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VMware Horizon Client for Android のインス
トールとセットアップ ガイド

このガイドでは、VMware Horizon® Client™ ソフトウェアを Android または Chromebook デバイスにイン

ストールして設定し、使用する方法について説明しています。

本書は、Android および Chromebook クライアント デバイスを含む VMware Horizon 環境のセットアップを

行う管理者の方を対象としています。本書に記載されている内容は、仮想マシン テクノロジーおよびデータセンター

の運用に精通している経験豊富なシステム管理者向けに書かれています。

エンドユーザーの場合は、VMware Horizon Client for Android ユーザー ガイドまたは Horizon Client オンラ

イン ヘルプを参照してください。
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セットアップとインストール 1
Android および Chromebook クライアント デバイス向けの Horizon 環境のセットアップには、特定の接続サー

バ構成の使用、Horizon Server とクライアント デバイスのシステム要件の適合、および Horizon Client アプリ

ケーションのインストールが必要になります。

この章には、次のトピックが含まれています。

n システム要件

n Horizon Client 向けの Connection Server の準備

n Horizon Client のインストール

n 組込み RSA SecurID ソフトウェア トークンの使用

n 仮想スマート カードの作成

n スマート カード ミドルウェアを使用した仮想スマート カードのペアリング

n OPSWAT とのデバイス ID 共有の設定

n TLS 詳細オプションの構成

n VMware Blast オプションの構成

n Chromebook デバイスでのシームレス ウィンドウ モードの設定

n シン クライアント モードでの Horizon Client の構成

n Google 管理コンソールでの登録済みの Chromebook デバイスの設定

n Horizon Client デフォルトの表示の構成

n Horizon Client データ共有の設定

システム要件

Android、シン クライアント、Chromebook デバイスで Horizon Client を実行するには、特定のハードウェア

およびソフトウェア要件を満たす必要があります。
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Android デバイスのシステム要件

Horizon Client をインストールする Android デバイスとその周辺機器は、一定のシステム要件を満たしている必

要があります。

Android オペレーティング システム

n Android 5.0 (Lollipop)

n Android 6.0 (Marshmallow)

n Android 7.0 および 7.1 (Nougat)

n Android 8.0 および 8.1 (Oreo)

n Android 9.0 (Pie)

n Android 10.0 (Q)

n Android 11.0 (R)

CPU アーキテクチャ

n ARM

n ARM64

n x86

n x86_64

注：   NEON 以外のデバイスはサポートされていません。

外部キーボード

（オプション）Bluetooth キーボード デバイスとドッキング キーボード デバイス。お使いのデバイスがサポー

トする外部デバイスについては、デバイス製造元からのドキュメントを参照してください。

スマート カード

スマート カード認証の要件を参照してください。

Connection Server と Horizon Agent

Horizon 7 バージョン 7.5 以降の最新メンテナンス リリース。

クライアント デバイスが企業のファイアウォールの外部から接続する場合は、クライアント デバイスで VPN 
接続が不要となるように Unified Access Gateway アプライアンスを使用します。社内にワイヤレス ネット

ワークがあって、デバイスが使用できるリモート デスクトップへのアクセスがルーティング可能な場合、

Unified Access Gateway または VPN 接続を設定する必要はありません。

表示プロトコル

n PCoIP

VMware Horizon Client for Android のインストールとセットアップ ガイド
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n VMware Blast

ネットワーク プロトコル

n IPv4

n IPv6

IPv6 環境で Horizon を使用する方法については、Horizon のインストールドキュメントを参照してください。

シン クライアントのシステム要件

Horizon Client は、特定のシン クライアントにインストールできます。

Horizon Client をインストールするシン クライアントとその外部入力デバイスは、特定のシステム要件を満たして

いる必要があります。

シン クライアント モデルと Android オペレーティング システム

n Android 5.1 対応の Remix Mini（RemixOS 2.0.205 以降）

n Android 6.0 対応の NVIDIA SHIELD Android TV

n Android 5.1 対応の Amazon Fire TV（第 1 世代）

外部入力デバイス

通常、Horizon Client は、シン クライアントに対応するキーボードやコントローラなどの外部入力デバイスを

使用して操作します。特定のシン クライアントがサポートするデバイスについては、デバイス製造元からのドキ

ュメントを参照してください。

Horizon Client の要件

Horizon Client で [シン クライアント モード] 設定を有効にします。シン クライアント モードでの Horizon 
Client の構成を参照してください。

Chromebook のシステム要件

Horizon Client を特定の Chromebook モデルにインストールできます。Horizon Client は、Google Play か
ら Chromebook にインストールします。

Android アプリケーションをサポートする Chromebook モデル

Google は Android アプリに対応する Chromebook モデルの評価を引き続き行っています。最新情報につ

いては、https://sites.google.com/a/chromium.org/dev/chromium-os/chrome-os-systems-
supporting-android-apps?visit_id=0-636124384717258228-2661029306&rd=1 をご覧ください。

Horizon Client 機能の制限事項

デバイスおよびオペレーティング システムの制約のため、Horizon Client の機能には、Android デバイスで

しか動作しない機能、また Chromebook デバイスでしか動作しない機能があります。制約については、本ガ

イド内の該当する機能のセクションに記載しています。
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リアルタイム オーディオ ビデオのシステム要件

リアルタイム オーディオビデオは、標準オーディオおよびビデオ デバイス、Skype、WebEx、Google ハングア

ウトなどの一般的な会議用アプリケーションで動作します。リアルタイム オーディオビデオをサポートするには、

VMware Horizon 環境が特定のソフトウェアおよびハードウェア要件を満たす必要があります。

リモート デスクトップと公開アプリケーション

リモート デスクトップと RDS ホストに Horizon Agent 7.5 以降がインストールされている必要がありま

す。

クライアント アクセス デバイス

リアルタイム オーディオ ビデオは、Horizon Client を実行するすべてのデバイスでサポートされます。詳細に

ついては、システム要件を参照してください。

スマート カード認証の要件

ユーザー認証にスマート カードを使用するクライアント デバイスは、特定の要件を満たす必要があります。

認証情報の生成機能の使用

認証情報の生成機能を使用するには、Horizon 管理者が、公開デスクトップをホストする仮想デスクトップまたは 

RDS ホストにスマート カード ミドルウェアをインストールする必要があります。同じ仮想デスクトップまたは 

RDS ホストに、PIV カード用の別のミドルウェアをインストールする必要はありません。Charismathics CSSI/
CSTC 5.2.2 と ActivClient 7.1 は VMware でテスト済みです。Windows Inbox Smart Card Minidriver は
サポートされていません。

クライアント デバイスで、仮想スマート カードを作成し、リモート デスクトップにインストールされているスマー

ト カード ミドルウェアとペアリングする必要があります。詳細については、仮想スマート カードの作成とスマート 

カード ミドルウェアを使用した仮想スマート カードのペアリングを参照してください。

Horizon Client で、[ユーザー名のヒント] テキスト ボックスを有効にする

いくつかの環境では、スマート カード ユーザーは、単一のスマート カード証明書を使用して、複数のユーザーアカ

ウントを認証できます。スマート カードでログインするときに、[ユーザー名のヒント] テキスト ボックスにユーザ

ー名を入力します。

[ユーザー名のヒント] テキスト ボックスが Horizon Client のログイン ダイアログ ボックスに表示されるように

するには、Connection Server でスマート カードのユーザー名のヒント機能を有効にする必要があります。スマ

ート カード ユーザー名のヒント機能を有効にする方法については、Horizon の管理を参照してください。

外部アクセスの安全を確保するために、お使いの環境で Unified Access Gateway アプライアンスを使用してい

る場合、スマート カード ユーザー名のヒント機能をサポートするように、Unified Access Gateway アプライア

ンスを構成する必要があります。スマート カード ユーザー名のヒント機能は、Unified Access Gateway 2.7.2 
以降でのみサポートされます。Unified Access Gateway でスマート カード ユーザー名のヒント機能を有効にす

る方法については、VMware Unified Access Gateway の導入および設定ドキュメントを参照してください。

Horizon Client は、スマート カード ユーザー名のヒント機能が有効な場合、単一アカウントのスマート カード証

明書も引き続きサポートします。

VMware Horizon Client for Android のインストールとセットアップ ガイド
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スマート カード認証の追加要件

Horizon Client システムのスマート カード要件以外に、他の Horizon コンポーネントは、スマート カードをサポ

ートするための特定の構成要件を満たす必要があります。

Connection Server およびセキュリティ サーバ ホスト

管理者は、すべての信頼されたユーザー証明書に適用可能なすべての認証局 (CA) 証明書チェーンを 

Connection Server ホスト（セキュリティ サーバを使用している場合は、セキュリティ サーバ ホスト）のサ

ーバ信頼ストア ファイルに追加する必要があります。これらの証明書チェーンにはルート証明書が含まれてい

ます。中間認証局がユーザーのスマート カードの証明書を発行している場合は、中間証明書も含まれます。

スマート カードの使用をサポートするように Connection Server を構成する方法については、Horizon の管

理を参照してください。

Unified Access Gateway アプライアンス

Unified Access Gateway アプライアンスでのスマート カード認証の設定については、VMware Unified 
Access Gateway の導入および設定を参照してください。

Active Directory

スマート カード認証のために管理者が Active Directory で実行する必要があるタスクについては、Horizon 
の管理ドキュメントを参照してください。

フィンガープリント認証の要件

フィンガープリント認証を Horizon Client で使用するには、Horizon Client をインストールするクライアント デ
バイスが次の要件を満たしている必要があります。

Android デバイス モデル

フィンガープリント センサーとネイティブのフィンガープリント読み取り機能を装備している任意の Android 
デバイス モデル。

Chromebook デバイスでは、フィンガープリント認証に対応していません。

オペレーティング システムの要件

n Android 6 (Marshmallow) 以降

n [フィンガープリント認証] オプションを有効にし、1 つ以上のフィンガープリントが登録されている必要が

あります。

Connection Server の要件

n Horizon 7 バージョン 7.5 以降のリリース。

n 生体認証を Connection Server で有効にします。詳細については、Horizon の管理の「生体認証の構成」

を参照してください。
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n Connection Server インスタンスは、有効なルート署名の証明書を Horizon Client に提示する必要があ

ります。

Horizon Client の要件

n 証明書確認モードを、[信頼されていないサーバに接続しない] または [信頼されていないサーバに接続する

前に警告する] に設定します。証明書確認モードの設定については、Horizon Client の証明書検証モードの

設定を参照してください。

n サーバのログイン ウィンドウで [フィンガープリントを有効にする] をタップして、フィンガープリント認

証を有効にします。ログインが成功すると、Active Directory 認証情報が Android デバイスに安全な状

態で保存されます。[フィンガープリントを有効にする] オプションは、初回ログイン時に表示され、フィン

ガープリント認証が有効化された後は表示されません。

スマート カード認証や、RSA SecurID および RADIUS の認証による二要素認証の一部として、フィンガープリン

ト認証を使用できます。フィンガープリント認証をスマート カード認証で使用すると、PIN の入力後に Horizon 
Client がサーバに接続し、フィンガープリント認証ウィンドウは表示されません。

OPSWAT の統合要件

一部の企業では、管理者がサードパーティの OPSWAT MetaAccess アプリケーションに Unified Access 
Gateway を統合する場合があります。この統合は通常、会社の BYOD（個人所有デバイスの持ち込み）環境にあ

る管理対象外デバイスで使用されるため、Horizon Client デバイスにデバイス承諾ポリシーを定義できます。

たとえば、管理者はデバイス承諾ポリシーを作成して、クライアント デバイスのパスワード保護やオペレーティング 

システムの最小バージョンを定義できます。デバイス承諾ポリシーに準拠するクライアント デバイスは、Unified 
Access Gateway を介してリモート デスクトップや公開アプリケーションにアクセスできます。Unified 
Access Gateway は、デバイス承諾ポリシーに準拠していないクライアント デバイスからリモート リソースへの

アクセスを拒否します。

OPSWAT 統合を使用するには、次の要件を満たす必要があります。

n 管理者が Unified Access Gateway でエンドポイント コンプライアンス チェック機能を設定する必要があ

ります。Unified Access Gateway 3.8 以降が必要です。詳細については、『VMware Unified Access 
Gateway の導入および設定』を参照してください。

n クライアント デバイスに OPSWAT モバイル アプリがインストールされている必要があります。OPSWAT 
モバイル アプリは App Store からダウンロードできます。

Horizon Client は、クライアント デバイスに固有のデバイス ID を生成します。Horizon Client を起動したとき

に、OPSWAT モバイル アプリがインストールされていると、OPSWAT モバイル アプリとのデバイス ID の共有

を求めるメッセージが Horizon Client に表示されます。デバイス ID を共有するには [共有] をタップします。[今
後このメッセージを表示しない] をタップすると、Horizon Client はデバイス ID を共有しません。共有を求めるメ

ッセージも表示されません。ダイアログ ボックスを閉じるには、[キャンセル] をタップします。

[共有] をタップすると、OPSWAT はクライアント デバイスのセキュリティ状態を検証し、コンプライアンス レポ

ートを MetaAccess サーバに送信します。クライアント デバイスが OPSWAT に登録されている場合は、正常に

登録されます。デバイスが OPSWAT に登録されていない場合は、エラー メッセージが表示され、デバイスは登録

されません。Horizon Client に戻るには、[戻る] をタップします。
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デバイス ID の共有は、Horizon Client で有効または無効に設定できます。詳細については、『OPSWAT とのデバ

イス ID 共有の設定』を参照してください。

サポートされているデスクトップのオペレーティング システム

Horizon 管理者は、ゲスト OS を実行する仮想マシンを作成して、ゲスト OS にエージェント ソフトウェアをイン

ストールします。エンド ユーザーは、クライアント デバイスからこれらの仮想マシンにログインできます。

サポートされる Windows ゲスト OS のリストについては、Horizon のインストールを参照してください。

一部の Linux ゲスト OS もサポートされています。システム要件、Linux 仮想マシンの構成、サポートされる機能

については、Horizon での Linux デスクトップのセットアップを参照してください。

Horizon Client 向けの Connection Server の準備

エンド ユーザーがサーバに接続して、リモート デスクトップまたは公開アプリケーションにアクセスするには、

Horizon 管理者が特定の Connection Server を設定する必要があります。

Unified Access Gateway とセキュリティ サーバ

VMware Horizon 環境に Unified Access Gateway アプライアンスがある場合は、Unified Access 
Gateway と連携するように Connection Server を構成します。VMware Unified Access Gateway の導入

および設定ドキュメントを参照してください。Unified Access Gateway アプライアンスは、セキュリティ サー

バと同じ役割を実行します。

VMware Horizon 環境にセキュリティ サーバを展開している場合は、Connection Server 7.5 の最新メンテナ

ンス リリースとセキュリティ サーバ 7.5 以降のリリースを使用していることを確認します。詳細については、使用

している Horizon バージョンのインストール ドキュメントを参照してください。

注：   VMware Horizon 2006 以降では、セキュリティ サーバはサポートされていません。

安全なトンネル接続

クライアント デバイスにセキュアなトンネル接続を使用し、セキュアな接続を Connection Server インスタンス

またはセキュリティ サーバの DNS ホスト名を使用して構成する場合には、クライアント デバイスがこの DNS 名
を解決できることを確認します。

デスクトップおよびアプリケーション プール

デスクトップ プールとアプリケーション プールを構成する場合は、次のチェック リストを使用します。

n デスクトップまたはアプリケーション プールが作成済みであること、および使用する予定のユーザー アカウン

トにプールへのアクセス権が付与されていることを確認します。詳細については、Horizon での仮想デスクトッ

プのセットアップおよび Horizon での公開されたデスクトップとアプリケーションのセットアップドキュメン

トを参照してください。

n デスクトップまたはアプリケーション プールが VMware Blast 表示プロトコルまたは PCoIP 表示プロトコ

ルを使用するように設定されているのを確認します。詳細については、Horizon での仮想デスクトップのセット

アップおよび Horizon での公開されたデスクトップとアプリケーションのセットアップを参照してください。
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ユーザー認証

ユーザー認証を設定する場合は、次のチェック リストを使用します。

n Horizon Client で指紋認証を使用するには、Connection Server で生体認証を有効にする必要があります。

詳細については、Horizon の管理を参照してください。

n エンド ユーザーが Horizon Client でパスワードを保存できるようにし、Connection Server インスタンス

への接続時に毎回認証情報を指定しなくて済むようにするには、Connection Server 上でこの機能を使用する

ように Horizon LDAP を設定します。

ユーザーがパスワードを保存できるのは、この機能を使用するように Horizon LDAP が構成されており、

Horizon Client の証明書検証モードが [信頼されていないサーバに接続する前に警告する] または [信頼されて

いないサーバに接続しない] に設定されており、Connection Server が提示するサーバ証明書を Horizon 
Client が完全に検証できる場合です。詳細については、Horizon の管理を参照してください。

n エンド ユーザーが認証しなくても Horizon Client で公開されたアプリケーションにアクセスできるようにす

るには、Connection Server インスタンスでこの機能を有効にする必要があります。詳細については、

Horizon の管理の非認証アクセスについてのトピックを参照してください。

n Horizon Client で RSA SecurID または RADIUS 認証などの 2 要素認証を使用するには、Connection 
Server インスタンスで 2 要素認証機能を有効にする必要があります。Horizon 7 バージョン 7.11 から、

RADIUS 認証のログイン ページでラベルのカスタマイズが可能になりました。Horizon 7 バージョン 7.12 以
降では、リモート セッションがタイムアウトになった後に行われる 2 要素認証を設定できます。詳細について

は、Horizon の管理の 2 要素認証についてのトピックを参照してください。

n Horizon Client でサーバの URL を非表示にするには、[クライアントのユーザー インターフェイスでサーバ情

報を非表示] グローバル設定を有効にします。詳細については、Horizon の管理を参照してください。

n Horizon Client で [ドメイン] ドロップダウン メニューを非表示にするには、[クライアントのユーザー インタ

ーフェイスでドメイン リストを非表示] グローバル設定を有効にします。Horizon 7 バージョン 7.8 以降で

は、この設定がデフォルトで有効になっています。詳細については、Horizon の管理を参照してください。

n Horizon Client にドメイン リストを送信するには、Horizon Console で [ドメイン リストを送信] グローバ

ル設定を有効にします。この設定は、Horizon 7 バージョン 7.8 以降で利用できますが、デフォルトでは無効

になっています。Horizon 7 の以前のバージョンでは、ドメイン リストが送信されます。詳細については、

Horizon の管理を参照してください。

次の表に、[ドメイン リストを送信] と [クライアントのユーザー インターフェイスでドメイン リストを非表示] グ
ローバル設定により、ユーザーのサーバへのログイン方法がどのように決まるのかを示します。
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「ドメイン リストを送信」

