mmc コンソール内の信頼されたルート CA にコピーします。

9 証明書の内容に次の要素が含まれていることを確認します。

n 秘密キー

n Integration Broker のホスト名と一致する、件名属性の CN

n クライアントとサーバの両方の認証が有効化されている拡張キー用途属性

Workspace と Integration Broker の同期
Citrix 公開リソースのサポートを有効にするときに、Workspace と Citrix サーバ ファームとの間の通信を確立し、同期
頻度をスケジュール設定します。

開始する前に

n ネットワーク、SSL、および vCenter 拡張を構成します。Workspace の設定の構成については、Workspace のイ
ンストールと構成を参照してください。

n Citrix サーバ 5.0、6.0、および 6.5 について、Citrix の Web サイトにある Citrix のドキュメントを確認します。

n 専用の同期および SSO Integration Broker をセットアップして、大規模エンタープライズ環境内での負荷を分散さ
せます。

手順

1 Connector Services Admin にログインします。

2 左側のナビゲーション ペインで [公開アプリケーション - Citrix] をクリックします。

3 [Citrix ベース アプリケーションを有効にする] チェック ボックスをオンにします。

4 Sync Integration Broker のホスト名とポート番号を入力します。
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5 [SSL を使用する] チェック ボックスをオンにします。

注意   Sync Integration Broker と SSO Integration Broker の両方に [SSL を使用する] を選択しないでください。

6 量の多いトラフィックを分散させる必要がない場合は、[Integration Broker の同期と同じように使用] ボタンをク
リックします。

7 (オプション) SSO Integration Broker をセットアップします。

a SSO Integration Broker のホスト名とポート番号を入力します。

b [SSL を使用する] チェック ボックスをオンにします。

Sync Integration Broker と SSO Integration Broker の両方に [SSL を使用する] を選択しないでください。

c サーバ ファームを追加します。

オプション 説明

バージョン 5.0、6.0、または 6.5

サーバ名 環境内で割り当てられているサーバ名。

サーバ（フェイルオーバーの順序） フェイルオーバーの順序にサーバを編成します。Workspace は、SSO の間、お
よびフェールオーバー状態では、この順序を尊重します。

トランスポート タイプ HTTP、HTTPS、および SSL RELAY

ポート番号 HTTP ポート、SSL リレー ポート

展開の種類 Workspace でユーザーに Citrix 公開リソースを利用可能にするために使用され
る展開の種類を選択します。

n [ユーザー アクティブ化済み] - Workspace は、Citrix リソースを Workspace
アプリ ポータルの App Center に追加します。リソースを使用するために
は、ユーザーがリソースを App Center から自分の [マイ アプリ] ポータル
に移動する必要があります。

n [自動] - ユーザーがリソースをすぐに使えるようにするために、Workspace
によってリソースがユーザーの [マイ アプリ] ポータルに直接追加されます。

サーバ ファームからの同期カテゴリ Citrix から Workspace への同期カテゴリ

頻度を選択 手動、毎週 1 回、毎日 1 回、または 1 時間ごと
 

8 [今すぐ同期] をクリックします。

Integration Broker を SSL と同期する際に、ネットワーク速度やトラフィックなどの環境内の要因に応じて、同期
が遅くなることがあります。

注意   Citrix 製品の匿名ユーザー グループ機能は、Workspace ではサポートされません。

[今すぐ同期] を選択すると、Workspace と Citrix 公開リソース（Citrix 公開アプリケーションと Citrix 公開デスク
トップを含む）間の同期が強制されます。

同期の完了後、Citrix 公開リソースおよび対応する資格が Workspace と同期されます。

次に進む前に

これで、エンド ユーザーは Citrix 公開リソースを Workspace のランチャに追加して、これらのリソースを起動できるよ
うになりました。
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Citrix 公開リソースに対するユーザーおよびグループの使用資格の表示
Workspace ユーザーおよびグループに使用資格が付与されている Citrix 公開アプリケーションおよびデスクトップを確
認できます。