の設定

「クライアントのユーザー インタ

ーフェイスでドメイン リストを

非表示」の設定 ユーザーのログイン方法

無効（デフォルト） 有効 [ドメイン] ドロップダウン メニューは表示されません。ユーザーは、[ユーザー名] 
テキスト ボックスに次のいずれかの値を入力する必要があります。

n ユーザー名（複数のドメインの場合は使用できません）

n domain\username

n username@domain.com

無効（デフォルト） 無効 クライアントでデフォルトのドメインが設定されている場合、デフォルトのドメイ

ンが [ドメイン] ドロップダウン メニューに表示されます。クライアントがデフォ

ルトのドメインを認識していない場合は、[ドメイン] ドロップダウン メニューに 

*DefaultDomain* が表示されます。ユーザーは、[ユーザー名] テキスト ボック

スに次のいずれかの値を入力する必要があります。

n ユーザー名（複数のドメインの場合は使用できません）

n domain\username

n username@domain.com

有効 有効 [ドメイン] ドロップダウン メニューは表示されません。ユーザーは、[ユーザー名] 
テキスト ボックスに次のいずれかの値を入力する必要があります。

n ユーザー名（複数のドメインの場合は使用できません）

n domain\username

n username@domain.com

有効 無効 ユーザーは、[ユーザー名] テキスト ボックスにユーザー名を入力して、[ドメイン] 
ドロップダウン メニューからドメインを選択できます。あるいは、[ユーザー名] テ
キスト ボックスに次のいずれかの値を入力できます。

n domain\username

n username@domain.com

Horizon Client のインストール

Horizon Client は、他の Android アプリケーションと同じ方法でインストールします。また、VMware 
Workspace ONE UEM を使用して、Android デバイス ユーザーに Horizon Client を提供できます。

Horizon Client のインストールまたはアップグレード

Horizon Client は Android アプリケーションで、他の Android アプリケーションと同じ方法でインストールし

ます。

前提条件

n クライアント デバイスをセットアップします。クライアント デバイスのメーカーのユーザー ガイドを参照して

ください。

n クライアント デバイスが Horizon Client のシステム要件を満たしていることを確認します。システム要件を

参照してください。

n Horizon Client インストーラを含むダウンロード ページの URL を調べておきます。この URL は、VMware 
ダウンロード ページ (http://www.vmware.com/go/viewclients) の場合があります。
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n クライアント デバイスにアプリケーションをインストールする手順を確認しておきます。

Android アプリケーションのインストール方法は、各メーカーのデバイスごとに異なります。クライアント デ
バイスのメーカーのユーザー ガイドを参照してください。デバイスによっては、アプリケーションをインストー

ルする前に、特定のドライバまたはファイル ブラウザのインストールが必要になる場合があります。

手順

1 Horizon Client アプリケーションをデバイスにダウンロードします。

n Chromebook デバイスの場合、Google Play から Horizon Client をダウンロードします。

n Android デバイスの場合、Android 版 Amazon Appstore から Horizon Client をダウンロードしま

す。

n デバイスの種類に関係なく、Horizon Client を VMware ダウンロード ページ (http://
www.vmware.com/go/viewclients) からダウンロードします。

注：   一部のデバイスでは、PC または USB デバイスにファイルをダウンロードする必要があります。

2 必要に応じて、アプリケーション（.apk ファイル）をクライアント デバイスにコピーします。

3 クライアント デバイスに Android アプリケーションをインストールする手順に従って、アプリケーションをイ

ンストールします。

たとえば、一部のデバイスでは、ファイルをタップしてインストールします。

4 クライアント デバイスに Horizon アプリケーションが表示されることを確認します。

次のステップ

Horizon Client を Android 6.0 Marshmallow デバイスで初めて起動すると、デバイスでの通話とその管理、写

真、メディア、およびファイルへのアクセス、オーディオの録音を Horizon Client に許可するよう求められます。

Horizon Client をシン クライアントにインストールした場合は、シン クライアント モードでの Horizon Client 
の構成を参照してください。

Workspace ONE UEM での Android デバイスへの Horizon Client の提供

Android デバイス ユーザーに Horizon Client を提供するように Workspace ONE UEM を設定できます。

Connection Server インスタンスのリスト、デフォルトの Connection Server インスタンス、アプリケーショ

ン プロパティを設定できます。サーバのリストを設定すると、サーバが Horizon Client にショートカットとして表

示されます。デフォルト サーバを指定すると、Horizon Client がそのサーバに自動的に接続します。

お使いの環境が Android for Work 向けにセットアップされている場合、この手順に従って操作しないでくださ

い。代わりに、Workspace ONE UEM での Android for Work デバイスへの Horizon Client の提供を参照し

てください。

前提条件

n VMware Workspace ONE UEM をインストールして展開します。https://my.workspaceone.com/
products/Workspace-ONE-UEM を参照してください。
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n Horizon Client アプリケーションを VMware ダウンロード ページ (http://www.vmware.com/go/
viewclients) または Google Play や Android 版 Amazon Appstore からダウンロードします。

n Workspace ONE UEM Console について理解しておく必要があります。詳細については、https://
docs.vmware.com/jp/VMware-Workspace-ONE-UEM/index.html にある Workspace ONE UEM 
の製品ドキュメントを参照してください。

n Workspace ONE UEM で展開する Horizon Client のバージョンを決めます。ARM と x86 バージョンの

両方を同時に展開することはできません。

n アプリケーションの設定を行う場合は、設定とその有効値について理解しておく必要があります。アプリケーシ

ョンの設定の表を参照してください。

手順

1 管理者として Workspace ONE UEM Console にログインします。

2 [アカウント] - [ユーザー] - [リスト表示] の順に選択して [追加] クリックし、[ユーザーを追加] を選択して、

Android デバイスで Horizon Client を実行するユーザーのユーザー アカウントを追加します。

3 [アカウント] - [ユーザー] - [ユーザー グループ] - [リスト ビュー] の順に選択して [追加] をクリックし、[ユー

ザーグループを追加] を選択し、作成したユーザー アカウント用のユーザー グループを作成します。

4 Horizon Client のアプリケーション プロファイルを作成します。

a [アプリケーションとブック] - [アプリケーション] - [アプリケーション設定] - [プロファイル] の順に選択

し、[プロファイルを追加] をクリックします。

b [SDK プロファイル] 構成タイプを選択します。
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c [Android] プロファイル タイプを選択します。

d （オプション） [カスタム設定] をクリックして、サーバのリスト、デフォルト サーバまたはアプリケーショ

ンの設定を指定します。

サーバのリストを設定するには、server-list セクションにプロパティを指定します。server プロパテ

ィを使用して、サーバの IP アドレスまたはホスト名を指定し、username と domain プロパティを使用し

て、サーバを使用する資格を持つユーザーの名前とドメインを指定し、description プロパティを使用し

て、サーバの説明を指定します。username、domain、description プロパティはオプションです。デ

フォルトのサーバを設定するには、server-list セクションで default プロパティを指定します。有効

な値は、true または false です。アプリケーションの設定を行うには、setting-list セクションでア

プリケーション プロパティを指定します。

例：

{

  "settings": {

    "server-list": 

    [

      {"server":"123.456.1.1","username":"User1","domain":"TestDomain1","description":"View 

server 1","default":true},

      {"server":"123.456.1.2","username":"User2","domain":"TestDomain2","description":"View 

server 2"},

      {"server":"123.456.1.3","username":"User3","domain":"TestDomain3","description":"View 

server 3"},

      

{"server":"viewserver4.mydomain.com","username":"User4","domain":"TestDomain4","description":"

View server 4"}

    ] ,

    "setting-list":   

      {"screen_resolution":"1024*768",

       "send_log_email":"testuser@mail.com",

       "enable_h264":"true",

       "all_monitor":"true",

       "default_startscreen":"recent",

       "ssl_cipher_string":"!aNULL:kECDH+AESGCM:ECDH+AESGCM:RSA+AESGCM:kECDH+AES:ECDH+AES:RSA

+AES",

       "ssl_tls":"tlsv1.1,tlsv1.2",

       "security_mode":"verify",

       "camera":"front",

       "enable_dpi_sync":"true",   

       "enable_log":"false"

     }

  }

}

5 Horizon Client アプリケーションをアップロードして追加します。

a [アプリケーションとブック] - [アプリケーション] - [リスト表示] の順に選択し、[社内] タブで [アプリケ

ーションの追加] をクリックします。

b ダウンロードした Horizon Client アプリケーションを参照し、[保存] をクリックしてアプリケーションを

アップロードします。

VMware Horizon Client for Android のインストールとセットアップ ガイド

VMware, Inc. 18



c [情報] タブで、アプリケーション名を入力し、サポートされるモバイル デバイスのモデルを指定します。

d [割り当て] タブで、Horizon Client アプリケーションを作成したユーザー グループに割り当てます。

e [展開] タブで、[アプリケーションで Workspace ONE SDK を使用する] を [はい] に設定し、[SDK プ
ロファイル] ドロップダウン メニューから作成した SDK プロファイルを選択します。

f Horizon Client アプリケーションを公開します。

6 各デバイスに Workspace ONE UEM Agent をインストールしてセットアップします。

Workspace ONE UEM Agent は、Google Play ストアや Android 版 Amazon Appstore からダウン

ロードできます。

7 Workspace ONE UEM Console を使用して Horizon Client アプリケーションをデバイスにインストール

します。

[展開] タブの有効日より前に Horizon Client アプリケーションをインストールすることはできません。

結果

Workspace ONE UEM により、Horizon Client アプリケーションに関連付けたユーザー グループ内のデバイス

に Horizon Client が提供されます。

ユーザーが Horizon Client を起動したときに、Horizon Client はデバイス上の Workspace ONE UEM Agent 
と通信します。Connection Server インスタンスのリストを設定した場合は、Workspace ONE UEM によって

サーバ情報がデバイス上の Workspace ONE UEM Agent にプッシュされ、これらのサーバのショートカットが 

Horizon Client に表示されます。

次のステップ

Workspace ONE UEM Console を使用して Horizon Client アプリケーションを編集し、この変更をデバイス

にプッシュすることができます。

Workspace ONE UEM での Android for Work デバイスへの Horizon 
Client の提供

Android for Work デバイス ユーザーに Horizon Client を提供するように Workspace ONE UEM を設定で

きます。

Connection Server インスタンスのリスト、デフォルトの Connection Server インスタンス、アプリケーショ

ン プロパティを設定できます。サーバのリストを設定すると、サーバが Horizon Client にショートカットとして表

示されます。デフォルト サーバを設定すると、Horizon Client がそのサーバに自動的に接続します。

お使いの環境が Android for Work 向けにセットアップされている場合にのみ、この手順を使用してください。お

使いの環境が Android for Work 向けにセットアップされていない場合は、Workspace ONE UEM での 

Android デバイスへの Horizon Client の提供を参照してください。

前提条件

n Workspace ONE UEM 環境に Android for Work が組み込まれていることを確認します。
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n Workspace ONE UEM をインストールして展開します。AirWatch Server v8.0 FP02 以降および 

AirWatch Agent v4.2 以降をインストールする必要があります。https://my.workspaceone.com/
products/Workspace-ONE-UEM を参照してください。Workspace ONE UEM Agent は、Google 
Play ストアや Android 版 Amazon Appstore からダウンロードできます。

n Workspace ONE UEM Console について理解しておく必要があります。詳細については、https://
docs.vmware.com/jp/VMware-Workspace-ONE-UEM/index.html にある Workspace ONE UEM 
の製品ドキュメントを参照してください。

n 会社の Google アカウントを持っていることを確認します。Android for Work デバイスを登録するために、

会社の Google アカウントが必要です。登録プロセスの詳細については、Workspace ONE UEM の製品ドキ

ュメントを参照してください。

n アプリケーションの設定を行う場合は、設定とその有効値について理解しておく必要があります。アプリケーシ

ョンの設定の表を参照してください。

手順

1 管理者として Workspace ONE UEM Console にログインします。

2 Horizon Client ユーザーのスマート グループを作成して設定します。

a [グループと設定] - [グループ] - [割り当てグループ] の順に選択します。

b [スマートグループを追加] をクリックします。

c スマート グループの名前を入力し、スマート グループのタイプを選択して、スマート グループのプロパテ

ィを構成します。

d [保存] をクリックします。

3 Horizon Client アプリケーションを追加します。

a [アプリケーションとブック] - [アプリケーション] - [リスト表示] の順に選択します。

b [パブリック] タブで [アプリケーションの追加] をクリックします。

c [プラットフォーム] ドロップダウン メニューから [Android] を選択して、[アプリストアを検索] をクリッ

クし、[名前] テキスト ボックスに「com.vmware.view.client.android」と入力して、[次へ] をクリ

ックします。

d Horizon Client アプリケーションの横の [選択] をクリックします。

e [保存して公開] をクリックします。

4 Horizon Client アプリケーションをユーザーに割り当てて、デプロイ環境の詳細を構成します。

a [アプリケーションとブック] - [アプリケーション] - [リスト表示] の順に選択します。

b [パブリック] タブで、Horizon Client アプリケーションの横の [編集] アイコンをクリックします。

c [割り当て] タブで、Horizon Client アプリケーションを作成したスマート グループに割り当てます。
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d （オプション） [展開] タブで、プッシュ モードを選択して、[アプリケーション構成を送信] チェック ボッ

クスをオンにし、[構成キー] テキスト ボックスに broker_list を入力して [値のタイプ] ドロップダウン 

メニューから [文字列] を選択し、[構成値] テキスト ボックスに JSON 形式でサーバのリストを入力しま

す。

サーバのリストを設定するには、server-list セクションにプロパティを指定します。server プロパテ

ィを使用して、サーバの IP アドレスまたはホスト名を指定し、username と domain プロパティを使用し

て、サーバを使用する資格を持つユーザーの名前とドメインを指定し、description プロパティを使用し

て、サーバの説明を指定します。username、domain、description プロパティはオプションです。デ

フォルトのサーバを設定するには、server-list セクションで default プロパティを指定します。有効

な値は、true または false です。アプリケーションの設定を行うには、setting-list セクションでア

プリケーション プロパティを指定します。

例：

{

  "settings": {

    "server-list": 

    [

      {"server":"123.456.1.1","username":"User1","domain":"TestDomain1","description":"View 

server 1","default":true},

      {"server":"123.456.1.2","username":"User2","domain":"TestDomain2","description":"View 

server 2"},

      {"server":"123.456.1.3","username":"User3","domain":"TestDomain3","description":"View 

server 3"},

      

{"server":"viewserver4.mydomain.com","username":"User4","domain":"TestDomain4","description":"

View server 4"}

    ] ,

    "setting-list":   

      {"screen_resolution":"1024*768",

       "send_log_email":"testuser@mail.com",

       "enable_h264":"true",

       "all_monitor":"true",

       "default_startscreen":"recent",

       "ssl_cipher_string":"!aNULL:kECDH+AESGCM:ECDH+AESGCM:RSA+AESGCM:kECDH+AES:ECDH+AES:RSA

+AES",

       "ssl_tls":"tlsv1.1,tlsv1.2",

       "security_mode":"verify",

       "camera":"front",

       "enable_dpi_sync":"true",   

       "enable_log":"false"

     }

  }

}

e [保存して公開] をクリックして、エンド ユーザーが Horizon Client アプリケーションを利用できるよう

にします。

5 Android for Work デバイスを登録します。

会社の Google アカウントを使用して、これらのデバイスを登録します。
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6 Workspace ONE UEM Console で、Horizon Client アプリケーションを各デバイスにインストールしま

す。

結果

Workspace ONE UEM は、作成したスマート グループにある Android デバイスに Horizon Client を提供しま

す。

ユーザーが Horizon Client を起動したときに、Horizon Client は Android デバイス上の Workspace ONE 
UEM Agent と通信します。

Connection Server インスタンスのリストまたはデフォルトの Connection Server インスタンスを設定する

と、Workspace ONE UEM によって Android デバイスの Workspace ONE UEM Agent にサーバ情報がプ

ッシュされます。

次のステップ

Workspace ONE UEM Console を使用して Horizon Client アプリケーションを編集し、この変更をモバイル 

デバイスにプッシュすることができます。たとえば、デフォルトの Connection Server インスタンスを Horizon 
Client アプリケーションのサーバ リストに追加することができます。

組込み RSA SecurID ソフトウェア トークンの使用

RSA SecurID ソフトウェアのトークンを作成し、エンド ユーザーに配布した場合、PIN とトークン コードではな

く、PIN のみを入力すれば認証されます。

セットアップ要件

CTF（Compressed Token Format）またはダイナミック シード プロビジョニング（CT-KIP（Cryptographic 
Token Key Initialization Protocol）とも呼ばれる）を使用して、使いやすい RSA 認証システムをセットアップ

できます。このシステムを使用すれば、エンド ユーザーに送信する URL を生成できます。トークンをインストール

するには、エンド ユーザーはこの URL をクライアント デバイスの Horizon Client に直接貼り付けます。エンド 

ユーザーが接続サーバ インスタンスに Horizon Client で接続すると、この URL を貼り付けるダイアログ ボック

スが表示されます。

Horizon Client は、ファイル ベースのプロビジョニングもサポートします。ファイル ベースのソフトウェア トー

クンがユーザーに発行される場合、認証サーバは XML 形式のトークン ファイルを生成します。これは SDTID ファ

イルといいます。Horizon Client は SDTID ファイルを直接インポートできます。ファイル ブラウザで SDTID 
ファイルをタップすると、Horizon Client を起動できます。

ソフトウェア トークンがインストールされた後、エンド ユーザーは PIN を入力して認証を行います。外部 RSA ト
ークンの場合は、エンド ユーザーは PIN とハードウェアまたはソフトウェア認証トークンによって生成されたトー

クン コードを入力する必要があります。

Horizon Client が RSA を有効にした接続サーバ インスタンスに接続しているときに、エンド ユーザーが 

Horizon Client に URL をコピーして貼り付ける場合、次の URL プリフィックスがサポートされます。

n viewclient-securid://

n http://127.0.0.1/securid/
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エンド ユーザーは、URL をタップすることによりトークンをインストールできます。viewclient-securid:// 

と http://127.0.0.1/securid/ がサポートされています。一部のブラウザでは、http://127.0.0.1 で始ま

るハイパーリンクはサポートされません。一部のファイル ブラウザ（ASUS Transformer Pad の File Manager 
アプリケーションなど）では、SDTID ファイルを Horizon Client にリンクできません。

ダイナミック シード プロビジョニングまたはファイルベース（CTF）のプロビジョニングの詳細については、http://
www.rsa.com/node.aspx?id=3652 で Web ページ「iPhone デバイス用 RSA SecurID ソフトウェア トーク