重要   Workspace を使用して Citrix 展開環境に変更を加えることはできません。新しいユーザーへの Citrix 公開リソー
スの使用資格の付与や新しいサーバ ファームの追加といった何らかの変更を Citrix 管理者が加えた場合は、同期を実行し
てその変更を Workspace に伝達する必要があります。Workspace Connector Services Admin を使用して強制的に同
期します。

開始する前に

Workspace が Citrix 展開環境と統合されていることを確認します。第 7 章「Citrix 公開リソースへのアクセスの提
供 (P. 59)」を参照してください。

Citrix 展開環境の情報（使用資格など）を Workspace と同期させます。次の手順を使用して同期を実行できます。

1 Connector Services Admin にログインします。

2 [公開アプリケーション - Citrix] をクリックし、[今すぐ同期] をクリックします。

手順

1 Workspace 管理コンソール にログインします。

2 Citrix 公開リソースに対するユーザーおよびグループの使用資格の表示

Citrix 公開リソースには、Citrix 公開アプリケーションと Citrix 公開デスクトップが含まれます。

オプション 操作

特定の Citrix 公開リソースの使用資格が付与
されているユーザーおよびグループのリスト

を表示します。

a [カタログ] タブをクリックします。
b [任意のアプリケーション タイプ] - [Citrix 公開アプリケーション] をクリックし

ます。

c 使用資格のリストを表示する Citrix 公開リソースの名前をクリックします。

デフォルトで [資格] タブが選択されています。グループ資格とユーザー資格が
別々の表で表示されます。

特定のユーザーまたはグループに付与されて

いる Citrix 公開リソースの使用資格のリスト
を表示します。

a [ユーザー & グループ] タブをクリックします。
b [ユーザー] タブまたは [グループ] タブをクリックします。
c 個々のユーザー名またはグループ名をクリックします。

デフォルトで [資格] タブが選択されています。[資格] ページの [Citrix 公開アプ
リケーション] テーブルに、使用資格が付与された Citrix 公開リソースが表示さ
れます。

 

Citrix 公開リソースに対する Workspace アプリケーション配信設定の編集
Workspace 管理コンソール を使用して、Citrix 公開アプリケーションおよびデスクトップの配信設定を編集できます。

Workspace 展開環境から使用できるすべての Citrix 公開アプリケーションと Citrix 公開デスクトップの配信設定をグロー
バルに編集することも、特定の Citrix 公開リソースの配信設定を個別に編集することもできます。

配信設定を構成するには、Independent Computing Architecture （ICA）プロパティを編集します。ICA は Citrix 独
自のプロトコルです。セキュリティ、表示、圧縮などの領域を制御する広範な ICA プロパティを利用できます。ICA プロ
パティの構成の詳細については、Citrix のドキュメントを参照してください。

Workspace には、構成済みの Citrix 展開環境で Citrix 公開リソースをユーザーに配信する方法を定義する、デフォルト
のグローバル設定が含まれています。管理コンソールを使用して、Workspace のデフォルト設定を構成し、新しい設定
を追加できます。
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管理コンソール を使用して、個々のリソースの配信設定を指定することもできます。個々のリソースの設定は、グローバ
ル設定よりも優先されます。特定のリソースを配信するための ICA プロパティを指定すると、Citrix 展開環境において指
定した方法でリソースを配信するために必要なすべてのプロパティが表示されます。個々のリソースの配信設定が

Workspace に存在する場合、Workspace ではそれらの設定のみが適用され、グローバルなリソース配信設定はすべて
無視されます。

すべての Citrix 公開リソースに対する Workspace リソース配信設定のグローバルな編集
Workspace 管理コンソール を使用して、Workspace 展開環境内の Citrix 公開アプリケーションおよびデスクトップの
グローバル設定を編集できます。

管理者が編集するまで、グローバル リソースの配信設定用の ICA プロパティのテキスト ボックスには、デフォルトの設
定が入っています。

手順

1 管理者として Workspace 管理コンソール にログインします。

2 [設定] - [Citrix 公開アプリケーション] を選択します。

3 Citrix ガイドラインに従って ICA プロパティを編集します。

[ICA クライアント プロパティ] テキスト ボックスと [ICA 起動プロパティ] テキスト ボックスは連動します。これら
のテキスト ボックスは、両方ともコンテンツが入った状態または両方とも空の状態にする必要があります。

4 [保存] をクリックします。

個々のリソースに独自のリソース配信設定が指定されていない限り、Workspace を介して使用できる Citrix 公開リソー
スが Citrix 展開でユーザーに配信される際に、この展開によってグローバル ICA プロパティが適用されます。

単一の Citrix 公開リソースに対する Workspace アプリケーション配信設定の編集
Workspace 管理コンソール を使用して、Workspace 展開環境内にある個々の Citrix 公開アプリケーションおよびデス
クトップの設定を編集できます。

個々のアプリケーションの ICA プロパティ テキスト ボックスは、手動でプロパティを追加するまで空です。

個々の Citrix 公開リソースのアプリケーション配信設定（ICA プロパティ）を編集した場合、それらの設定はグローバル
設定よりも優先されます。グローバル ICA プロパティ設定は、Citrix 公開アプリケーション ページで [設定] - [Citrix 公開
アプリケーション] を選択して構成できます。

手順

1 管理者として Workspace 管理コンソール にログインします。

2 [カタログ] タブをクリックします。

3 [任意のアプリケーション タイプ] - [Citrix 公開アプリケーション] をクリックします。

4 編集する Citrix 公開リソースの名前をクリックします。

5 [構成] をクリックします。

6 Citrix 展開環境から引き継がれるリソース情報を確認します。

このページには、リソースについての詳細（リソース名、リソース ID、サーバ名など）が表示されます。この他に、
このページにはリソースが有効な状態かどうかも表示されます。[有効] チェック ボックスがオフになっている場合、
そのリソースは Citrix 展開環境で無効になっています。

7 [有効] チェック ボックスがオフになっている場合にそのリソースがユーザーに表示されないようにするには、[無効
時に隠す] チェック ボックスをオンにします。
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8 ICA プロパティ テキスト ボックスでは、Citrix ガイドラインに従ってプロパティの追加または既存のプロパティの
編集を行ってください。

[ICA クライアント プロパティ] テキスト ボックスと [ICA 起動プロパティ] テキスト ボックスは連動します。これら
のテキスト ボックスは、両方ともコンテンツが入った状態または両方とも空の状態にする必要があります。

9 [保存] をクリックします。

Citrix 展開環境では、Citrix 公開リソースをユーザーに配信するときに、リソースの [Workspace 構成] ページに示され
ている ICA プロパティを適用します。

Citrix 公開リソースのカテゴリの管理
Workspace 管理コンソール および Citrix 展開環境を使用して、Citrix 公開リソースのカテゴリを管理できます。

Citrix 展開環境では、リソースのプロパティの [クライアント アプリケーション フォルダ] テキスト ボックスを編集して、
Citrix 公開アプリケーションまたはデスクトップにカテゴリ名を付けます。Citrix 展開環境を Workspace に統合すると、
Citrix 公開アプリケーションおよびデスクトップ用の既存のカテゴリ名は Workspace に引き継がれます。

統合後は、Citrix 展開環境で引き続きカテゴリを作成できます。[公開アプリケーション - Citrix] ページの [カテゴリをサー
バ ファームから同期] チェック ボックスを有効にすると、次回の同期の間に新しいカテゴリが Workspace に引き継がれ
ます。「Workspace と Integration Broker の同期 (P. 68)」を参照してください。

Workspace で直接カテゴリを作成することもできます。リソース カテゴリの使用に関する情報については、Workspace
管理者ガイドを参照してください。

管理コンソール で、[カタログ] タブをクリックし、[任意のアプリケーション タイプ] - [Citrix 公開アプリケーション] を
クリックして、すべての Citrix 公開リソースのカテゴリを作成および表示できます。特定の Citrix 公開リソースのカテゴ
リを表示および編集するには、リソースの名前をクリックして [詳細] を選択します。

Workspace でカテゴリを作成した場合、カテゴリは Citrix 展開環境には表示されません。

Citrix 展開環境でカテゴリを作成した場合、カテゴリは次回の同期時に Workspace に表示されます。Citrix 展開環境で
カテゴリ名を更新した場合、更新したカテゴリ名は Workspace に表示され、元のカテゴリ名も残されます。元のカテゴ
リ名を Workspace から削除するには、手動で削除する必要があります。
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Workspace リソース構成のトラブルシュー
ティング 8