ン」または http://www.rsa.com/node.aspx?id=3832 で「Android 用 RSA SecurID ソフトウェア トーク

ン」を参照してください。

エンド ユーザーへの指示

エンド ユーザーに送る CTFString URL または CT-KIP URL を作成する場合、パスワード、またはアクティベーシ

ョン コード付、またはなしで URL を生成することができます。以下の情報を記載した E メールで、エンド ユーザ

ーにこの URL を送信してください。

n [ソフトウェアトークンのインストール] ダイアログ ボックスに移動する手順。

接続サーバ インスタンスに接続するときに、RSA SecurID 認証情報の入力を求める Horizon Client ダイアロ

グ ボックスの [外部トークン] をタップするよう、エンド ユーザーに指示します。

n プレーン テキストの CTFString URL または CT-KIP URL

URL に書式が設定されている場合、Horizon Client で使用すると、エラー メッセージが表示されます。

n 作成した CT-KIP URL にアクティベーション コードが含まれていない場合は、アクティベーション コード。

エンド ユーザーは、ダイアログ ボックスのテキスト ボックスにこのアクティベーション コードを入力します。

n CT-KIP URL にアクティベーション コードが含まれている場合、[ソフトウェアトークンのインストール] ダイ

アログ ボックスの [パスワードまたはアクティベーション コード] テキスト ボックスには値を入力する必要が

ないことをエンド ユーザーに指示してください。

仮想スマート カードの作成

認証情報の生成機能を使用するには、サーバにログインしてリモート デスクトップに接続するときに使用する仮想ス

マート カードを作成する必要があります。1 つの仮想スマート カードに複数の証明書を保持できます。

前提条件

n クライアント デバイス、リモート デスクトップ、RDS ホスト、Connection Server ホストおよび他の 

Horizon コンポーネントがスマート カード認証の要件を満たしていることを確認します。スマート カード認

証の要件を参照してください。

n 証明書をインポートします。Purebred などのサードパーティ アプリケーションを使用して、クライアント デ
バイスに証明書を配信できます。Android デバイスの場合は、証明書ファイルを Android デバイスにコピー

してから Android のシステム設定にインポートできます。

n Android デバイスの場合は、デバイスにパスコードが設定されていることを確認します。Chromebook で仮

想スマート カードを作成する場合、パスコードは必要ありません。
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手順

1 Horizon Client ウィンドウの右上隅にある [設定]（歯車）アイコンをタップします。

2 [生成された認証情報] をタップし、[新規の仮想スマート カードを作成する] をタップします。

3 （Android デバイスの場合のみ）デバイス認証を行います。

4 仮想スマート カードの PIN を入力、確認します。

5 [生成された認証情報のインポートを続行します] をタップして、生成された認証情報をインポートします。

a [PIV 認証証明書] をタップします。

b 証明書を選択します。

c [選択] をタップします。

6 （オプション） PIV 認証証明書をインポートした後にデジタル署名証明書または暗号化証明書をインポートする

には、[デジタル署名証明書] または [暗号化証明書] をタップし、プロンプトの指示に従ってください。

7 仮想スマート カードを作成するには、[完了] をタップします。

生成された認証情報が [設定] ウィンドウに表示されます。[生成された認証情報を使用します] 設定をオンに設

定します。

8 他の Horizon 環境用に別の仮想スマート カードを作成するには、[新しい仮想スマートカードを作成します] を
タップして、同じ手順を繰り返します。

次のステップ

スマート カード ミドルウェアを使用した仮想スマート カードのペアリングにあります。

スマート カード ミドルウェアを使用した仮想スマート カードのペア
リング

認証情報の生成機能を使用するには、リモート デスクトップにインストールされているスマート カード ミドルウェ

アと仮想スマート カードをペアリングするグループ ポリシー オブジェクト (GPO) を Active Directory に作成

する必要があります。その後、リモート デスクトップを含む組織単位 (OU) にこの GPO を適用します。

前提条件

n 生成された認証情報を使用するためのシステム要件を満たしていることを確認します。スマート カード認証の

要件を参照してください。

n 仮想スマート カードの作成にあります。

n Active Directory サーバをホストするマシンに管理者ドメイン ユーザーとしてログインできることを確認し

ます。

n MMC およびグループ ポリシー管理エディタ スナップインが Active Directory サーバで使用できることを確

認します。
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手順

1 Active Directory サーバで、グループ ポリシー管理コンソール (gpmc.msc) を開きます。

2 [グループ ポリシー オブジェクト] を右クリックして、[新規] を選択します。

3 [名前] テキスト ボックスに、Derived Credentials などのグループ ポリシー オブジェクトの名前を入力し

て、[OK] をクリックします。

4 作成したグループ ポリシー オブジェクトを右クリックして、[編集] を選択します。

5 [コンピュータの構成] - [環境設定] - [Windows の設定] の順に展開します。

6 [レジストリ] を右クリックして、[新規] - [コレクション項目] の順に選択します。

7 コレクション項目の名前を Collection からわかりやすい名前（たとえば、ミドルウェア名 

Charismathics）に変更します。

8 リモート デスクトップにインストールされているスマート カード ミドルウェアと仮想スマート カードをペア

リングするレジストリ項目を作成するには、作成したコレクション項目を右クリックし、[新規] - [レジストリ項

目] の順に選択します。

仮想スマート カードと Charismathics ミドルウェアをペアリングするには、次の値を使用します。

n [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Cryptography\Calais\SmartCards\VMware 

Remote Smart Card]

n "ATR"=hex:3b,1c,96,56,4d,57,61,72,65,43,61,72,64,23,31

n "Crypto Provider"="Charismathics Smart Security Interface CSP"

仮想スマート カードと ActivClient ミドルウェアをペアリングするには、次の値を使用します。

n [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Cryptography\Calais\SmartCards\VMware 

Remote Smart Card]

n "80000001"="C:\\Program Files\\HID Global\\ActivClient\\ac.scapi.scmd.dll"

n "ATR"=hex:3b,1c,96,56,4d,57,61,72,65,43,61,72,64,23,31

n "ATRMask"=hex:ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff,ff

n "Crypto Provider"="Microsoft Base Smart Card Crypto Provider"

n "Smart Card Key Storage Provider"="Microsoft Smart Card Key Storage Provider"

9 グループ ポリシー管理エディタを開き、リモート デスクトップを含む OU に新しい GPO をリンクします。

仮想デスクトップの場合は、仮想デスクトップを含む OU に GPO をリンクします。公開デスクトップの場合

は、RDS ホストを含む OU に GPO をリンクします。

10 リモート デスクトップのレジストリ設定を確認するには、リモート デスクトップを再起動するか、リモート デ
スクトップを開いて cmd gpudate /force を実行します。
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次のステップ

サーバにログインして、リモート デスクトップに接続します。プロセスは、物理スマート カードを使用する場合と

同じです。

注：   仮想スマート カードを使用して認証を行う際、間違った PIN を 5 回以上入力すると、その仮想スマート カー

ドは削除されるため新しい仮想スマート カードを作成しなければならなくなります。

OPSWAT とのデバイス ID 共有の設定

OPSWAT モバイル アプリがクライアント デバイスにインストールされている場合は、Horizon Client の開始時

にプロンプトが表示され、クライアント デバイス ID を共有するように求められます。Horizon Client の設定でも

デバイス ID の共有を有効または無効にできます。

前提条件

OPSWAT 統合を設定します。OPSWAT の統合要件を参照してください。

手順

1 Horizon Client ウィンドウの右上隅にある [設定]（歯車）アイコンをタップし、[デバイス ID を OPSWAT 
と共有] をタップします。

2 オンとオフを切り替えるには、[デバイス ID を OPSWAT と共有] をタップします。

設定をオフにすると、設定が無効になり、次に Horizon Client を起動したときにデバイス ID の共有を求める

メッセージが Horizon Client に表示されます。

設定をオンにする場合、次のいずれかのオプションを選択する必要があります。

オプション 説明

共有 Horizon Client は、デバイス ID を OPSWAT と共有します。OPSWAT はクライアント 

デバイスのセキュリティ状態を検証し、コンプライアンス レポートを MetaAccess サーバ

に送信します。クライアント デバイスが OPSWAT に登録されている場合は、正常に登録さ

れます。デバイスが OPSWAT に登録されていない場合は、エラー メッセージが表示され、

デバイスは登録されません。Horizon Client に戻るには、[戻る] をタップします。

今後このメッセージを表示しない Horizon Client はデバイス ID を OPSWAT と共有しません。また、デバイス ID を再度共

有するように求めるプロンプトも表示されません。

キャンセル 次に Horizon Client を起動したときに、デバイス ID の共有を求めるメッセージが 

Horizon Client に表示されます。

 

TLS 詳細オプションの構成

Horizon Client とサーバ間、または Horizon Client と Horizon Agent 間の通信を暗号化するために Horizon 
が使用するセキュリティ プロトコルと暗号化アルゴリズムを選択できます。

デフォルトでは、TLS v1.1 と TLS v1.2 が有効になっています。SSL v2.0、SSL v3.0、TLS v1.0 はサポートされ

ていません。デフォルトの暗号制御文字列は、「!aNULL:kECDH+AESGCM:ECDH+AESGCM:RSA
+AESGCM:kECDH+AES:ECDH+AES:RSA+AES」になります。
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クライアント システムの接続先であるサーバで有効になっていないセキュリティ プロトコルを Horizon Client に
対して構成すると、TLS エラーが発生して接続に失敗します。

Connection Server で使用できるセキュリティ プロトコルの詳細については、Horizon のセキュリティドキュメ

ントを参照してください。

手順

1 [設定] を開いて [セキュリティ オプション] をタップします。

n リモート デスクトップまたは公開アプリケーションに全画面表示モードで接続している場合は、Horizon 
Client ツール ラジアル メニュー アイコンをタップし、歯車のアイコンをタップして [設定] にアクセスし

ます。

n 全画面表示モードを使用していない場合、Horizon Client ツールバーの右上隅のメニューで [設定] をタッ

プします。

n サーバに接続する前に、Horizon Client ウィンドウの右上隅にある [設定]（歯車）アイコンをタップしま

す。

2 [SSL 詳細オプション] をタップします。

3 [デフォルトの設定を使用] の選択が解除されていることを確認します。

4 セキュリティ プロトコルを有効または無効にするには、セキュリティ プロトコル名の横にあるチェックボック

スをタップします。

5 暗号制御文字列を変更する場合は、デフォルトの文字列を置き換えます。

6 （オプション） デフォルト設定に戻すには、[デフォルトの設定を使用] オプションをタップして選択します。

7 変更内容を保存するには、[OK] をタップします。

結果

変更は、次回、サーバに接続したときに有効になります。

VMware Blast オプションの構成

VMware Blast 表示プロトコルを使用するリモート デスクトップ セッションと公開アプリケーション セッション

に VMware Blast オプションを設定できます。

サーバに接続した後は、VMware Blast は設定できません。

H.264 デコードが有効な場合であっても、マルチモニタ モードでは常に JPG/PNG エンコーディングが使用されま

す。

前提条件

インストールされている Horizon Agent のバージョンに応じて、Horizon 管理者はエージェント側のグループ ポ
リシー設定を使用して、H.264 などの VMware Blast 機能を有効または無効にすることができます。詳細について

は、Horizon でのリモート デスクトップ機能の構成の「VMware Blast ポリシー設定」を参照してください。
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手順

1 Horizon Client を開始します。

2 サーバにログインする前に、Horizon Client ウィンドウの右上隅にある [設定]（歯車）アイコンをタップし、

[VMware Blast] をタップします。

サーバにログインした後は、VMware Blast 設定は構成できません。

3 Horizon Client で H.264 デコードを許可するには、[H.264] オプションをタップしてオンにします。

このオプションが選択されると（デフォルト設定）、エージェントが H.264 ソフトウェアまたはハードウェア エ
ンコードをサポートしている場合に、Horizon Client は H.264 デコードを使用します。エージェントが 

H.264 ソフトウェアまたはハードウェア エンコードをサポートしていない場合、Horizon Client は 

JPG/PNG デコードを使用します。このオプションの選択を解除すると、Horizon Client は JPG/PNG デコ

ードを使用します。

結果

変更内容は、ユーザーが次にリモート デスクトップまたは公開アプリケーションに接続するか、VMware Blast 表
示プロトコルを選択したときに有効になります。変更内容は、既存の VMware Blast セッションには影響しませ

ん。

Chromebook デバイスでのシームレス ウィンドウ モードの設定

Chromebook デバイスに Horizon Client for Android をインストールするときに、シームレス ウィンドウ モー

ドを有効または無効にできます。デフォルトでは、シームレス ウィンドウ モードは有効です。この機能を使用する

には、Chrome OS M64 以降が必要です。

シームレス ウィンドウ モードで公開アプリケーションを開始すると、公開アプリケーションのウィンドウだけが表

示されます。ローカルのクライアント デバイスで実行している場合と同じように、アプリケーションを操作できま

す。シームレス ウィンドウ モードを無効にすると、公開アプリケーションとそのデスクトップの両方が表示されま

す。

シームレス ウィンドウ モードには、次の制限があります。

n サポートされる外部ディスプレイは 1 台のみです。

n 同時に 4 つまで公開アプリケーションを開くことができます。

n USB リダイレクトは使用できません。

n VMware Blast セッションで H.264 デコードは使用できません。

n セッションの事前起動機能は使用できません。

手順

1 Horizon Client ウィンドウの右上隅にある [設定]（歯車）アイコンをタップします。

2 [シームレス ウィンドウ] をタップして、[シームレス ウィンドウ] を選択または選択解除します。
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シン クライアント モードでの Horizon Client の構成

シン クライアントで動作するように Horizon Client を構成できます。

前提条件

シン クライアントに Horizon Client をインストールします。シン クライアントの要件については、シン クライア

ントのシステム要件を参照してください。

手順

1 シン クライアントで Horizon Client を起動します。

2 Horizon Client ウィンドウの右上隅にある [設定]（歯車）アイコンをタップします。

3 [シン クライアント モード] をタップして、[シン クライアント モード] を有効にします。

次のステップ

シン クライアントでの Horizon Client の使用を参照してください。

シン クライアントでの Horizon Client の使用

Horizon Client をシン クライアント モードで使用する場合、動作が通常とは異なる機能や、使用できない機能があ

ります。

n デフォルトでは、Horizon Client ウィンドウの解像度は [自動的に合わせる] に設定されています。自動調整後

の解像度は、お使いのシン クライアントの HDMI 出力と同じです。たとえば、シン クライアントが HDMI 4K 
出力をサポートしている場合、自動調整後の解像度は 4K です。シン クライアントが HDMI 1080p 出力をサ

ポートしている場合、自動調整後の解像度は 1920x1080 です。解像度を下げるには、Horizon Client の [解
像度] 設定を変更します。

n Horizon Client の [プレゼンテーション モード] および [起動したままにする] の各表示設定は使用できませ

ん。

n Horizon Client の [キーボード] 設定は変更できません。

n リモート デスクトップおよび公開アプリケーションでは、Horizon Client ツール ラジアル メニューを使用で

きません。

n 通常、Horizon Client で使用する動作は、シン クライアント モデル、およびシン クライアントで使用する外

部入力デバイスのタイプによって異なります。たとえば、キーボードを使用する場合もあれば、マウス、リモコ

ン、ゲーム コントローラを使用する場合もあります。詳細については、外部入力デバイスのドキュメントを参照

してください。

n Unity Touch サイドバーには、[キーボード]、[設定]、および [切断] の各アイコンが含まれています。詳細は、

リモート デスクトップでの Unity Touch サイドバーの使用および公開アプリケーションでの Unity Touch 
サイドバーの使用を参照してください。

n Remix Mini デバイスおよび NVIDIA SHIELD Android TV デバイスでは、Unity Touch サイドバーがサポ

ートされています。Amazon Fire TV では、Unity Touch サイドバーがサポートされていません。
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n Amazon Fire TV デバイスからリモート デスクトップまたは公開アプリケーションに接続している場合、

Horizon Client の [設定] を表示したり、リモート デスクトップまたは公開アプリケーションから切断したり

するには、ポップアップ メニューを使用する必要があります。ポップアップ メニューを表示するには、リモコ

ンまたは外部キーボードの [メニュー] ボタンを押します。

Google 管理コンソールでの登録済みの Chromebook デバイスの
設定

Google 管理コンソールを使用して、登録済みの Chromebook デバイスに Connection Sever の設定を行うこ

とができます。

Connection Server インスタンスのリストとデフォルトの Connection Server インスタンスを設定し、特定の

アプリケーション設定を行うことができます。

サーバのリストを設定すると、サーバが Horizon Client にショートカットとして表示されます。デフォルト サーバ

を設定すると、Horizon Client がそのサーバに自動的に接続します。

これらの設定は、JSON 設定ファイルに指定します。Chrome 管理者は、Google 管理コンソールを使用して、

Horizon Client アプリケーションの JSON 設定ファイルをアップロードする必要があります。Google 管理コン

ソールの使用方法については、G Suite 管理者のヘルプを参照してください。

Horizon Client のインストールは特定の Chromebook モデルに限られます。詳細については、Chromebook 
のシステム要件を参照してください。

Connection Server インスタンスのリスト

server-list セクションのプロパティを使用して、サーバ リストの設定を行います。

プロパティ 説明

server サーバの IP アドレスまたはホスト名。

username （オプション）サーバの使用資格が付与されたユーザーの名前。

domain （オプション）username プロパティで指定したユーザーのドメイン。

description （オプション）サーバの説明。

次の JSON 構成ファイルの例では、サーバのリストを設定しています。

{

  "broker_list": "{\"settings\": {\"server-list\": [{\"server\": \"123.456.1.1\",\"description

\":\"View Server 1\",\"username\": \"User1\",\"domain\": \"TestDomain1\"},{\"server

\":\"123.456.1.2\",\"description\": \"View Server 2\",\"username\": \"User2\",\"domain\": 

\"TestDomain2\"}, {\"server\": \"123.456.1.3\",\"description\": \"View Server 3\",\"username\": 

\"User3\",\"domain\": \"TestDomain3\"}, {\"server\": \"viewserver4.mydomain.com\",\"description\": 

\"View Server 4\",\"username\": \"User4\",\"domain\": \"TestDomain4\"}]}}"

}
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デフォルトの Connection Server インスタンス

default プロパティを使用して、server-list セクションでデフォルトのサーバを指定できます。有効な値は、

true および false です。

次の JSON 構成ファイルの例では、デフォルトのサーバを設定しています。

{ 

 "broker_list": "{\"settings\": {\"server-list\": [{\"server\": \"123.456.1.1\",\"description\": 

\"View Server 1\",\"default\": true,\"username\": \"User1\",\"domain\": \"TestDomain1\"}]}}" 

}

アプリケーションの設定

setting-list セクションのプロパティを使用して、アプリケーションの設定を行います。プロパティはすべてオ

プションです。

プロパティ 説明

screen_scaling ディスプレイのスケーリングを設定します。有効な値は、"1/2"、

"2/3"、"3/4"、"Auto-fit" または "No Scaling" です。

screen_resolution 画面解像度を設定します。有効な値は、"1024*768"、"1280*1024"、

"1600*1200"、"Auto-fit" または "No Scaling" です。

enable_log ログ収集機能を有効または無効にします。有効な値は、"true" または 

"false" です。

send_log_email ログ ファイルを送信するメール アドレス（たとえば、

"testuser@mail.com"）。ログ収集機能を使用する場合、このメール 

アドレスがデフォルトで [送信先:] フィールドに表示されます。 

Horizon Client ログ ファイルの手動での取得と送信を参照してくださ

い。

all_monitor マルチモニタ モードを有効または無効にします。有効な値は、"true" 

または "false" です。

default_startscreen Horizon Client のデフォルトの画面を設定します。有効な値は、

"recent" または "servers" です。

ssl_tls Horizon Client が使用するセキュリティ プロトコルを設定します。有

効な値は、"tlsv1.1"、"tlsv1.2" または "tlsv1.1,tlsv1.2" で
す。有効な値を設定せずにこのプロパティを指定すると、

"tlsv1.1,tlsv1.2" が使用されます。

ssl_cipher_string デフォルトの TLS 暗号制御文字列を指定します。

security_mode 証明書確認モードを設定します。有効な値は、"verify"、"warn" ま
たは "don't verify" です。

enable_h264 H.264 デコードを有効または無効にします。有効な値は、"true" また

は "false" です。

enable_dpi_sync DPI 同期機能を有効または無効にします。有効な値は、"true" または 

"false" です。
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プロパティ 説明

camera デバイスでフロント カメラまたはバック カメラを使用するかどうかを

指定します。有効な値は "front" または "rear" です。

enable_unauthenticated_access 非認証アクセス機能を有効または無効にします。有効な値は、"true" 

または "false" です。

次の JSON 構成ファイルの例では、setting-list セクションにアプリケーション プロパティが設定されていま

す。

{

  "broker_list": "{\"settings\": {\"server-list\": [{\"server\": \"123.456.1.1\",\"description

\":\"View Server 1\",\"username\": \"User1\",\"domain\": \"TestDomain1\"}, {\"server

\":\"123.456.1.2\",\"description\": \"View Server 2\",\"username\": \"User2\",\"domain\": 

\"TestDomain2\"}, {\"server\": \"123.456.1.3\",\"description\": \"View Server 3\", \"username\": 

\"User3\",\"domain\": \"TestDomain3\"}, {\"server\": \"viewserver4.mydomain.com\",\"description\": 

\"View Server 4\",\"username\": \"User4\",\"domain\": \"TestDomain4\"}],\"setting-list\": 

{\"screen_resolution\":\"1024*768\",\"send_log_email\":\"testuser@mail.com\",\"enable_h264\":\"true

\",\"all_monitor\":\"true\",\"default_startscreen\":\"recent\", \"ssl_cipher_string\":\"!aNULL:kECDH

+AESGCM:ECDH+AESGCM:RSA+AESGCM:kECDH+AES:ECDH+AES:RSA+AES\",\"ssl_tls

\":\"tlsv1.1,tlsv1.2\",\"security_mode\":\"verify\",\"camera\":\"front\",\"enable_dpi_sync\":\"true

\",\"enable_log\":\"false\", \"enable_unauthenticated_access\":\"true\"}}}"

}

Horizon Client デフォルトの表示の構成

Horizon Client の起動時に、最近使用したリモート デスクトップや公開アプリケーションのショートカット、また

はサーバのショートカットを表示するかどうかを設定します。

手順

1 [設定] を開き、[ディスプレイ] をタップします。

n リモート デスクトップまたは公開アプリケーションに全画面表示モードで接続している場合は、Horizon 
Client ツール ラジアル メニュー アイコンをタップし、歯車のアイコンをタップして [設定] にアクセスし

ます。

n 全画面表示モードを使用していない場合、Horizon Client ツールバーの右上隅のメニューで [設定] をタッ

プします。

n サーバに接続する前に、Horizon Client ウィンドウの右上隅にある [設定]（歯車）アイコンをタップしま

す。

2 [起動時のデフォルトの表示] をタップします。
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3 デフォルトの表示を選択するには、オプションをタップします。

オプション 説明

[最近使用したファイル] Horizon Client を起動すると [最近使用したファイル] タブが表示されます。[最近使用した

ファイル] タブには、最近使用されたリモート デスクトップや公開アプリケーションへのショ

ートカットが表示されます。これはデフォルトの設定です。

サーバ Horizon Client を起動すると [サーバ] タブが表示されます。[サーバ] タブには、Horizon 
Client に追加したサーバへのショートカットが表示されます。

 

結果

デフォルトの表示の選択は、ただちに反映されます。

Horizon Client データ共有の設定

Horizon 管理者が VMware カスタマー エクスペリエンス向上プログラム (CEIP) への参加を選択している場合、

VMware は Connection Server 経由でクライアント システムから匿名データを収集して受信します。このクラ

イアント データを Connection Server と共有するかどうかを設定できます。

CEIP に参加するように Horizon を設定する方法については、Horizon の管理を参照してください。

デフォルトでは、Horizon Client でデータ共有は有効に設定されています。データ共有の設定は、サーバに接続す

る前に行う必要があります。この設定は、すべてのサーバに適用されます。サーバに接続した後は、Horizon Client 
データ共有の設定を変更できません。

手順

1 Horizon Client ウィンドウの右上隅にある [設定]（歯車のアイコン）をタップし、[データの共有を許可する] 
をタップします。

2 [データの共有を許可する] オプションをタップして、オンまたはオフにします。

VMware によって収集される Horizon Client データ

Horizon 管理者がカスタマ エクスペリエンス向上プログラムの参加を選択し、クライアント システムでデータの共

有が有効になっている場合、VMware はクライアント システムに関するデータを収集します。

VMware は、クライアント システムで情報を収集し、ハードウェアとソフトウェアの互換性を優先度付けします。

Horizon 管理者がカスタマ エクスペリエンス向上プログラムへの参加を決めた場合、VMware はお客様のご要望

に対する対応を向上する目的で、現在ご使用の環境に関する匿名データを収集します。VMware は、組織を特定す

るデータを収集しません。Horizon Client の情報は、Connection Server インスタンスに送信されてから、

Connection Server、デスクトップ プール、リモート デスクトップのデータと共に VMware に送信されます。

情報は暗号化されて、Connection Server インスタンスに送信されます。クライアント システムの情報は、暗号

化されていない状態でユーザー固有のディレクトリに記録されます。このログに個人情報は含まれません。

Horizon 管理者は、Connection Server のインストール時に VMware カスタマー エクスペリエンス向上プログ

ラムに参加するかどうかを選択できます。インストール後に Horizon Console でオプションを設定することもで

きます。
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表 1-1. カスタマー エクスペリエンス向上プログラムに関して Horizon Client で収集されるデータ

説明 このフィールドは匿名になりますか？

Horizon Client アプリケーションを開発する企業 いいえ

製品名 いいえ

クライアント製品のバージョン いいえ

クライアントのバイナリ アーキテクチャ いいえ

クライアントのビルド名 いいえ

ホスト OS いいえ

ホスト OS のカーネル いいえ

ホスト OS のアーキテクチャ いいえ

ホスト システムのモデル いいえ

ホスト システムの CPU いいえ

ホスト システムのプロセッサのコア数 いいえ

ホスト システムのメモリ容量（MB） いいえ

接続された USB デバイスの数 いいえ

同時並行する USB デバイスの最大接続数 いいえ

USB デバイス ベンダー ID いいえ

USB デバイス製品 ID いいえ

USB デバイス ファミリ いいえ

USB デバイス使用数 いいえ
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URI を使用した Horizon Client の構
成 2
エンドユーザーがクリックして Horizon Client を起動したり、リモート デスクトップまたは公開アプリケーション

を開くことができるように、URI (Uniform resource identifier) を使用して Web ページのリンクまたは E メー

ルのリンクを作成できます。

部分的または以下のすべての情報を提供する URI を作成することでこれらのリンクを作成すれば、エンド ユーザー

は入力する必要がありません。

n サーバ アドレス

n サーバのポート番号

n Active Directory ユーザー名

n Active Directory ユーザー名と異なる場合、RADIUS または RSA SecurID ユーザー名

n ドメイン名

n リモート デスクトップまたは公開アプリケーションの表示名

n セッションのリセット、ログアウト、開始を含むアクション

URI を作成するには、Horizon Client 固有のパスとクエリ部分と共に vmware-view URI スキーマを使用します。

URI を使用して Horizon Client を起動するには、クライアント コンピュータに Horizon Client がインストールさ

れている必要があります。

この章には、次のトピックが含まれています。

n vmware-view URI を作成するための構文

n vmware-view URI の例

vmware-view URI を作成するための構文

URI 構文には、vmware-view URI スキーム、リモート デスクトップや公開アプリケーションを指定するためのパ

ス部分、オプションでリモート デスクトップや公開アプリケーションのアクション、または構成オプションを指定す

るためのクエリが含まれます。
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URI 仕様

以下の構文を使用して Horizon Client を起動するための URI を作成します。

vmware-view://[authority-part][/path-part][?query-part]

必要となる唯一の要素は URI スキーム vmware-view です。クライアント オペレーティング システムのバージョ

ンによっては、スキーム名で大文字と小文字が区別されるため、vmware-view と入力してください。

重要：   すべての部分で、非 ASCII 文字は UTF-8 [STD63] に基づいて最初にエンコードされる必要があり、次に

対応する UTF-8 シーケンスの各オクテットは、URI 文字として表されるパーセントでエンコードされる必要があり

ます。

ASCII 文字のエンコードについての詳細は、http://www.utf8-chartable.de/ の URL エンコーディング資料を参

照してください。

authority-part

サーバ アドレス。オプションでユーザー名、デフォルト以外のポート番号、またはその両方。サーバ名ではアン

ダースコア (_) はサポートされません。サーバ名は、DNS 構文に一致する必要があります。

ユーザー名を指定するには、以下の構文を使用します。

user1@server-address

ドメインが含まれる UPN アドレスを指定できません。ドメインを指定するには、URI で domainName クエリ部

分を使用できます。

ポート番号を指定するには、以下の構文を使用します。

server-address:port-number

path-part

リモート デスクトップまたは公開アプリケーションの表示名。表示名は、デスクトップ プールまたはアプリケ

ーション プールの作成時に、Horizon Console で指定します。表示名にスペースが含まれている場合、%20 エ
ンコーディングを使用してスペースを表します。

あるいは、デスクトップまたはアプリケーションの ID を指定することもできます。これは、デスクトップまた

はアプリケーション プール ID を含むパス文字列です。デスクトップまたはアプリケーション ID を検索するに

は、Connection Server ホストで ADSI Edit を開き、DC=vdi,dc=vmware,dc=int に移動して 

OU=Applications ノードを選択します。すべてのデスクトップ プールとアプリケーション プールが表示さ

れます。distinguishedName 属性には ID の値を指定します。URI で指定する前に ID 値をエンコードする

必要があります。例：cn%3Dwin7-32%2Cou%3Dapplications%2Cdc%3Dvdi%2Cdc%3Dvmware%2Cdc

%3Dint
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デスクトップまたはアプリケーション ID を指定する場合、ADSI Edit でデスクトップまたはアプリケーション 

ID に大文字が含まれていても、小文字のみを使用する必要があります。

注：   複数のリモート デスクトップまたは公開アプリケーションが同じ表示名を持つことは可能ですが、デスク

トップとアプリケーションの ID は一意です。特定のリモート デスクトップまたは公開アプリケーションを指

定するには、表示名ではなく、デスクトップまたはアプリケーションの ID を使用します。

query-part

使用する構成オプション。あるいは、リモート デスクトップまたは公開アプリケーションで実行するアクショ

ン。クエリは大文字と小文字の区別がありません。複数のクエリを使用するには、クエリの間にアンパサンド 

(&) を使用します。クエリが競合する場合、Horizon Client はリストの最後にあるクエリを使用します。次の

構文を使用します。

query1=value1[&query2=value2...]

サポートされるクエリ

このタイプの Horizon Client では、次のクエリがサポートされます。デスクトップ クライアントやモバイル クラ

イアントなど、複数のタイプのクライアントに URI を作成する場合は、対応するクライアント システムのインスト

ールとセットアップ ガイドを参照して、サポートされるクエリを確認してください。

操作

表 2-1. アクション クエリで使用できる値

値 説明

browse 指定したサーバにホストされている使用可能なリモート デスクトップおよび公開アプリケーションのリストを表

示します。このアクションを使用しているときに、リモート デスクトップまたは公開アプリケーションを指定す

る必要はありません。

browse アクションを使用し、リモート デスクトップまたは公開アプリケーションを指定する場合、そのリモート 

デスクトップまたは公開アプリケーションは使用できるアイテムのリストで強調表示されます。

start-session 指定されたリモート デスクトップまたは公開アプリケーションを開きます。アクション クエリが提供されず、リ

モート デスクトップまたは公開アプリケーション名が提供されなければ、start-session がデフォルト アクシ

ョンとなります。

reset 指定したリモート デスクトップをシャットダウンして再起動します。保存されてないデータは失われます。リモ

ート デスクトップのリセットは、物理 PC のリセット ボタンを押すことと同じです。公開アプリケーションは指

定できません。公開アプリケーションを指定すると、エラー メッセージが表示されます。

リモート デスクトップまたは公開アプリケーションを指定しないと、すべての公開アプリケーションが Horizon 
Client によって終了します。

restart 指定したリモート デスクトップをシャットダウンして再起動します。リモート デスクトップの再起動は、

Windows オペレーティング システムを再起動することと同じです。オペレーティング システムでは、通常、

ユーザーは再起動する前に未保存データを保存するよう求められます。

logoff リモート デスクトップのゲスト OS からユーザーをログオフします。公開アプリケーションを指定すると、アク

ションは無視されるか、エンド ユーザーに警告メッセージ「無効な URI アクション」が表示されます。

args
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公開アプリケーションの起動時に追加するコマンドライン引数を指定します。args=値 の構文を使用します。

値 には文字列を指定します。次の文字についてはパーセント エンコーディングを使用します。

n コロン (:) には、%3A を使用します

n バック スラッシュ (\) には、%5C を使用します

n スペース ( ) には、%20 を使用します

n 二重引用符 (") には、%22 を使用します

たとえば、Notepad++ アプリケーションに "My new file.txt" というファイル名を指定するには、

%22My%20new%20file.txt%22 を使用します。

appProtocol

公開アプリケーションの場合、有効な値は PCOIP と BLAST です。たとえば、PCoIP を指定するには、

appProtocol=PCOIP 構文を使用します。

defaultLaunchView

Horizon Client の起動時のデフォルト ビューを設定します。有効な値は、recent および servers です。

desktopProtocol

リモート デスクトップの場合、有効な値は PCOIP と BLAST です。たとえば、PCoIP を指定するには、

desktopProtocol=PCOIP 構文を使用します。

domainName

リモート デスクトップや公開アプリケーションに接続しているユーザーに関連付けられている NETBIOS ドメ

イン名を指定します。例として、mycompany.com ではなく mycompany を使用してください。

tokenUserName

RSA または RADIUS ユーザー名を指定します。RSA または RADIUS ユーザー名が Active Directory ユ
ーザー名と異なる場合に限ってこのクエリを使用します。このクエリを指定せず、RSA または RADIUS 認証が

必要である場合、Horizon Client は Windows ユーザー名を使用します。この構文は、

tokenUserName=name です。

unauthenticatedAccessEnabled

このオプションが true に設定されている場合、非認証アクセス機能は、デフォルトで有効になります。このオ

プションが false に設定されている場合、非認証アクセス機能は無効になります。このオプションが "" に設

定されている場合、非認証アクセス機能は無効になります。[認証されていないアクセスを使用して匿名ログイ

ン] オプションは Horizon Client の設定で使用できます。構文の例は、

unauthenticatedAccessEnabled=true です。

unauthenticatedAccessAccount

非認証アクセス機能が有効になっている場合、使用するアカウントを設定します。非認証アクセス機能が無効な

場合、このクエリは無視されます。anonymous1 ユーザー アカウントを使用する場合、

unauthenticatedAccessAccount=anonymous1 のように構文を指定します。
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vmware-view URI の例

vmware-view URI スキームを使用してハイパー テキスト リンクまたはボタンを作成し、これらのリンクを E メー

ルまたは Web ページで使用できます。たとえば、エンドユーザーが URI リンクをクリックすると、指定した起動

オプションでリモート デスクトップが起動します。

URI 構文の例

各 URI の例に続いて、URI リンクをクリック後にエンド ユーザーに表示される事柄について説明します。

1 vmware-view://view.mycompany.com/Primary%20Desktop?action=start-session

Horizon Client が起動し、view.mycompany.com サーバに接続します。ログインのダイアログ ボックスが表

示され、ユーザー名、ドメイン名、パスワードの入力が要求されます。ログインに成功すると、表示名が Primary 
Desktop のリモート デスクトップにクライアントが接続します。ユーザーはゲスト OS にログインされます。

注：   この例では、デフォルトの表示プロトコルとウィンドウ サイズが使用されます。デフォルトの表示プロト

コルは PCoIP で、デフォルトのウィンドウ サイズは全画面表示です。

2 vmware-view://view.mycompany.com/cn%3Dwin7-32%2Cou%3Dapplications%2Cdc%3Dvdi%2Cdc%3Dvmware%2Cdc

%3Dint

Horizon Client が起動し、view.mycompany.com サーバに接続します。ログインのダイアログ ボックスが表

示され、ユーザー名、ドメイン名、パスワードの入力が要求されます。ログインに成功すると、クライアントが

デスクトップ ID CN=win7-32,OU=Applications,DC=vdi,DC=vmware,DC=int（エンコードされた値：

cn%3Dwin7-32%2Cou%3Dapplications%2Cdc%3Dvdi%2Cdc%3Dvmware%2Cdc%3Dint）のリモート デス

クトップに接続します。

3 vmware-view://view.mycompany.com:7555/Primary%20Desktop

この URI は前の例と同じ効果がありますが、Connection Server インスタンスに 7555 の非デフォルト ポー

トを使用するところが異なります。（デフォルトのポートは 443 です）。リモート デスクトップ ID が提供され

るので、start-session アクションが URI に含まれていない場合であっても、リモート デスクトップが開き

ます。

4 vmware-view://fred@view.mycompany.com/Finance%20Desktop?desktopProtocol=PCOIP

Horizon Client が起動し、view.mycompany.com サーバに接続します。ログイン ダイアログ ボックスで、

[ユーザー名] テキスト ボックスに fred が挿入されます。ユーザーはドメイン名とパスワードを入力する必要

があります。ログインに成功すると、表示名が Finance Desktop のリモート デスクトップにクライアントが

接続します。ユーザーはゲスト OS にログインされます。PCoIP 表示プロトコルを使用して接続します。

5 vmware-view://view.mycompany.com/Calculator?action=start-session&appProtocol=BLAST