Workspace リソースの構成後に発生する問題のトラブルシューティングを行えます。

発生している問題のトラブルシューティングを参照してください。

この章では次のトピックについて説明します。

n Workspace for Windows に更新版をインストールする際に空白の画面が表示される (P. 73)

n ユーザー ポータルからの ThinApp パッケージの起動が失敗する (P. 74)

n Citrix 公開リソースにアクセスするユーザーが暗号化エラーを受け取る (P. 77)

n Citrix 公開リソースを Workspace で利用できない (P. 77)

n ユーザーが Citrix 公開リソースを起動すると、ブラウザに 500 内部サーバ エラーが表示される (P. 79)

n メモリの問題により Integration Broker を適切に構成できない (P. 80)

Workspace for Windows に更新版をインストールする際に空白の画面が表示さ
れる

Workspace for Windows アプリケーションがすでにインストールされている場合に、最新バージョンをダウンロードし
てインストールを開始すると、空白の画面が表示されます。

問題

Workspace for Windows アプリケーションがすでにインストールされている場合に、最新バージョンのインストーラを
起動すると、空白の画面が表示されてインストールを完了できないことがあります。

インストーラのログ ファイルを確認すると、ファイルの末尾に次のような行が表示されています。

20130918112739:INFO CBootstrapCmd::LuaUIShow: calling StartSequence('reboot_prompt')
20130918112739:INFO CHtmlUI::StartSequence: About to Run UI Sequence reboot_prompt 
00000120 01F3B6F8 1
20130918112739:INFO CHtmlUI::StartSequence: Running UI Sequence reboot_prompt
20130918112739:ERROR** CHtmlDialog::CallJScript: Failed to obtain required required 
jscript ID; COM Error: -2147352570

原因

この問題は、1 つ以上のレジストリ キーの設定が不適切な場合に発生することがあります。同様の現象の説明およびその
他の想定される解決手順については、VMware ナレッジ ベースの記事（http://kb.vmware.com/kb/1027986）と
Microsoft ナレッジ ベースの記事 831430（http://support.microsoft.com/kb/831430）を参照してください。
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解決方法

1 Windows システムを再起動して、インストーラを再度実行します。

システムを再起動しても問題が解決しない場合は、次の手順に進みます。

2 jscript.dll および vbscript.dll ファイルを再登録します。

a Windows システムでコマンド プロンプトを開きます。

b 次のコマンドを実行して、必要なファイルおよび詳細を再登録します。

システムが Windows の 32 ビット バージョンの場合は、次のコマンドを実行します。

regsvr32 jscript.dll
regsvr32 vbscript.dll

システムが Windows の 64 ビット バージョンの場合は、次のコマンドを実行します。

cd C:\windows\syswow64
regsvr32 C:\windows\system32\jscript.dll
regsvr32 C:\windows\system32\vbscript.dll

3 Windows を再起動します。

ユーザー ポータルからの ThinApp パッケージの起動が失敗する
Workspace for Windows アプリケーションがすでにインストール済みで実行されているにもかかわらず、ユーザーが
ユーザー ポータルから ThinApp パッケージを起動しようとした際、このアプリケーションをダウンロードおよびインス
トールするようユーザーに促すブラウザ メッセージが表示される場合があります。

問題

Workspace for Windows をインストールした後、ユーザーがその Windows システムのブラウザでユーザー ポータル
を開き、ログインし、ThinApp パッケージを起動しようとすると、Workspace for Windows をシステムにインストー
ルするよう促すメッセージが表示されて、ThinApp パッケージを起動できない場合があります。このメッセージは、
Workspace のプロセスが Windows システムで実行中でも表示される場合があります。Workspace for Windows クラ
イアントで、すべてのファイルが最新であるとレポートされる場合があります。

原因

この問題は、複数の理由によって発生する可能性があります。
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原因 説明