Horizon Client が起動し、view.mycompany.com サーバに接続します。ユーザーは、ログイン ダイアログ 

ボックスにユーザー名、ドメイン名、パスワードを入力する必要があります。ログインに成功すると、クライア

ントは Calculator という表示名の公開アプリケーションに接続します。VMware Blast 表示プロトコルを

使用して接続します。
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6 vmware-view://fred@view.mycompany.com/Finance%20Desktop?domainName=mycompany

Horizon Client が起動し、view.mycompany.com サーバに接続します。ログイン ダイアログ ボックスで、

[ユーザー名] テキスト ボックスに fred が挿入され、[ドメイン] テキスト ボックスに mycompany が挿入され

ます。ユーザーはパスワードを入力する必要があるだけです。ログインに成功すると、表示名が Finance 
Desktop のリモート デスクトップにクライアントが接続します。ユーザーはゲスト OS にログインされます。

7 vmware-view://view.mycompany.com/

Horizon Client が起動し、ユーザーは、view.mycompany.com サーバに接続するためにログインを求められ

ます。

8 vmware-view://view.mycompany.com/Primary%20Desktop?action=reset

Horizon Client が起動し、view.mycompany.com サーバに接続します。ログインのダイアログ ボックスが表

示され、ユーザー名、ドメイン名、パスワードの入力が要求されます。ログインに成功すると Horizon Client 
はダイアログ ボックスを表示し、Primary Desktop のリセット操作をユーザーに確認します。

注：   Horizon 管理者がリモート デスクトップのリセット機能を有効にしている場合にのみ、このアクション

を実行できます。

9 vmware-view://view.mycompany.com/Primary%20Desktop?action=restart

Horizon Client が起動し、view.mycompany.com サーバに接続します。ログインのダイアログ ボックスが表

示され、ユーザー名、ドメイン名、パスワードの入力が要求されます。ログインに成功すると Horizon Client 
はダイアログ ボックスを表示し、Primary Desktop の再起動をユーザーに確認します。

注：   Horizon 管理者がリモート デスクトップの再起動機能を有効にしている場合にのみ、このアクションを

実行できます。

10 vmware-view://view.mycompany.com?action=reset

Horizon Client が起動し、view.mycompany.com サーバに接続します。ログイン ボックスが表示され、ユー

ザー名、ドメイン名、およびパスワードが求められます。ログインに成功すると Horizon Client はダイアログ 

ボックスを表示し、すべてのリモート アプリケーションのリセット操作を確認することをユーザーに求めます。

11 vmware-view://

Horizon Client が実行されている場合、フォアグラウンドで実行されます。Horizon Client が実行されていな

い場合、起動します。

12 vmware-view://?defaultlaunchview=recent

Horizon Client が起動し、[最近使用したファイル] タブが表示されます。

13 vmware-view://10.10.10.10/My%20Notepad++?args=%22My%20new%20file.txt%22
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Notepad++ をサーバ 10.10.10.10 で起動して、引数 My new file.txt を公開アプリケーションの起動コマ

ンドに渡します。ファイル名にはスペース文字が含まれるため、二重引用符で囲まれています。

14 vmware-view://10.10.10.10/Notepad++%2012?args=a.txt%20b.txt

Notepad++ 12 をサーバ 10.10.10.10 で起動して、引数 a.text b.txt をアプリケーションの起動コマンド

に渡します。引数は引用符で囲まれていないため、スペース文字によってファイル名が分割され、2 つのファイ

ルが Notepad++ で別々に開きます。

注：   公開アプリケーションによって、コマンドラインの引数を使用する方法が異なる場合があります。たとえ

ば、引数 a.txt b.txt をワードバッドに渡すと、ワードバッドは a.txt の 1 ファイルのみを開きます。

15 vmware-view://view.mycompany.com/Notepad?

unauthenticatedAccessEnabled=true&unauthenticatedAccessAccount=anonymous1

Horizon Client が起動すると、anonymous1 というユーザー アカウントを使用して、view.mycompany.com 

サーバに接続します。Notepad アプリケーションは、ユーザーにログイン認証情報の指定を求めずに起動しま

す。

HTML コードの例

URI を使用してハイパー リンクおよびボタンを作成し、E メールまたは Web ページに含めることができます。以

下の例では、[Test Link（テスト リンク）] というラベルのハイパー リンクと [TestButton] というラベルのボタン

のコードを記述するために、最初の URI のサンプルの URI を使用しています。

<html>

<body>

<a href="vmware-view://view.mycompany.com/Primary%20Desktop?action=start-session">Test Link</a><br>

<form><input type="button" value="TestButton" onClick="window.location.href=

'vmware-view://view.mycompany.com/Primary%20Desktop?action=start-session'"></form> <br>

</body>

</html>
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リモート デスクトップ/公開アプリケ
ーションとの接続の管理 3
エンド ユーザーは、Horizon Client を使用してサーバに接続し、接続するサーバのリストを編集できます。また、

リモート デスクトップにログインまたはログアウトしたり、公開アプリケーションを使用できます。トラブルシュー

ティングを目的として、エンド ユーザーはリモート デスクトップや公開アプリケーションをリセットすることもで

きます。

リモート デスクトップのポリシーの設定方法によっては、エンド ユーザーはリモート デスクトップで多くの操作を

実行できるようになります。

この章には、次のトピックが含まれています。

n Horizon Client の証明書検証モードの設定

n リモート デスクトップまたは公開アプリケーションへの接続 

n 公開アプリケーションへの接続に非認証のアクセスを使用する

n クライアント ドライブ リダイレクトによるローカル ストレージへのアクセス共有

n Android ホーム画面または Chrome アプリケーション ランチャーへのショートカットの追加

n サーバ ショートカットを管理する

n お気に入りのリモート デスクトップまたは公開アプリケーションの選択

n リモート デスクトップまたは公開アプリケーションの切り替え

n リモート デスクトップまたは公開アプリケーションへの再接続

n リモート デスクトップまたは公開アプリケーションからの切断

n リモート デスクトップからログオフする

n サーバからの切断

n リモート デスクトップと公開アプリケーションのショートカットの管理

n Horizon Client での Android 7.0 Nougat マルチウィンドウ モードの使用

n Samsung DeX での Horizon Client の使用

VMware, Inc. 42



Horizon Client の証明書検証モードの設定

Horizon Client とサーバ間の接続でサーバ証明書が確認されます。証明書は、デジタル形式の識別情報で、パスポ

ートや運転免許証のような役割を果たします。

サーバ証明書の確認では、以下のことが確認されます。

n 証明書の目的は、送信側の ID 検証やサーバ通信の暗号化以外にあるか。つまり、証明書のタイプは正しいか。

n 証明書は期限切れになっているか、また有効なのは未来のみか。つまり、証明書はコンピュータの時刻に応じて

有効になっているか。

n 証明書上の共通名は、それを送信するサーバのホスト名と一致しているか。ロード バランサが Horizon Client 
を、Horizon Client で入力したホスト名と一致しない証明書を持つサーバにリダイレクトした場合、不一致が

発生する可能性があります。クライアントにホスト名ではなく IP アドレスを入力した場合でも、不一致の原因

となる可能性があります。

n 不明なまたは信頼されていない証明機関（CA）によって署名された証明書か。自己署名された証明書は、信頼

されていない CA の証明書タイプの 1 つです。チェックをパスするには、証明書のトラスト チェーンが、デバ

イスのローカル証明書ストアでルートになっている必要があります。

ユーザーがクライアント デバイスにインストールできる自己署名付ルート証明書を配布する情報、Android または 

Chromebook デバイスに証明書をインストールする手順については、デバイスのドキュメントを参照してくださ

い。

証明書確認モードを設定するには、Horizon Client を起動し、Horizon Client ウィンドウの右上隅にある設定（歯

車）アイコンをタップし、[セキュリティ オプション]、[セキュリティ モード] の順にタップします。次のいずれか

のオプションを選択できます。

n [信頼が確認されていないサーバには絶対に接続しない]。この設定は、証明書の確認に失敗した場合にサーバに

接続できないことを意味します。失敗したチェックは、エラー メッセージに一覧表示されます。

n [信頼されていないサーバに接続する前に警告する]。この設定は、サーバが自己署名証明書を使用しているため

に証明書の確認に失敗したときに、[続行] をクリックして警告を無視できることを意味します。自己署名証明書

の場合、Horizon Client に入力したサーバ名と証明書名が一致する必要はありません。証明書が期限切れの場

合でも、警告を受信します。

n [サーバ ID 証明書を検証しない]。この設定は、証明書確認が実行されないことを示します。

後で管理者が信頼される認証局からのセキュリティ証明書をインストールし、接続時のすべての証明書チェックにパ

スするようになると、この信頼された接続はその特定のサーバに対して記録されます。その後、このサーバが自己署

名証明書を再び提示すると、接続は失敗します。特定のサーバが完全に検証可能な証明書を提示した後は、必ずその

処理が行われます。

リモート デスクトップまたは公開アプリケーションへの接続

リモート デスクトップまたは公開アプリケーションに接続するには、サーバ名を指定し、ユーザー アカウントの認

証情報を入力する必要があります。
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エンド ユーザーがリモート デスクトップおよび公開アプリケーションにアクセスする前に、クライアント デバイス

からリモート デスクトップまたは公開アプリケーションに接続できることをテストします。サーバを指定し、ユーザ

ー アカウントの認証情報を入力する必要がある場合があります。

前提条件

n Active Directory ユーザー名とパスワード、RSA SecurID ユーザー名とパスコード、RADIUS 認証情報、

スマート カード個人識別番号 (PIN) などのログインに使用する認証情報を取得します。

n ログイン用の NETBIOS ドメイン名を取得します。例として、mycompany.com ではなく mycompany を使用

してください。

n 管理タスクの実行については、 Horizon Client 向けの Connection Server の準備で説明しています。

n 企業のネットワークの外部から VPN 接続でリモート デスクトップおよび公開アプリケーションにアクセスす

る必要がある場合には、クライアント デバイスが VPN 接続を使用するように設定され、その接続が有効になっ

ていることを確認します。

n リモート デスクトップまたは公開アプリケーションへのアクセスを提供するサーバの完全修飾ドメイン名 

(FQDN) があることを確認します。サーバ名ではアンダースコア (_) はサポートされません。ポートが 443 
でない場合、ポート番号も必要です。

n 組み込み RSA SecurID ソフトウェアを使用する予定がある場合、適切な CT-KIP URL およびアクティベーシ

ョン コードを持っていることを確認してください。組込み RSA SecurID ソフトウェア トークンの使用を参照

してください。

n サーバによって示された証明書に証明書確認モードを設定します。Horizon Client の証明書検証モードの設定

を参照してください。

n フィンガープリント認証を使用する場合は、フィンガープリント認証のオプションが有効になっていること、ま

た少なくとも 1 つ以上の指紋がクライアント デバイスに登録されていることを確認します。指紋認証の詳細な

要件については、フィンガープリント認証の要件を参照してください。

手順

1 VPN 接続が必要な場合、VPN をオンにしてください。

2 [Horizon] アプリケーションを開きます。

3 サーバに接続します。

オプション アクション

新規サーバに接続 サーバの名前を入力し、説明（オプション）を入力してから、[接続] をタップします。サーバ

がすでに追加されている場合は、ウィンドウの右上隅にプラス記号 ([+]) のアイコンをタップ

します。

既存サーバに接続 [サーバ] タブのサーバ ショートカットをタップします。

 
Horizon Client とサーバとの接続には常に TLS が使用されます。TLS 接続のデフォルト ポートは 443 で
す。サーバがデフォルト ポートを使用するように構成されていない場合、servername:port の形式を使用し

ます。たとえば、view.company.com:1443 とします。
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4 スマート カードが必要となる場合またはオプションである場合、使用するスマート カード証明書を選択して 

PIN を入力します。

スマート カードに証明書が 1 つしかない場合、その証明書はすでに選択されています。多くの証明書がある場合

は、スクロールして証明書を選択します。

5 RSA SecurID の認証情報または RADIUS の認証証明書の入力を求めるダイアログが表示されたら、認証情報

を入力します。組み込み RSA SecurID トークンを使用する予定の場合は、組み込みトークンをインストールし

ます。

オプション アクション

既存のトークンの使用 スマート フォンでハードウェア認証トークンまたはソフトウェア認証トークンを使用してい

る場合、ユーザー名とパスコードを入力します。パスコードには、PIN とトークンで生成され

た番号が含まれる場合があります。

ソフトウェア トークンのインストール a [外部トークン] をタップします。

b [ソフトウェア トークンのインストール] ダイアログ ボックスにシステム管理者から E 
メールで送信された CT-KIP URL または CTFString URL を貼り付けてください。

URL にアクティベーション コードが含まれている場合、[パスワードとアクティベーショ

ン コード] テキスト ボックスには値を入力する必要がありません。

 
6 再度、RSA SecurID 認証情報または RADIUS 認証情報を入力するダイアログが表示されたら、トークンで次

に生成された番号を入力します。

PIN は入力しないでください。過去に生成され、入力したものと同じ番号も入力しないでください。必要に応じ

て、新しい番号が生成されるのを待ちます。

この手順は、最初のパスコードの入力をミスした、または RSA サーバの設定が変更された時にのみ、必要にな

ります。

7 ユーザー名とパスワードの入力を要求されたら、Active Directory 認証情報を入力します。

a 少なくとも 1 台のデスクトップまたはアプリケーション プールを使用する資格が付与されているユーザー

のユーザー名とパスワードを入力します。

b ドメインを選択します。

[ドメイン] ドロップダウン メニューが表示されていない場合、ユーザー名@ドメイン または ドメイン\ユーザー名 

の形式でユーザー名を入力します。

c （オプション） [指紋を有効にする] チェック ボックスを使用できる場合は、選択して指紋認証を使用するよ

うにします。

[指紋を有効にする] チェック ボックスは、生体認証がサーバで有効になっていて、以前に指紋認証で認証さ

れたことがない場合にのみ使用できます。

d （オプション） システム管理者がこの機能を有効にしている場合で、サーバ証明書が完全に検証されている

場合、[パスワードの保存] チェックボックスを選択します。

パスワードを初めて保存するときに、デバイスの管理者を有効にするように設定されます。クライアント デ
バイスにパスワードを保存するには、デバイスの管理者が必要です。

e [ログイン] をタップします。
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フィンガープリント認証が有効になっている状態で初めてログインすると、Active Directory 認証情報がクラ

イアント デバイスのデータベースに安全に保存され、以降のログインで使用されるようになります。

8 指紋認証を要求された場合は、指紋センサーに指を触れます。

指紋認証を使用したくない場合は、[キャンセル] をタップします。サーバに再接続して [パスワードを使用] を
タップし、ユーザー名とパスワードを入力できます。

9 （オプション） 使用する表示プロトコルを選択するには、デスクトップまたはアプリケーションの選択ウィンド

ウの右上隅にある [プロトコルの切り替え] アイコンをタップします。

[VMware Blast] プロトコルを使用するとバッテリ寿命が向上するため、ハイエンド 3D のユーザーやモバイ

ル デバイスのユーザーに最適なプロトコルです。

10 接続するリモート デスクトップや公開アプリケーションをタップします。

公開デスクトップに接続しようとしており、デスクトップが Microsoft RDP 表示プロトコルを使用するように

すでに設定されている場合、すぐには接続できません。リモート オペレーティング システムからログオフして、

PCoIP 表示プロトコルまたは VMware Blast 表示プロトコルで接続が行われるようにすることを求められま

す。

結果

DeX デスクトップ モードの Chromebook または Android デバイスで Horizon Client を使用する場合、リモー

ト デスクトップまたは公開アプリケーションは元のウィンドウではなく新しいウィンドウで起動します。デスクト

ップとアプリケーションの選択ウィンドウは開いたままになります。複数のリモート デスクトップや公開アプリケ

ーションに接続できます。新しい公開アプリケーションを開くと、Horizon Client は以前の公開アプリケーション

のセッションをすべて開きます。同時に 4 つまでリモート セッションを開くことができます。

リモート デスクトップまたは公開アプリケーションに初めて接続した後に、Horizon Client がリモート デスクトッ

プまたは公開アプリケーションのショートカットを [最近使用したファイル] タブに保存します。次回、リモート デ
スクトップまたは公開アプリケーションに接続するときは、サーバのショートカットではなく、このショートカット

をタップします。

公開アプリケーションへの接続に非認証のアクセスを使用する

Horizon 管理者は、非認証アクセスのユーザーを作成して、特定のサーバの公開アプリケーションの使用資格を付与

できます。非認証アクセスのユーザーは、サーバに匿名でログインして、公開アプリケーションに接続することがで

きます。

非認証アクセス機能でエンドユーザーを公開アプリケーションにアクセスさせる前に、クライアント デバイスから公

開アプリケーションに接続できるかテストしてください。サーバを指定し、ユーザー アカウントの認証情報を入力す

る必要がある場合があります。

前提条件

n 管理タスクの実行については、 Horizon Client 向けの Connection Server の準備で説明しています。

n Connection Server インスタンスで非認証アクセス ユーザーを設定します。詳細については、Horizon の管

理の「公開アプリケーションでの非認証アクセスの提供」を参照してください。
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n サーバによって示された証明書に証明書確認モードを設定します。Horizon Client の証明書検証モードの設定

を参照してください。

n 企業のネットワークの外部にある公開アプリケーションにアクセスしている場合には、クライアント デバイスが 

VPN 接続を使用し、その接続がオンに設定されていることを確認します。

手順

1 VPN 接続が必要な場合、VPN をオンにしてください。

2 [Horizon] アプリケーションを開きます。

3 Horizon Client ウィンドウの右上隅にある [設定]（歯車）アイコンをタップして、[非認証アクセス] をタップ

し、[非認証アクセス] オプションをオンにします。

4 公開アプリケーションへの非認証アクセスを許可しているサーバに接続します。

オプション 説明

新規サーバに接続 サーバの名前を入力し、説明（オプション）を入力してから、[接続] をタップします。サーバ

がすでに追加されている場合は、ウィンドウの右上隅にプラス記号 (+) のアイコンをタップし

ます。

既存サーバに接続 [サーバ] タブのサーバ ショートカットをタップします。

 
Horizon Client とサーバとの接続には常に TLS が使用されます。TLS 接続のデフォルト ポートは 443 で
す。サーバがデフォルト ポートを使用するように構成されていない場合、以下の例にある形式を使用します。

view.company.com:1443。

5 ログイン ウィンドウが表示されたら、必要に応じて、[ユーザー アカウント] ドロップダウン メニューからユー

ザー アカウントを選択します。

ユーザー アカウントが 1 つしかない場合、そのアカウントが自動的に選択します。

6 （オプション） サーバに次回接続するときにログイン ダイアログ ボックスをバイパスするには、[常にこのアカ

ウントを使用] をオンにします。

次にサーバに接続する前にこの設定をオフにするには、サーバのショットカットをタップして押し続けます。コ

ンテキスト メニューが表示されたら、[編集]、[保存されている認証されていないアクセス アカウントの削除 

(namae)] をタップし,[完了] をタップします。

7 [ログイン] をクリックして、サーバにログインします。

アプリケーション選択ウィンドウが表示されます。

8 公開アプリケーションのアイコンをタップして、公開アプリケーションを起動します。

結果

公開アプリケーションに初めて接続した後に、Horizon Client が公開アプリケーションのショートカットを [最近使

用したファイル] タブに保存します。次回、公開アプリケーションに接続するときは、サーバのアイコンではなく、

ショートカットをタップします。
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クライアント ドライブ リダイレクトによるローカル ストレージへの
アクセス共有

リモート デスクトップまたは公開アプリケーションとローカル ストレージを共有するように Horizon Client を設

定できます。この機能はクライアント ドライブ リダイレクトと呼ばれます。

Windows リモート デスクトップまたは公開アプリケーションでは、ローカル ストレージは、[この PC] フォルダ

の [デバイスとドライブ] セクション、または [コンピューター] フォルダの [その他] セクションに表示されます。共

有を選択するフォルダおよびストレージ デバイスは、[name on HorizonClient]という名前の形式を使用します。

前提条件

n クライアント ドライブ リダイレクト機能を有効にします。このタスクでは、エージェントの [クライアント ド
ライブ リダイレクト] オプションを有効にします。ポリシーの設定またはレジストリの設定を行って、クライア

ント ドライブ リダイレクトの動作を制御することも含まれる場合があります。詳細については、Horizon での

リモート デスクトップ機能の構成を参照してください。

n ローカル ストレージを共有するリモート デスクトップまたは公開アプリケーションに接続します。1 度もログ

インしたことがない場合は、リモート デスクトップまたは公開アプリケーションへの接続 で手順について理解

しておきます。

手順

1 [設定] を開き、[ローカル ストレージ リダイレクト] をタップします。

n リモート デスクトップまたは公開アプリケーションに全画面表示モードで接続している場合は、Horizon 
Client ツール ラジアル メニュー アイコンをタップして、歯車のアイコンをタップします。

n 全画面表示モードを使用していない場合、Horizon Client ツールバーの右上隅のメニューで [設定] をタッ

プします。

2 [ローカル ストレージ リダイレクト] をタップして、ローカル ストレージ リダイレクト オプションを構成しま

す。

オプション アクション

すべてのリムーバブル ストレージ デバイスを

自動的に共有する

[マウントされたストレージの自動ダイレクトを有効にする] を選択します。デバイスにマウ

ントされたすべてのリムーバブル ストレージ デバイスがリモート デスクトップまたは公開ア

プリケーションで自動的に共有されます。このオプションはデフォルトで選択されています。

すべてのリムーバブル ストレージ デバイスを

自動的に共有しない

[マウントされたストレージの自動ダイレクトを有効にする] を選択解除します。リモート デ
スクトップまたは公開アプリケーションに次に接続したときに、デバイスにマウントされたリ

ムーバブル ストレージ デバイスはリモート デスクトップまたは公開アプリケーションで自動

的に共有されません。

注：   [マウントされたストレージの自動ダイレクトを有効にする] によって、リモート デスク

トップまたは公開アプリケーションですでに共有されているリムーバブル ストレージ デバイ

スの共有が停止されるわけではありません。

VMware Horizon Client for Android のインストールとセットアップ ガイド

VMware, Inc. 48



オプション アクション

特定のフォルダまたはリムーバブル ストレー

ジ デバイスを共有する

リストで、ローカル フォルダまたはリムーバブル ストレージ デバイスの名前を選択します。

デバイスがリモート デスクトップまたは公開アプリケーションで使用できるようになります。

リムーバブル ストレージ デバイスに接続すると、そのデバイスの名前がリストに表示されま

す。リムーバブル ストレージ デバイスを切断すると、そのデバイスの名前がリストから削除

されます。

特定のフォルダまたはリムーバブル ストレー

ジ デバイスの共有を停止する

リストで、ローカル フォルダまたはリムーバブル ストレージ デバイスの名前を選択解除しま

す。デバイスがリモート デスクトップまたは公開アプリケーションで使用できなくなります。

 
3 [OK] をタップして設定を保存します。

次のステップ

リモート デスクトップまたは公開アプリケーションに対する変更内容を確認します。

n Windows リモート デスクトップで、[この PC] フォルダを開いて [デバイスとドライブ] セクションを探す

か、[コンピューター] フォルダを開いて [その他] セクションを探します。フォルダまたはストレージ デバイス

を共有していれば、そのフォルダまたはデバイスが表示されます。共有フォルダおよびストレージ デバイスは、

[name on HorizonClient] という名前の形式を使用します。

n 公開アプリケーションで、[ファイル] - [開く] の順に選択するか、必要であれば [ファイル] - [名前を付けて保

存] の順に選択します。フォルダまたはストレージ デバイスを共有していれば、そのフォルダまたはデバイスに

移動できます。共有フォルダおよびストレージ デバイスは、[name on HorizonClient] という名前の形式を

使用します。

Android ホーム画面または Chrome アプリケーション ランチャー
へのショートカットの追加

Android デバイスに Horizon Client をインストールするときに、リモート デスクトップまたは公開アプリケーシ

ョンのショートカットを Android のホーム画面に追加できます。追加すると、ショートカットをタップして、リモ

ート デスクトップや公開アプリケーションを開くことができます。Chromebook デバイスに Horizon Client を
インストールすると、Horizon Client がリモート デスクトップまたは公開アプリケーションのショートカットを 

Chrome アプリケーション ランチャーに追加します。

Android 5、6、7 の場合、Horizon Client は Android のホーム画面にリモート デスクトップまたは公開アプリ

ケーションのショートカットを追加します。

Android 8 の場合、[Horizon] アプリケーションのアイコンをタップして押したままにすると、このアイコンの上

にリモート デスクトップまたは公開アプリケーションのショートカット エントリが表示されます。このエントリを

アプリケーション アイコンから Android のホーム画面にドラッグすると、Android のホーム画面にショートカッ

トを作成できます。

この機能は、Amazon デバイスや Workspace ONE UEM が管理する Android デバイスで使用できません。ま

た、非認証アクセス機能を使用してサーバに匿名で接続している場合にも使用できません。
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手順

1 リモート デスクトップまたは公開アプリケーションのショートカットは、サーバとの接続前か接続後に追加でき

ます。

サーバに接続していない場合、デバイスからリモート デスクトップまたは公開アプリケーションに接続していれ

ば、リモート デスクトップまたは公開アプリケーションのショートカットが [最近使用したアイテム] タブに表

示されます。

オプション アクション

サーバに接続していない場合 [最近使用したアイテム] タブで、ウィンドウの下部に [ホームに追加] ウィンドウが表示され

るまでショートカットを押したままにし、[ホームに追加] にドラッグします。

サーバに接続している場合 [すべて] または [お気に入り] タブで、コンテキスト メニューが表示されるまでリモート デス

クトップまたは公開アプリケーションのショートカットを押したままにし、[ホームに追加] を
タップします。

 
2 ショートカットの名前を入力し、[OK] をタップします。

名前が 12 文字を超えると、超過した文字はショートカットには表示されません。

3 [ホーム画面に追加] ダイアログボックスで、[自動的に追加] をタップします。手動で配置するには、ショートカ

ットをタッチして押したままにします。

サーバ ショートカットを管理する

サーバに接続すると、Horizon Client でサーバ ショートカットが作成されます。サーバのショートカットは、編集

したり、削除したりできます。

サーバ名や IP アドレスを誤入力した場合でも、Horizon Client はサーバ名や IP アドレスをショートカットとして

保存します。サーバ名や IP アドレスを編集することによって、この情報を削除または変更できます。サーバの説明

を入力しない場合、サーバ名または IP アドレスがサーバの説明となります。

サーバ ショートカットは複数のページに表示され、ページ間でスワイプしてさらに多くのショートカットを表示でき

ます。Horizon Client は必要に応じてページを作成して、すべてのサーバ ショートカットを格納します。

手順

1 [サーバ] タブで、コンテキスト メニューが表示されるまでサーバ ショートカットをタッチして押したままにし

ます。

2 サーバのショートカットを削除または変更するには、コンテキスト メニューを使用します。

サーバ名、サーバの説明、ユーザー名を編集できます。[認証情報を削除] をタップして、指紋認証用に保存され

た認証情報を削除することもできます。
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お気に入りのリモート デスクトップまたは公開アプリケーションの
選択

お気に入りのリモート デスクトップや公開アプリケーションを選択できます。お気に入りの項目のショートカット

は、[お気に入り] タブに星アイコンで表示されます。サーバからログオフした後でも、お気に入りの項目は保存され

ます。

前提条件

サーバへの接続に必要な認証情報（ユーザー名とパスワードまたは RSA SecurID とパスコードなど）を取得しま

す。

手順

1 [サーバ] タブのサーバ ショートカットをタップして、サーバに接続します。

2 入力のダイアログが表示されたら、RSA のユーザー名とパスコード、Active Directory のユーザー名とパス

ワードのいずれかまたは両方を入力します。

3 お気に入りのリモート デスクトップまたは公開アプリケーションを選択するか、または選択を解除をするには、

以下の手順を実行します。

オプション アクション

お気に入りを選択 コンテキスト メニューが表示されるまでリモート デスクトップまたは公開アプリケーション

のショートカットをタッチして押したままにし、[お気に入りとしてマーク] をタップします。

ショートカットの右上隅に星アイコンが表示され、[お気に入り] タブにショートカットが表示

されます。

お気に入りを選択解除 [すべて] または [お気に入り] タブで、コンテキスト メニューが表示されるまでリモート デス

クトップまたは公開アプリケーションのショートカットをタッチして押したままにし、[お気に

入りマークの解除] をタップします。ショートカットの右上隅にあった星アイコンが消え、[お
気に入り] タブにショートカットが表示されなくなります。

 
4 （オプション） お気に入りのリモート デスクトップまたは公開アプリケーションのみを表示する場合は、[お気

に入り] タブをタップします。

使用可能なリモート デスクトップと公開アプリケーションをすべて表示する場合は、[すべて] タブをタップしま

す。

リモート デスクトップまたは公開アプリケーションの切り替え

Chromebook デバイスまたは Android デバイスを DeX デスクトップ モードで使用している場合、複数のリモー

ト デスクトップと公開アプリケーションを同時に開き、これらのデスクトップやアプリケーションの間で切り替える

ことができます。
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手順

u 同じサーバで別のリモート デスクトップまたや公開アプリケーションを選択するには、デスクトップとアプリケ

ーションの選択ウィンドウで、新しいリモート デスクトップまたは公開アプリケーションのショートカットをタ

ップします。

新しいウィンドウでリモート デスクトップまたは公開アプリケーションを開きます。複数のウィンドウが表示

された場合は、ウィンドウの切り替えを行うことができます。

注：   新しい公開アプリケーションが現在のアプリケーションと同じファーム内にある場合は、新しい公開アプ

リケーションは同じウィンドウ内で開きます。

u 異なるサーバで別のリモート デスクトップまたは公開アプリケーションを選択するには、デスクトップとアプリ

ケーション選択ウィンドウの右上隅にある [切断] アイコンをタップし、[ログアウト] をタップしてサーバから

切断します。

これで、別のサーバに接続し、新しいリモート デスクトップまたは公開アプリケーションを開くことができるよ

うになります。

リモート デスクトップまたは公開アプリケーションへの再接続

セキュリティ上の理由から、Horizon 管理者はタイムアウトを設定し、非アクティブ状態が一定の時間が経過したと

きにユーザーをサーバからログアウトし、公開アプリケーションをロックすることができます。

デフォルトでは、Horizon Client が特定のサーバに 10 時間以上接続している場合、再度ログインする必要があり

ます。このタイムアウトは、リモート デスクトップと公開アプリケーションの両方の接続に適用されます。

公開アプリケーションが自動的にロックされる 30 秒前に警告のプロンプトが表示されます。ユーザーが応答しな

い場合、公開アプリケーションがロックされます。デフォルトでは、非アクティブな状態が 15 分間続くとタイムア

ウトになりますが、このタイムアウトは Horizon 管理者側で変更可能です。

たとえば、1 つ以上の公開アプリケーションを実行しているときにコンピュータから離れ、1 時間後に戻ってきたとき

に、公開アプリケーションのウィンドウが開いていません。代わりに、公開アプリケーションのウィンドウを再表示

するために [OK] ボタンをクリックするよう求めるダイアログ ボックスが表示されます。

これらのタイムアウトを Horizon Console で設定するには [設定] - [グローバル設定] の順に選択し、[全般設定] 
タブをクリックして [編集] をクリックします。

DeX デスクトップ モードの Chromebook または Android デバイスでデスクトップおよびアプリケーション選

択ウィンドウに移動すると、公開アプリケーション セッションは切断され、Horizon Client によりセッションに再

接続するよう求められます。[アプリケーションに再接続] をクリックすると公開アプリケーションのセッションを

開くことができます。または、[今はしない] をクリックしてメッセージを閉じます。[メッセージを今後表示しない] 
チェック ボックスを選択することもできます。

リモート デスクトップまたは公開アプリケーションからの切断

リモート デスクトップにログインしているときに、ログアウトせずに切断すると、リモート デスクトップでアプリ

ケーションを開いたままにすることができます。公開アプリケーションが開いたままになるように、公開アプリケー

ションから切断することもできます。
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全画面表示モードのリモート デスクトップまたは公開アプリケーションから切断するには、Horizon Client ツール 

ラジアル メニュー アイコンをタップして、[切断] アイコンをタップします。リモート デスクトップまたは公開アプ

リケーションに接続されると、ウィンドウの右端に Horizon Client ツールのラジアル メニュー アイコンが表示さ

れます。詳細については、モバイル デバイスでの Horizon Client ツール の使用を参照してください。

全画面表示モードを使用していない場合、Horizon Client ツールバーの右上隅のメニューで [切断] をタップしま

す。

シン クライアント モデルに応じて、シン クライアントで Unity Touch サイドバーまたはポップアップ メニューの 

[切断] アイコンをクリックして切断します。詳細については、シン クライアントでの Horizon Client の使用を参

照してください。

注：   Horizon 管理者は、切断時にログアウトするようにリモート デスクトップを設定できます。その場合、リモ

ート デスクトップで開いているアプリケーションは終了します。

リモート デスクトップからログオフする

Horizon Client でリモート デスクトップが開いていない場合でも、リモート デスクトップからログアウトできま

す。Horizon Client でリモート デスクトップが開いている場合は、Windows の [スタート] メニューを使用して

ログアウトできます。

前提条件

Active Directory のユーザー名とパスワード、RSA SecurID のユーザー名とパスコード、または RADIUS 認証

ユーザー名とパスコードなどのログインに使用する認証情報を取得します。

手順

1 [サーバ] タブで、サーバのショートカットをタップします。

2 入力のダイアログが表示されたら、RSA のユーザー名とパスコード、Active Directory のユーザー名とパス

ワードのいずれかまたは両方を入力します。

3 コンテキスト メニューが表示されるまで、リモート デスクトップのショートカットをタッチして押したままに

します。

この手順は [すべて] または [お気に入り] タブのいずれかから実行できます。

4 コンテキスト メニューで [ログオフ] をタップします。

結果

ログアウト後、リモート デスクトップが切断されます。リモート デスクトップで開いている未保存ファイルは、ロ

グアウト操作中に閉じられます。

次のステップ

サーバから切断します。サーバからの切断を参照してください。
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サーバからの切断

リモート デスクトップまたは公開アプリケーションの使用が完了したら、サーバから切断できます。

サーバから切断するには、[戻る] ボタンをタップします。あるいは、デスクトップとアプリケーションの選択ウィン

ドウの右上隅にある [ログアウト] アイコンをクリックして、[ログアウト] をタップします。

リモート デスクトップと公開アプリケーションのショートカットの
管理

リモート デスクトップまたは公開アプリケーションに接続すると、Horizon Client が項目のショートカットを保存

します。これらのショートカットは並び替えたり、削除したりできます。

リモート デスクトップまたは公開アプリケーションのショートカットが多い場合、ショートカットが複数のページに

表示されます。ページをスワイプして、他のショートカットを表示できます。Horizon Client は必要に応じてペー

ジを作成して、すべてのショートカットを格納します。

手順

u [最近使用したファイル] タブからリモート デスクトップまたは公開アプリケーションのショートカットを削除

するには、次の手順を実行します。

a [ショートカットを削除] がウィンドウの下部に表示されるまでショートカットにタッチして押したままに

します。

b ショートカットを [ショートカットを削除] にドラッグします。

u リモート デスクトップまたは公開アプリケーションのショートカットを移動するには、ショートカットをタッチ

して押したままにし、新しい場所にドラッグします。

既存のページでない限り、ショートカットを別のページにドラッグすることはできません。

Horizon Client での Android 7.0 Nougat マルチウィンドウ モー
ドの使用

Android 7.0 Nougat では、同時に複数のアプリケーションを画面に表示できます。Android 7.0 Nougat デバ

イスでは Horizon Client で画面分割モードを使用できます。Horizon Client では、ピクチャインピクチャ モード

はサポートされません。

画面分割モードを使用すると、Horizon Client と別のアプリケーションで左右または上下に並べて実行できます。

分割線によって、2 つのアプリケーションが分割されます。1 つのアプリケーションを大きく表示し、もう 1 つのア

プリケーションを小さく表示することができます。

Samsung DeX での Horizon Client の使用

Android デバイスが Samsung DeX をサポートしている場合、DeX デスクトップ モードで Horizon Client を
使用できます。
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デバイスが DeX デスクトップ モードの場合、Horizon Client はデバイスをシン クライアントとして扱い、[シン 