Workspace for Windows
ブラウザのプラグインが正し

くインストールされていない

か、ユーザーが ThinApp
パッケージを起動しようとし

ているブラウザのブラウザ

ウィンドウで、このプラグイ

ンがアクティブ化されていま

せん。

Windows システムで ThinApp パッケージを実行するには、Workspace for Windows アプリケーショ
ンのインストールが必須です。したがって、ユーザー ポータルは、ThinApp パッケージを起動する前に、
ブラウザ プラグインを使用してこのアプリケーションがインストール済みであるかどうかを検証します。
ユーザーがユーザー ポータルで ThinApp パッケージ のアイコンをクリックすると、Workspace for
Windows ブラウザのプラグインは、パッケージを起動する前にアプリケーションがインストールされて
いるかどうかをチェックします。ブラウザ プラグインがインストールされていない場合、またブラウザで
アクティブになっていない場合、検証は行われず、メッセージが表示され、パッケージは起動しません。

Workspace for Windows のインストール プロセス中にブラウザ ウィンドウが開いていると、ブラウザ
のプラグインがそのブラウザに正しくインストールされない場合があります。ユーザーがブラウザのアド

オンまたはプラグイン ページでプラグインを無効にしている場合、ブラウザのプラグインは非アクティブ
になる場合があります。

ブラウザから ThinApp パッ
ケージを起動するために使用

したカスタム プロトコル ハ
ンドラが、ThinApp パッ
ケージを起動しようとしてい

るブラウザで無効になってい

ます。

ユーザー ポータルの [マイ アプリ] ページで、ThinApp パッケージは horizon:// プロトコル付きの
リンクを使用して表示されます。Workspace for Windows クライアントのインストール時、インストー
ラはその horizon:// プロトコルのプロトコル ハンドラを登録します。プロトコル ハンドラは
HorizonThinAppLauncher.exe という名前の実行可能ファイルで、レジストリ エントリ
HKEY_CLASSES_ROOT\horizon\shell\open\command によってハンドラとして登録されま
す。ユーザーが [マイ アプリ] のアイコンで ThinApp パッケージを起動しようとすると、この
HorizonThinAppLauncher.exe アプリケーションが起動されます。
ユーザーがブラウザですべてのプロトコル ハンドラの使用を無効にしている場合、または horizon://
プロトコルのハンドラの使用を無効にしている場合、[マイ アプリ] ページのアイコンを使用して ThinApp
パッケージを起動することはできません。一部のブラウザでは、プロトコル ハンドラが起動され、プロト
コル ハンドラの実行を選択するオプションがユーザーに示されたときに、警告が表示されます。
horizon:// プロトコル ハンドラの使用が無効になるのは、ユーザーが初めていずれかの ThinApp
パッケージ アイコンをクリックしたとき、ブラウザにプロトコル ハンドラを実行する権限を求める警告ダ
イアログが表示されたとき、起動できないようにユーザーが [いいえ] などを選択し、さらにそのようなリ
ンクをすべて起動できないように [選択内容を保存] などを選択した場合です。プロトコル ハンドラを実行
する権限が付与されず、その選択が保存されているため、[マイ アプリ] ページから ThinApp パッケージ
は起動されません。

解決方法

1 ユーザーが自分の Workspace ユーザー アカウントを使用して Workspace for Windows アプリケーションにログ
インしていることを確認します。

ユーザーは Windows システム トレイの Workspace アイコンを使用してクライアントにサインインします。

2 システムにアプリケーションをインストールした直後にこの問題が起きた場合、開いているすべてのブラウザ ウィ
ンドウを閉じ、再びブラウザを開き、ユーザー ポータルにログインし、ThinApp パッケージの起動を試行します。
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3 開いているブラウザ ウィンドウを閉じてブラウザを再び開いた後でこの問題が起きる場合、ブラウザのプラグイン
リストにプラグインが表示されるか、またアクティブと表示されるかどうかを確認します。

ブラウザ 説明

Internet
Explorer

Internet Explorer の場合、ブラウザのプラグインまたはアドオンでなく、COM サーバが登録されます。COM サー
バがインストール済みかどうかをテストするには、次のコンテンツを含むテスト HTML ファイルを作成して、Internet
Explorer でそのファイルを開きます。その結果には、COM サーバがインストールされているかどうかが記載されて
います。

<html>
<script type="text/vbscript">
On Error Resume Next

dim objName
objName = "HorizonAgentFinder.HorizonFinder"
dim obj
Set obj = CreateObject(objName)

document.write(objName & " is ")
if IsEmpty(obj) then
   document.write("not installed")
 else
   document.write("installed")
end if
</script>
</html>

Firefox [ツール] - [アドオン] をクリックして、Firefox のアドオン マネージャを開きます。[プラグイン] ページで、VMware
Horizon Agent Finder ブラウザのプラグインが表示されていることを確認し、これを [常にアクティブ化する] に設
定します。

Chrome [設定] ページを開いて [詳細設定を表示] - [コンテンツの設定] をクリックし、Chrome のコンテンツの設定を開きま
す。[プラグインを個別に無効にする] をクリックしてプラグイン リストを表示します。VMware Horizon Agent
Finder ブラウザのプラグインが表示されて、[常にアクティブ化する] に設定されていることを確認します。

Safari for
Windows

[ヘルプ] - [インストール済プラグイン] をクリックして、サファリのインストール済みプラグインのリストを開きま
す。VMware Horizon Agent Finder ブラウザのプラグインが表示されていることを確認します。プラグインが Safari
に対してアクティブ化されていることを確認します。

4 レジストリ エントリ HKEY_CLASSES_ROOT\horizon\shell\open\command が存在し、必須プロトコル ハン
ドラ HorizonThinAppLauncher.exe の場所（Windows システム上に Workspace for Windows がインストール
された場所）を指すパスの値を持つことを確認します。

レジストリ エントリが存在しないか、Workspace for Windows がインストールされた場所を指す値を持たない場
合は、Workspace for Windows をアンインストールしてから再度インストールします。

5 レジストリ エントリが存在し、HorizonThinAppLauncher.exe 実行可能ファイルの場所を指す値を持つ場合は、
実行可能ファイルがその場所に存在し、移動または削除されていないことを確認します。

レジストリ エントリが存在しないか、Workspace for Windows がインストールされた場所を指す値を持たない場
合は、Workspace for Windows をアンインストールしてから再度インストールします。

6 レジストリ エントリが存在し、HorizonThinAppLauncher.exe 実行可能ファイルの場所を指す値を持つ場合は、
レジストリ エントリ HKEY_CLASSES_ROOT\horizon の (Default) 値が Data 値 URL:horizon Protocol であるこ
と、および HKEY_CLASSES_ROOT\horizon エントリの URL Protocol 値が存在することを確認します。

HKEY_CLASSES_ROOT\horizon レジストリ エントリの (Default) 値の Data 値が URL:horizon Protocol に設定
されていない場合は、Data 値を更新して URL:horizon Protocol に設定します。HKEY_CLASSES_ROOT\horizon
エントリに URL Protocol 値が存在しない場合は、URL Protocol という名前でデータ値なしの値を作成します。
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7 ユーザーがブラウザで horizon:// プロトコルを無効にしたかどうか、またはブラウザですべてのプロトコル ハン
ドラが無効になっているかどうかを確認し、無効になっている場合は、組織のニーズに合わせて適宜ブラウザでプロ

トコル ハンドラを有効にします。

多くの場合、ブラウザはその Windows システムで使用可能なプロトコル ハンドラの情報について、レジストリの
設定に依拠しています。一部のブラウザでは、ユーザーがプロトコル ハンドラに関連付けられているリンクをクリッ
クしたときに、Do you want to allow this website to open a program on your computer?とい

うような確認をするダイアログ プロンプト、または This link needs to be opened with an application

などのように、リンクを処理するには外部アプリケーションを起動する必要があることを示す文が表示されます。 一
般にダイアログには、外部アプリケーションを起動せず、そのタイプのすべてのリンクについてその選択を保存する

オプションが示されています。プロトコル ハンドラに関連付けられているアプリケーションを起動する機能を再度
有効にする手順は通常、ブラウザ タイプによって異なります。そのブラウザ タイプでプロトコル ハンドラを有効に
する方法については、ユーザーのブラウザ タイプのドキュメントを参照してください。