クライアント モード] が有効になります。詳細については、シン クライアントでの Horizon Client の使用を参照し

てください。

Horizon DeX デスクトップ モードで Horizon Client を使用すると、次の機能を利用できます。

n DeX デスクトップ モードに切り替えたときに Horizon Client を自動的に起動するように設定できます。

DeX モードの自動起動機能を有効にするを参照してください。

n DeX デスクトップ モードを開始または終了した後も、リモート デスクトップおよび公開アプリケーション セ
ッションは引き続き実行されます。

n DeX デスクトップ モードに切り替えた後に Horizon Client を最大化すると、リモート デスクトップが全画面

表示モードになります。

n リモート デスクトップで言語の入力方法を切り替える場合、Samsung 物理キーボードの言語切り替えキーを

使用できます。

n 複数のリモート デスクトップおよび公開アプリケーションを同時に接続できます。スマート カード認証は複数

のセッションではサポートされません。

DeX モードの自動起動機能を有効にする

Android デバイスを DeX デスクトップ モードに切り替えたときに、Horizon Client を自動的に起動するよう設

定できます。デフォルトでは、DeX モードの自動起動機能は無効になっています。

前提条件

n Android デバイスが Samsung DeX をサポートしていることを確認します。

n Horizon Client にデフォルト サーバが設定されていないことを確認します。デフォルトのサーバが設定され

ている場合、DeX モードの自動起動機能を有効にすることはできません。

手順

1 サーバにログインする前に、Horizon Client ウィンドウの右上隅にある [設定]（歯車）アイコンをタップしま

す。

2 [ディスプレイ] をタップして [DeX モードの自動起動] をタップします。[DeX モードの自動起動] オプション

をタップしてオンにします。

結果

Android ホーム画面にリモート デスクトップまたは公開アプリケーションのショートカットを追加した場合、

Horizon Client を起動すると、Horizon Client は最後に使用したショートカットに接続します。Android のホー

ム画面にショートカットを追加する方法については、Android ホーム画面または Chrome アプリケーション ラン

チャーへのショートカットの追加を参照してください。
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Microsoft Windows デスクトップま
たはアプリケーションの使用 4
Horizon Client には、Android デバイス、シン クライアントおよび Chromebook デバイスでの操作を支援する

追加機能が含まれています。ユーザーは、リモート デスクトップや公開アプリケーションで外部デバイスを使用し

て、クライアント デバイスからリモート デスクトップや公開アプリケーションにテキストや画像をコピーしたり、

公開アプリケーションに文書を保存できます。

この章には、次のトピックが含まれています。

n Horizon Client for Android クライアントの機能サポート

n 入力デバイス、キーボード、およびキーボード設定

n リアルタイム オーディオビデオ機能の使用

n タッチ リダイレクトでのネイティブ オペレーティング システム ジェスチャの使用

n リモート デスクトップでの Unity Touch サイドバーの使用

n 公開アプリケーションでの Unity Touch サイドバーの使用

n モバイル デバイスでの Horizon Client ツール の使用

n 動作

n マルチタスク

n テキストとイメージのコピー アンド ペースト

n テキスト ファイルとイメージ ファイルのドラッグ

n リモート デスクトップまたは公開アプリケーションからの印刷

n リモート デスクトップまたは公開アプリケーションでの USB デバイスの使用

n 公開アプリケーションへのドキュメントの保存

n 異なるクライアント デバイスでの公開アプリケーションの複数のセッションの使用

n 画面解像度と外部ディスプレイの使用 

n DPI 同期の使用

n PCoIP クライアントサイド イメージ キャッシュ

n 国際キーボードの使用
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Horizon Client for Android クライアントの機能サポート

特定のゲスト OS とリモート デスクトップ機能には、特定の Horizon Agent バージョンが必要です。エンド ユー

ザーに提供する機能を計画する際に、この情報を使用してください。

サポート対象の Windows 仮想デスクトップ

Windows 仮想デスクトップは、単一セッションの仮想マシンです。

このバージョンの Horizon Client は、Horizon Agent 7.5 以降がインストールされている Windows 仮想デス

クトップでサポートされます。サポートされるゲスト OS は、Windows 7、Windows 8.x、Windows 10、

Windows Server 2012 R2、Windows Server 2016、Windows Server 2019 ですが、次の制限があります。

n Windows Server 2019 仮想デスクトップでは、Horizon Agent 7.7 以降が必要です。

n Windows 7 および Windows 8.x の仮想デスクトップは、Horizon Agent 2006 以降でサポートされてい

ません。

RDS ホストでサポートされる公開デスクトップ

RDS ホストは、Windows リモート デスクトップ サービスと Horizon Agent がインストールされたサーバ コン

ピュータです。RDS ホスト上の公開デスクトップ セッションは、複数のユーザーで同時に利用することができます。

RDS ホストには物理マシンまたは仮想マシンのいずれかを使用できます。

このバージョンの Horizon Client は、Horizon Agent 7.5 以降がインストールされている RDS ホストでサポー

トされます。サポートされるゲスト OS は、Windows Server 2012、Windows Server 2012 R2、Windows 
Server 2016、Windows Server 2019 ですが、次の制限があります。

n Windows Server 2019 RDS ホストでは、Horizon Agent 7.7 以降が必要です。

n Windows Server 2012 RDS ホストは Horizon Agent 2006 以降でサポートされていません。

特定のリモート デスクトップ機能の要件

一部のリモート デスクトップ機能には、特定の要件や制限事項があります。

n VMware Integrated Printing 機能には、Horizon Agent 2006 以降が必要です。

n VMware Integrated Printing 機能は、Windows 10、Windows Server 2016、Windows Server 2019 
リモート デスクトップでのみサポートされます。この機能は、Windows 7、Windows 8.x、Windows 
Server 2012 R2 リモート デスクトップで使用できません。

n デバイスおよびオペレーティング システムの制約のため、Horizon Client の機能には、Android デバイスで

しか動作しない機能、また Chromebook デバイスでしか動作しない機能があります。制約については、本ガ

イド内の該当する機能のセクションに記載しています。

サポート対象の Linux デスクトップ

サポートされる Linux ゲスト オペレーティング システムと機能については、Horizon での Linux デスクトップの

セットアップを参照してください。

VMware Horizon Client for Android のインストールとセットアップ ガイド

VMware, Inc. 57



入力デバイス、キーボード、およびキーボード設定

リモート デスクトップまたは公開アプリケーションで、Bluetooth やドッキング型のキーボード デバイスとキーボ

ードを使用できます。自動的に文字を大文字にしたり、テキストを修正したりするなどの設定を行うこともできます。

外部キーボードと入力デバイスの使用

タブレットがサポートするデバイスの詳細については、タブレットの製造元からのドキュメントを参照してください。

一部の外部キーボードは、Horizon Client が自動的に検出します。他の外部キーボードについては、3 本指で同時

にタブレット画面をタップするか、[キーボード] アイコンをタップして、キーボードを検出する必要があります。リ

モート デスクトップまたは公開アプリケーションを全画面表示モードで使用する場合、[キーボード] アイコンは 

Horizon Client ツール ラジアル メニューにあります。全画面表示モードを使用しない場合、[キーボード] アイコ

ンは Horizon Client ツールバーにあります。

注：   Kindle Fire タブレットでは、3 本の指でタップしても、オンスクリーン キーボードは表示されません。[キ
ーボード] アイコンを代わりに使用して、オンスクリーン キーボードを表示できます。

Horizon Client が外部キーボードを検出すると、Horizon Client ツールや 3 本指のタップを使用してオンスクリ

ーン キーボードを表示することができなくなることがあります。最初に [Eject] キーを押して外部キーボードを無

効にする必要があります。

国際オンスクリーン キーボードの使用

正しい入力方法が設定されていれば、英語（米国）、日本語、フランス語、ドイツ語、簡体字中国語、繁体字中国語、

韓国語、スペイン語で文字を入力できます。

キーボードまたは音声の言語の選択または選択解除を行うには、オンスクリーン キーボードの Keyboard 
Settings（キーボード設定）キーをタップします。Keyboard Settings（キーボード設定）キーは、オンスクリー

ン キーボードの下段の左端のキーです。設定の選択が完了したら、[戻る] ボタンをタップして、ダイアログ ボック

スを閉じます。

スタイラスの使用

スタイラスをサポートしている Android デバイスでは、リモート デスクトップと公開アプリケーションでスタイラ

スを使用できます。たとえば、Samsung Galaxy S4 のリモート デスクトップまたは公開アプリケーションでスタ

イラスを使用できます。すべての機能を使用するには、リモート デスクトップまたは公開アプリケーションに接続す

るときに VMware Blast 表示プロトコルを使用します。PCoIP 表示プロトコルを使用すると、スタイラスは指のタ

ッチと同じように動作します。

リアルタイム オーディオビデオ機能の使用

リアルタイム オーディオビデオ機能を使用すれば、リモート デスクトップまたは公開アプリケーションでクライア

ント デバイスの内蔵カメラやマイクを使用できます。リアルタイム オーディオビデオは、Skype、WebEx、

Google ハングアウトなどの標準的な会議アプリケーションと互換性があります。

Horizon Client をクライアント デバイスにインストールすると、リアルタイム オーディオビデオがデフォルトで有

効になります。

VMware Horizon Client for Android のインストールとセットアップ ガイド

VMware, Inc. 58



リモート デスクトップおよび公開アプリケーションにリアルタイム オーディオビデオ機能を設定する方法について

は、Horizon でのリモート デスクトップ機能の構成ドキュメントを参照してください。

Horizon Client を Android 6 以降のデバイスにインストールすると、Horizon Client からカメラやマイクロフォ

ンへのアクセスを許可するよう指示されます。リモート デスクトップまたは公開アプリケーションでカメラやマイ

クを使用する場合は、アクセスを許可する必要があります。カメラまたはマイクロフォンへのアクセスは、Android 
の設定アプリで有効または無効にできます。Android 6 より前の Android デバイスの場合、カメラとマイクロフ

ォンへのアクセス許可がデフォルトで開きます。

別のアプリケーションがカメラを使用している場合、このカメラをリモート デスクトップまたは公開アプリケーショ

ンで同時に使用することはできません。また、リモート デスクトップや公開アプリケーションがカメラを使用してい

る場合、このカメラをクライアント デバイスで同時に使用することはできません。

クライアント デバイスにフロント カメラとバック カメラの両方が搭載されている場合には、リモート デスクトップ

または公開アプリケーションで使用するカメラを選択できます。全画面表示モードで使用している場合、Horizon 
Client Tools のラジアル メニュー アイコン、歯車アイコンの順にタップし、[カメラ]、[カメラを選択] の順にタッ

プして、使用するカメラをタップします。全画面表示モードを使用していない場合、Horizon Client ツールバーの

右上隅にある [設定] をタップします。[カメラ] の設定は、カメラを起動した場合にのみ使用できます。

タッチ リダイレクトでのネイティブ オペレーティング システム ジ
ェスチャの使用

タッチ リダイレクト機能を使用すると、リモート デスクトップまたは公開アプリケーションで、タッチ機能対応の

モバイル デバイスのネイティブ オペレーティング システムが提供するジェスチャ機能を使用できます。たとえば、

Windows 8.1 リモート デスクトップの項目をタッチして押したままにしてから放し、項目のコンテキスト メニュ

ーを表示することができます。

タッチ リダイレクトを有効にすると、ダブルクリックやピンチなどの Horizon Client のローカル ジェスチャは機

能しなくなります。Unity Touch サイドバーを表示するには、Unity Touch タブ ボタンをドラッグする必要があ

ります。

ほとんどのリモート デスクトップの場合、接続するとタッチ リダイレクトがデフォルトで有効になります。

タッチ リダイレクトを無効にするには、[設定] を開いて [タッチ] をタップし、[Windows ネイティブのタッチ動

作] 設定をオフにします。リモート デスクトップまたは公開アプリケーションに全画面表示モードで接続している

場合は、Horizon Client ツール ラジアル メニュー アイコンをタップして、歯車のアイコンをタップします。全画

面表示モードを使用していない場合、Horizon Client ツールバーの右上隅のメニューで [設定] をタップします。リ

モート デスクトップまたは公開アプリケーションに接続していない場合は、Horizon Client ウィンドウの右上隅に

ある歯車アイコンをタップします。

リモート デスクトップでの Unity Touch サイドバーの使用

Unity Touch サイドバーからリモート デスクトップのアプリケーションやファイルにすばやく移動できます。こ

のサイドバーから、リモート デスクトップのファイルおよびアプリケーションを開いたり、実行しているアプリケー

ションを切り替えたり、ウィンドウやアプリケーションを最小化または最大化したり、元の大きさに戻したり、閉じ

たりできます。
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Unity Touch 機能は、Horizon 管理者が許可した場合に限って使用できます。ユーザーがフローティング デスク

トップを持っている場合、ユーザーのお気に入りのアプリケーションおよびファイルは、リモート デスクトップ用に 

Windows 移動プロファイルが構成されている場合に限って保存できます。Horizon 管理者は、サイドバーが初め

て表示されたときにエンド ユーザーに表示されるデフォルトの [お気に入りのアプリケーション] リストも作成でき

ます。詳細については、Horizon でのリモート デスクトップ機能の構成ドキュメントの「Unity Touch の設定」

を参照してください。

Unity Touch 機能を有効にすると、最初にリモート デスクトップに接続するときに、ウィンドウの左側にサイドバ

ーが表示されます。

Unity Touch サイドバーが閉じている場合は、ウィンドウの左側にタブが表示されます。このタブを右にスワイプ

すると、サイドバーを開くことができます。このタブは上または下へスライドさせることもできます。

Unity Touch サイドバーから、リモート デスクトップでさまざまな操作を実行できます。

表 4-1. リモート デスクトップの Unity Touch サイドバーのアクション

アクション 手順

オンスクリーン キーボードを表示また

は非表示にする

（シン クライアントのみ）[キーボード] アイコンを選択します。

Horizon Client 設定を変更する （シン クライアントのみ）[設定] アイコンを選択します。

リモート デスクトップから切断 （シン クライアントのみ）[切断] アイコンを選択します。

サイドバーを表示 タブを右にスワイプします。サイドバーが開いているときは、リモート デスクトップのウィンドウや 

Horizon Client ツール ラジアル メニューでの操作を実行できません。

サイドバーを非表示にする タブを左にスワイプしてサイドバーを閉じます。サイドバーが開いているときは、リモート デスクトップ

のウィンドウや Horizon Client ツール ラジアル メニューでの操作を実行できません。

アプリケーションに移動 [すべてのプログラム] をタップして、Windows の [スタート] メニューからの操作と同じようにアプリケ

ーションに移動します。

ファイルへの移動 [マイ ファイル] をタップして ユーザー フォルダにアクセスし、ファイルに移動します。[マイ ファイル] に
は、マイ ピクチャ、マイ ドキュメント、および ダウンロード などのフォルダが含まれます。

[マイ ファイル] には、ユーザー プロファイルのフォルダが含まれます (%USERPROFILE% ディレクトリ)。
%USERPROFILE% ディレクトリに システム フォルダを移動すると、ローカルに移動したフォルダか、ネッ

トワーク共有フォルダかにかかわらず、[マイ ファイル] メニューは移動したフォルダからコンテンツを表

示できます。

アプリケーションまたはファイルの検

索

n [検索] ボックスをタップし、アプリケーションまたはファイルの名前を入力します。

n 音声読み上げを使用するには、キーボードでマイクロフォンをタップします。

n アプリケーションまたはファイルを起動するには、検索結果でアプリケーションまたはファイルの名前

をタップします。

n サイドバーのホーム表示に戻るには、[X] をタップして [検索] ボックスを閉じます。

アプリケーションまたはファイルを開

く

サイドバーのファイルまたはアプリケーションの名前をタップします。アプリケーションが起動し、サイド

バーが閉じます。

動作中のアプリケーションまたは開い

ているウィンドウの切り替え

[動作中のアプリケーション] でアプリケーション名をタップします。複数のファイルがひとつのアプリケ

ーションで開かれている場合、アプリケーションの横の山形マーク ([>]) をタップしてリストを展開しま

す。

動作中のアプリケーションまたはウィ

ンドウを最小化する

コンテキスト メニューが表示されるまで [動作中のアプリケーション] の下のアプリケーション名をタッ

チして押したままにします。[最小化] をタップします。
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表 4-1. リモート デスクトップの Unity Touch サイドバーのアクション （続き）

アクション 手順

動作中のアプリケーションまたはウィ

ンドウを最大化する

コンテキスト メニューが表示されるまで [動作中のアプリケーション] の下のアプリケーション名をタッ

チして押したままにします。[最大化] をタップします。

動作中のアプリケーションまたはウィ

ンドウを閉じる

コンテキスト メニューが表示されるまで [動作中のアプリケーション] の下のアプリケーション名をタッ

チして押したままにします。[閉じる] をタップします。

実行中のアプリケーションまたはウィ

ンドウを元のサイズと位置に戻す

コンテキスト メニューが表示されるまで [動作中のアプリケーション] の下のアプリケーション名をタッ

チして押したままにします。[元に戻す] をタップします。

お気に入りのアプリケーションまたは

ファイルの一覧を作成

1 アプリケーションまたはファイルを検索するか、[お気に入りのアプリケーション] または [お気に入り

のドキュメント] リストの下にある [管理] をタップします。

[管理] バーが表示されない場合、[お気に入りのアプリケーション] または [お気に入りのファイル] の
横の山形マーク ([>]) をタップします。

2 使用できるアプリケーションまたはファイルの検索結果またはリストで、お気に入りの名前の横にある

チェックボックスをタップします。

最後に追加したお気に入りがお気に入りリストの最上部に表示されます。

すべてのモバイル デバイスでお気に入りが記憶されます。たとえば、使用しているスマート フォンでもタ

ブレットでも同じリストを持つことになります。

お気に入りリストからアプリケーショ

ンまたはファイルを削除する

1 アプリケーションまたはファイルを検索するか、[お気に入りのアプリケーション] または [お気に入り

のドキュメント] リストの下にある [管理] をタップします。

[管理] バーが表示されない場合、[お気に入りのアプリケーション] または [お気に入りのドキュメン

ト] の横の山形マーク ([>]) をタップします。

2 お気に入りリストでアプリケーションまたはファイルの名前の横にあるチェックマークをタップして

削除します。

お気に入りリストでアプリケーション

またはファイルの順序を変更する

1 [お気に入りのアプリケーション] または [お気に入りのドキュメント] リストの下の [管理] をタップ

します。

[管理] バーが表示されない場合、[お気に入りのアプリケーション] または [お気に入りのドキュメン

ト] の横の山形マーク ([>]) をタップします。

2 お気に入りリストで、アプリケーション名またはファイル名の左側にあるハンドルにタッチして押した

ままにし、お気に入りをリストの上下にドラッグします。

公開アプリケーションでの Unity Touch サイドバーの使用

Unity Touch サイドバーから公開アプリケーションにすばやく移動できます。このサイドバーから、公開アプリケ

ーションを起動したり、動作中の公開アプリケーションを切り替えたり、公開アプリケーションのウィンドウを最小

化または最大化したり、元の大きさに戻したり、閉じたりできます。また、リモート デスクトップに切り替えること

もできます。

Unity Touch 機能は、Horizon 管理者が許可した場合に限って使用できます。

Unity Touch 機能を有効にすると、最初に公開アプリケーションに接続するときに、ウィンドウの左側に Unity 
Touch サイドバーが表示されます。Unity Touch サイドバーが閉じている場合は、ウィンドウの左側にタブが表示

されます。このタブを右にスワイプすると、サイドバーを再び開くことができます。このタブは上または下へスライ

ドさせることもできます。

Unity Touch サイドバーから、公開アプリケーションでさまざまな操作を実行できます。
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表 4-2. 公開アプリケーションへの Unity Touch サイドバーの操作