Citrix 公開リソースにアクセスするユーザーが暗号化エラーを受け取る
Workspace サーバ上の XenApp ICA プロパティには、ファームの XenApp サーバ上で構成されるのと同じ暗号化レベ
ルにセットされた暗号化プロパティを含める必要があります。このようにしないと、ユーザーは自分自身の Citrix 公開ア
プリケーションまたはデスクトップにアクセスすることができません。

問題

ユーザーが Workspace から Citrix 公開リソースに接続すると、次のエラー メッセージが表示されます。。

このセッションにアクセスするための適切な暗号化レベルがありません

原因

Workspace は暗号化レベルを設定しません。XenApp サーバの暗号化レベルが Citrix-Receiver で使用されているデフォ
ルト設定よりも高い場合にこのエラーが発生します。

Workspace でより高い暗号化レベルを設定する必要があります。

解決方法

1 Workspace 管理コンソール にログインします。

2 [設定] - [Citrix 公開アプリケーション] を選択します。

3 [ICA クライアント プロパティ] テキスト ボックスを編集します。暗号化レベルを 128 に設定するには、次のように
入力します。

EncryptionLevelSession=EncRC5-128

4 [ICA 起動プロパティ] テキスト ボックスを編集します。暗号化レベルを 128 に設定するには、次のように入力します。

[EncRC5-128]

DriverNameWin16=pdc128w.dll

DriverNameWin32=pdc128n.dll

Citrix 公開リソースを Workspace で利用できない
Integration Broker と PowerShell SDK の間の通信で発生する問題により、Citrix 公開アプリケーションとデスクトップ
が Workspace カタログに表示されない場合があります。

問題

Citrix を Workspace と統合した後、Citrix 公開リソースが Workspace カタログに表示されません。

原因

PowerShell SDK との正常な通信を妨げる構成上の問題が、Integration Broker に存在する可能性があります。
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解決方法

ブラウザで URL を指定することで、Integration Broker の構成に関する問題がある場所をトラブルシューティングでき
ます。このトラブルシューティング方法により、構成に関する問題が次の領域にあるかどうかを識別できます。

n Citrix サーバ ファーム

n Citrix 公開リソース

n リソース資格

予期した結果が Web ページに表示されない場合は、エラーが表示され、Integration Broker のログに情報が追加されま
す。Integration Broker のログを参照して、トラブルシューティング プロセスを継続します。

手順

1 ブラウザを使用して、Citrix サーバ ファームの Integration Broker 構成を確認します。

a ブラウザで、次のいずれかのような URL を入力します。URL 内のプレース ホルダは、適切な情報に置き
換えます。

n Citrix サーバ ファーム 6.5

https://<IBhostname>/IB/API/RestServiceImpl.svc/hznxenapp/admin/xenfarminfo?
computerName=<XenAppServerHostname>&xenappversion=Version65orLater

n Citrix サーバ ファーム 5.5 または 6.0

https://<IBhostname>/IB/API/RestServiceImpl.svc/hznxenapp/admin/xenfarminfo?
computerName=<XenAppServerHostname>&xenappversion=Legacy

b Web ページの内容を確認して、必要に応じて、Integration Broker のログを確認します。

Integration Broker が適切に構成されている場合、Web ページには、次のような Citrix サーバ ファーム
の情報が表示されます。

"[{\"FarmName\":\"test data\",\"ServerVersion\":\"
6.0.6410\",\"AdministratorType\":\"Full\",\"SessionCount\":\"2\",\"MachineName\":\"test data\"}]”

Web ページにサーバ ファームの情報が表示されない場合は、Integration Broker にログ情報が送信され
ます。問題のトラブルシューティングをさらに続けるには、Integration Broker ホストの %programdata
%/VMware/HorizonIntegrationBroker にあるログを確認します。

2 ブラウザを使用して、サーバ ファームの Citrix 公開リソースを Workspace と同期している Integration Broker
の構成を確認します。

a ブラウザで、次のいずれかのような URL を入力します。URL 内のプレース ホルダは、適切な情報に置き
換えます。

n Citrix サーバ ファーム 6.5

https://<IBhostname>/IB/API/RestServiceImpl.svc/hznxenapp/admin/applications?
computerName=<XenAppServerHostname>&xenappversion=Version65orLater

n Citrix サーバ ファーム 5.5 または 6.0

https://<IBhostname>/IB/API/RestServiceImpl.svc/hznxenapp/admin/applications?
computerName=<XenAppServerHostname>&xenappversion=Legacy

b Web ページの内容を確認して、必要に応じて、Integration Broker のログを確認します。

Integration Broker が正しく構成されている場合は、Web ページに Citrix サーバ ファームのすべてのリ
ソースが一覧表示されます。

Web ページにリソースのリストが表示されない場合は、Integration Broker にログ情報が送信されます。
問題のトラブルシューティングをさらに続けるには、Integration Broker ホストの %programdata
%/VMware/HorizonIntegrationBroker にあるログを確認します。
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3 ブラウザを使用して、Citrix 公開リソースに対する資格の Integration Broker 構成を確認します。

単一の Citrix 公開リソースをテストできます。

a ブラウザで、次のいずれかのような URL を入力します。URL 内のプレース ホルダは、適切な情報に置き
換えます。

<ApplicationName> プレース ホルダは、指定しているアプリケーションの名前に置き換えます。

n Citrix サーバ ファーム 6.5

https://<IBhostname>/IB/API/RestServiceImpl.svc/hznxenapp/admin/entitlements?
computerName=<XenAppServerHostname>&xenappversion=Version65orLater&appNam
e=<ApplicationName>

n Citrix サーバ ファーム 5.5 または 6.0

https://<IBhostname>/IB/API/RestServiceImpl.svc/hznxenapp/admin/entitlements?
computerName=<XenAppServerHostname>&xenappversion=Legacy&appName=<Appli
cationName>

b Web ページの内容を確認して、必要に応じて、Integration Broker のログを確認します。

Integration Broker が正しく構成されている場合は、Web ページに、指定したアプリケーションのすべ
ての資格が一覧表示されます。

Web ページに資格のリストが表示されない場合は、Integration Broker にログ情報が送信されます。問
題のトラブルシューティングをさらに続けるには、Integration Broker ホストの %programdata
%/VMware/HorizonIntegrationBroker にあるログを確認します。

ユーザーが Citrix 公開リソースを起動すると、ブラウザに 500 内部サーバ エラー
が表示される

Citrix サーバ ファームと Workspace 間の構成の不一致が原因で、Citrix 公開リソースの起動に失敗している可能性があ
ります。

問題

ブラウザに 500 内部サーバ エラーが表示されて、Citrix 公開リソースの起動が失敗します。

原因

Connector Services Admin に提供されている Citrix サーバ ファームの情報が Citrix サーバ構成と一致しない場合に、
500 エラーが発生します。

解決方法

1 Workspace の展開環境に統合されている各サーバ ファームのトランスポート タイプ、ポート番号、および SSL リ
レー ポート番号の設定を書き留めます。

2 Connector Services Admin にログインします。

3 [公開アプリケーション - Citrix] をクリックします。

4 サーバ ファームのセクションで、それぞれのサーバ ファームのトランスポート タイプ、ポート、SSL リレー ポート
の設定を、Citrix サーバ構成の設定と一致するように変更します。
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メモリの問題により Integration Broker を適切に構成できない
Workspace をバージョン 6.0 以前の Citrix サーバ ファームと統合する場合、PowerShell SDK に割り当てられるメモリ
が不十分なためにエラーが発生します。

問題

PowerShell Remoting を確認するために Invoke-Command コマンドを実行すると、メモリ不足に関連するエラーが発
生します。「Windows Server 2008 または Windows Server 2012 のための Integration Broker サーバの準備 (P. 63)」
中に、Invoke-Command コマンドを実行するように指示があります。

原因

PowerShell Remoting が実行されている Windows システム上の Citrix 公開リソースの数に対して、PowerShell SDK
に割り当てられているメモリが十分でない可能性があります。

解決方法

PowerShell SDK に対するメモリの割り当てを増やすことができます。

手順

1 エラーが表示されたら、コマンドを実行して割り当てメモリを増やします。次に例を示します。

winrm set winrm/config/winrs '@{MaxMemoryPerShellMB="1024"}'

2 Invoke-Command コマンドを再び実行して、タスクを完了します。
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