アクション 手順

オンスクリーン キーボードを表示または

非表示にする

（シン クライアントのみ）[キーボード] アイコンを選択します。

Horizon Client の設定を変更する （シン クライアントのみ）[設定] アイコンを選択します。

公開アプリケーションとの接続を切断す

る

（シン クライアントのみ）[切断] アイコンを選択します。

サイドバーを表示 タブを右にスワイプしてサイドバーを開きます。このサイドバーが開いていると、公開アプリケーション

のウィンドウで操作することはできません。

サイドバーを非表示にする タブを左にスワイプしてサイドバーを閉じます。このサイドバーが開いていると、公開アプリケーション

のウィンドウで操作することはできません。

動作中の公開アプリケーションを切り替

える

[現在の接続] でアプリケーションをタップします。

注：   データの消失を避けるため、複数セッション モードの公開アプリケーションから切り替える前に、

データを保存します。

公開アプリケーションを開く サイドバーの [アプリケーション] で公開アプリケーションの名前をタップします。公開アプリケーショ

ンが起動し、サイドバーが閉じます。

動作中の公開アプリケーションを閉じる 1 コンテキスト メニューが表示されるまで、[現在の接続] の下の公開アプリケーションの名前をタッ

チして押したままにします。

2 [閉じる] をタップします。

動作中の公開アプリケーションを最小化

する

1 コンテキスト メニューが表示されるまで、[現在の接続] の下の公開アプリケーションの名前をタッ

チして押したままにします。

2 [最小化] をタップします。

動作中の公開アプリケーションを最大化

する

1 コンテキスト メニューが表示されるまで、[現在の接続] の下の公開アプリケーションの名前をタッ

チして押したままにします。

2 [最大化] をタップします。

動作中の公開アプリケーションをリスト

アする

1 コンテキスト メニューが表示されるまで、[現在の接続] の下の公開アプリケーションの名前をタッ

チして押したままにします。

2 [元に戻す] をタップします。

リモート デスクトップに切り替える [デスクトップ] でリモート デスクトップの名前をタップします。

モバイル デバイスでの Horizon Clientツール の使用

モバイル デバイスの場合、Horizon Client ツールには、オンスクリーン キーボード、仮想タッチパッド、設定、お

よび矢印キーや機能キー用の仮想キーパッドを表示するためのボタンが含まれます。

リモート デスクトップまたは公開アプリケーションを全画面表示モードで使用している場合、Horizon Client ツー

ル ラジアル メニュー アイコンがウィンドウの右側に表示されます。ラジアル メニュー アイコンをドラッグして場

所を変更できます。タップするとラジアル メニューが展開され、各ツールのアイコンが表示されます。このアイコン

はタップで選択することができます。ツール アイコンの外をタップするとアイコンが折りたたまれてラジアル メニ

ュー アイコンに戻ります。
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リモート デスクトップまたは公開アプリケーションが全画面表示モードでない場合、ツールバーはウィンドウの上の

メニュー バーの右側に表示されます。ツールバーの [全画面表示] アイコンをタップすると、全画面表示モードにな

ります。全画面表示モードの場合は、ラジアル メニューの同様のアイコンをタップすると、全画面表示モードが終了

します。

ラジアル メニューにはいくつかのツールが含まれます。

表 4-3. ラジアル メニュー アイコン

アイコン 説明

Horizon Client ツール ラジアル メニュー

切断

オンスクリーン キーボード（表示または非表示に切り替え）

設定

ナビゲーション キー

仮想タッチパッド

動作ヘルプ

全画面表示モードの終了

オンスクリーン キーボード

オンスクリーン キーボードには、標準オンスクリーン キーボードよりも多くの、たとえば、コントロール キーやフ

ァンクション キーなどのキーがあります。オンスクリーン キーボードを表示するには、画面を同時に 3 本の指でタ

ップするか、[キーボード] アイコンをタップします。

リモート デスクトップまたは公開アプリケーションを全画面表示モードで使用する場合、Horizon Client ツール ラ
ジアル メニューにある [キーボード] アイコンをタップします。全画面表示モードを使用しない場合、Horizon 
Client ツールバーにある [キーボード] アイコンをタップします。
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メモ帳や新しい連絡先などでテキスト フィールドをタップするとオンスクリーン キーボードが表示される機能を利

用することもできます。テキスト フィールドでない領域をタップすると、キーボードが消えます。

この機能をオンまたはオフにするには、[キーボード ポップアップ] オプションと [キーボードの消去] オプションを

使用します。全画面表示モードでリモート デスクトップまたは公開アプリケーションを使用しているときにこれら

のオプションを表示するには、Horizon Client ツール ラジアル メニュー アイコンをタップし、歯車のアイコン、

[キーボード] の順にタップします。全画面表示モードを使用していない場合、Horizon Client ツールバーの右上隅

のメニューで [設定] をタップします。リモート デスクトップまたは公開アプリケーションに接続していない場合

は、デスクトップおよびアプリケーションの選択ウィンドウの右上隅にある [設定]（歯車）アイコンをタップしま

す。

注：   Kindle Fire タブレットでは、3 本の指でタップしても、オンスクリーン キーボードは表示されません。

Horizon Client ツールバーの [キーボード] アイコンを代わりにタップすると、オンスクリーン キーボードを表示

できます。

外部キーボードを使用している場合、1 行オンスクリーン キーボードが表示されることがあります。このキーボード

には機能キー、Ctrl キー、Alt キー、Windows キー、および矢印キーが含まれます。外部キーボードによっては、

これらのすべてのキーが揃っていない場合があります。

文字列の送信

オンスクリーン キーボードで、Ctrl キー左横のペン アイコンをタップして、ローカル入力バッファを表示させます。

テキスト ボックスに入力した文字列は、[送信] をタップするまでアプリケーションに送信されません。]たとえば、

Notepad などのアプリケーションを開き、ペン アイコンをタップした場合、入力した文字列は[送信]をタップする

まで Notepad アプリケーション内に表示されません。

ネットワーク接続が低速度の場合、この機能を使用します。つまり、この機能を使用すると、文字を入力しても、ア

プリケーション内に直ちに表示されません。この機能を使用して、最大 1,000 文字を入力し、[送信]または[戻る]を
タップして、アプリケーション内に 1,000 文字すべてを同時に表示させることができます。

ナビゲーション キー

Horizon Client ツールまたはオンスクリーン キーボード上の [Ctrl/Page] アイコンをタップして、ナビゲーショ

ン キーを表示します。これらのキーには、Page Up キー、Page Down キー、矢印キー、機能キーおよび 

Windows 環境でよく使用する Alt キー、Del キー、Shift キー、Ctrl キー、Windows キー、Esc キーを含んで

います。矢印キーを押し続け、連続して動かすことができます。Ctrl/Page アイコンの写真については、このトピッ

クの先頭の表を参照してください。

Ctrl + Shift など Shift キーを含むキーの組合せを使用する必要がある場合、このキーパッドの Shift キーを使用し

ます。Ctrl + Alt + Shift などこれらのキーの組合せをタップするには、最初にオンスクリーンの Ctrl キーをタップ

します。Ctrl キーが青色に変わってから、オンスクリーンの Alt キーをタップします。Alt キーが青色に変わってか

ら、オンスクリーンの Shift キーをタップします。Ctrl + Alt + Del のキーの組合せに対応する単一のオンスクリー

ン キーを利用できます。

オンスクリーン タッチパッドとフルスクリーン タッチパッド

仮想タッチパッドは、ラップトップ コンピュータのタッチパッドを模した通常サイズ、またはデバイスの画面全体が

タッチパッドとなる全画面表示の、いずれかを選択できます。
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デフォルトでは、タッチパッドのアイコンをタップすると、画面上の任意の場所をタッチすることでマウス ポインタ

を移動できます。画面がフルスクリーン タッチパッドになります。

n タッチパッドの周りで指を動かして、マウスポインタを作成し、リモート デスクトップまたは公開アプリケーシ

ョンの周りを移動させます。

n 通常サイズおよび全画面表示の仮想タッチパッドでは、シングルクリックにもダブルクリックにも使用できます。

n 通常サイズのタッチパッドには、左クリックボタンと右クリックボタンもあります。

n 2 本の指でタップし、ドラッグして垂直方向にスクロールします。

通常サイズの仮想タッチパッドをデバイスの端にドラッグすれば、デバイスを手に持ちながら親指でタッチパッドの

操作を行うことができます。

[フルスクリーン タッチパッド] 設定をオフに設定すると、仮想タッチパッドをラップトップのタッチパッドと似た動

作にでき、右クリックや左クリックのボタンを使用できます。リモート デスクトップまたは公開アプリケーションを

全画面表示モードで使用している場合は、Horizon Client ツール ラジアル メニュー アイコン、歯車のアイコン、

[タッチ] の順にタップして、[フルスクリーン タッチパッド] 設定を選択解除します。

タッチパッド使用時のポインタの移動速度を調整するには、[タッチパッド感度] オプションを調整します。リモート 

デスクトップまたは公開アプリケーションを全画面表示モードで使用している場合は、Horizon Client ツール ラジ

アル メニュー アイコン、歯車のアイコン、[タッチ]、[タッチパッドの感度] の順にタップして、スライダをドラッ

グします。

全画面表示モードを使用していない場合、[設定] は Horizon Client ツールバーの右上隅のメニューにあります。リ

モート デスクトップまたは公開アプリケーションに接続していない場合は、Horizon Client ウィンドウの右上隅に

ある [設定]（歯車）アイコンをタップします。

動作

VMware は、Windows 以外のデバイス上で、従来の Windows ユーザー インターフェイス要素をナビゲートす

るためのユーザーとの対話補助を開発しました。

クリック

他のアプリケーションと同様に、ユーザー インターフェイスのエレメントにタップしてクリックします。

右クリック

次のオプションが右クリック用に利用可能です。

n Horizon Client ツールを使用して通常サイズの仮想タッチパッドを表示し、タッチパッドの右クリック ボタン

を使用します。

n タッチ画面で 2 本の指でほぼ同時にタップします。右クリックが最初の指のタップで発生します。

n 一部のデバイスでは、USB マウスや Bluetooth マウスなどの外部マウスを使用して右クリックできます。
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スクロールおよびスクロールバー

垂直方向のスクロールには次のオプションが利用可能です。

n タッチ画面で 1 本または 2 本の指でタップし、ドラッグしてスクロールします。指の下のテキストが指の動きを

同じ方向に移動します。

重要：   ズームイン時、オンスクリーン キーボードの表示時、フルスクリーン タッチパッド使用時は、1 本指で

スクロールすことはできません。

n Horizon Client ツールを使用してタッチパッドを表示し、次にタッチパッドを 2 本指でタップして、ドラッグ

でスクロールします。

n オンスクリーン タッチパッドを使用して、マウス ポインターを移動させ、スクロールバーをクリックします。

ズームインおよびズームアウト

他のアプリケーションと同様に、タッチ画面で 2 本以上の指をつまむようにして近づけたり離したりすることで、拡

大/縮小を行うことができます。

画面のリサイズ

フルスクリーン タッチパッドを使用してウィンドウのサイズを変更する場合は、ウィンドウの隅または左右の辺を 1 
本の指でタッチして押したままドラッグします。

通常サイズの仮想タッチパッドを使用する場合は、左クリック ボタンをタッチして押したままにし、ウィンドウのコ

ーナーまたは左右の辺をドラッグします。

音声、音楽、そしてビデオ

デバイスで音声がオンになっている場合、リモート デスクトップでオーディオを再生することができます。

シン クライアントの使用

Horizon Client がシン クライアントにインストールされている場合、Windows ユーザー インターフェイス要素

の操作方法は、シン クライアント モデルと、シン クライアントで使用している外部入力デバイスによって異なりま

す。詳細については、シン クライアントでの Horizon Client の使用を参照してください。

マルチタスク

Horizon Client とその他のアプリケーションは、リモート デスクトップや公開アプリケーションから切断されるこ

となく切り替えることができます。

WiFi ネットワークでは、デフォルトで Horizon Client がバックグラウンドで無期限に稼動します。3G ネットワ

ークでは、別のアプリケーションに切り替えたときに Horizon Client はデータ転送をサスペンドします。Horizon 
Client に戻すとデータ転送は再開します。

アプリケーションがバックグラウンドで稼動し、リモート デスクトップまたは公開アプリケーションに接続している

ときは、Horizon Client アイコンがステータスバーに表示されます。Horizon Client に戻すには、ステータス バ
ー内のアイコンをタップします。
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テキストとイメージのコピー アンド ペースト

デフォルトでは、クライアント デバイスのプレーン テキストと HTML 形式のリッチ テキストをコピーして、リモ

ート デスクトップまたは公開アプリケーションに貼り付けることができます。

Horizon 管理者がこれらの機能を有効にしている場合、リモート デスクトップまたは公開アプリケーションからプ

レーン テキストや HTML 形式のリッチ テキストをコピーし、貼り付けることができます。また、リモート セッシ

ョン間でのコピー アンド ペーストも可能です。たとえば、任意のリモート デスクトップから別のリモート デスクト

ップにイメージをコピーアンドペーストできます。

Horizon 管理者は、クライアント デバイスからリモート デスクトップまたは公開アプリケーションへのコピー アン

ド ペースト操作のみを許可する、リモート デスクトップまたは公開アプリケーションからクライアント デバイスへ

のコピー アンド ペースト操作のみを許可する、その両方を許可する、またはどちらも許可しないように、この機能

を構成できます。

イメージやリッチ テキストをコピーして貼り付ける場合、次の制限があります。

n リモート デスクトップまたは公開アプリケーションからイメージをコピーして、クライアント デバイスに貼り

付けることはできません。

n クリップボード ソースが Google Docs などの Google アプリケーションの場合、クライアント デバイスが 

Google の Web サイトにアクセスできれば、イメージをコピーして貼り付けることができます。

n クライアント デバイスからイメージとリッチ テキスト（またはプレーン テキスト）をまとめてコピーして、リ

ッチ テキストにしか対応していないコピー先（WordPad など）を貼り付けると、イメージは破棄され、テキ

ストのみが貼り付けられます。イメージをコピー アンド ペーストするには、イメージのみを選択する必要があ

ります。Microsoft Word など、コピー先のアプリケーションが HTML / XML 形式のリッチ テキストをサポ

ートしている場合、このような制限はありません。

n Horizon 管理者は、コピー アンド ペーストする時に、グループ ポリシーを使用してクリップボードの形式を制

限できます。Microsoft Office のチャートおよび Smart Art データと Microsoft の文字効果データについ

ては、クリップボードの形式フィルタ ポリシーはサポートされません。クリップボードの形式フィルタ ポリシ

ーについては、Horizon でのリモート デスクトップ機能の構成ドキュメントを参照してください。スマート ポ
リシーを使用したリモート デスクトップのコピー アンド ペーストの動作の制御は、サポートされていません。

リモート デスクトップまたは公開アプリケーションからクライアント デバイスにコピーできるのは、最大で 64 KB 
のデータまでです。この制限を超えるプレーン テキストは切り詰められます。リッチ テキストはプレーン テキスト

に変換されます。

どのタイプのコピー アンド ペーストの操作でも、クリップボードは最大で 1 MB のデータを処理できます。プレー

ン テキストとリッチ テキスト データを合わせたサイズが最大クリップボード サイズより小さければ、フォーマット

されたテキストが貼り付けられます。リッチ テキストは多くの場合に分割できないため、テキストとフォーマットの

サイズが最大クリップボード サイズより大きい場合は、リッチ テキストが破棄されてプレーン テキストが貼り付け

られます。1 回の操作では選択したフォーマット テキストすべてを貼り付けできない場合は、1 回の操作でコピー ア
ンド ペーストを行うサイズを小さくする必要があります。

異なるリモート セッション間でイメージをコピーする場合、クリップボードの最大サイズは 1 MB になります。
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コピー アンド ペースト アクティビティの記録

クリップボード監査機能を有効にすると、Horizon Agent は、コピーアンドペースト アクティビティに関する情報

をエージェント マシンのイベント ログに記録します。デフォルトでは、クリップボード監査機能は無効になってい

ます。

クリップボード監査機能を有効にするには、[クリップボード監査の設定] グループ ポリシー設定を使用する必要があ

ります。

オプションで、[クライアントが監査をサポートしていないときに、クライアント側へのクリップボードのリダイレク

トをブロックするかどうかを設定します] グループ ポリシー設定を使用して、クリップボード監査機能をサポートし

ていないクライアントでクリップボード リダイレクトをブロックするかどうか指定できます。

クリップボード リダイレクトのグループ ポリシー設定の詳細については、Horizon でのリモート デスクトップ機能

の構成を参照してください。

この機能を使用するには、エージェント マシンに Horizon Agent 7.7 以降が必要です。

コピーアンドペースト アクティビティの情報が記録されるイベント ログの名前は VMware Horizon RX Audit 
です。エージェント マシンでイベント ログを表示するには、Windows イベント ビューアを使用します。イベント 

ログを一元的に表示するには、VMware Log Insight または Windows Event Collector を設定します。Log 
Insight の詳細については、https://docs.vmware.com/jp/vRealize-Log-Insight/index.html を参照してくだ

さい。Windows Event Collector 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。

テキスト ファイルとイメージ ファイルのドラッグ

クライアント デバイスのローカルのストレージから、テキスト ファイルやイメージ ファイルをリモート デスクトッ

プで開いているアプリケーションまたは公開アプリケーションにドラッグして、アプリケーション内にファイルのコ

ンテンツをドロップすることができます。この機能を使用するには、Android 7.0 以降のデバイスか、Chrome OS 
M63 以降が実行されている Chromebook が必要です。

たとえば、Android スマートフォンを使用している場合、[設定] - [ストレージ] - [エクスプローラ] の順に選択しま

す。または、MyFiles アプリケーションを開いてフォルダを選択し、テキスト ファイルをリモート デスクトップの 

WordPad アプリケーションにドラッグします。Chromebook デバイスを使用している場合は、ダウンロード フォル

ダまたは Chromebook デバイスに接続している USB デバイスからファイルをドラッグできます。

この機能には次の制限があります。

n ドラッグできるデータの最大サイズは 1 MB です。

n リッチ テキスト (RTF) 形式のテキストはドラッグできません。

n 複数のファイルを選択すると、最初のファイルの内容のみがアプリケーションにドロップされます。

n リモート デスクトップや公開アプリケーションのテキスト ファイルやイメージ ファイルをクライアント デバ

イスにドラッグすることはできません。

この機能は、Horizon 管理者側で [クリップボード リダイレクトの構成] グループ ポリシー設定を使用すると無効

にできます。詳細については、Horizon でのリモート デスクトップ機能の構成を参照してください。
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リモート デスクトップまたは公開アプリケーションからの印刷

VMware Integrated Printing 機能を使用すると、リモート デスクトップまたは公開アプリケーションから、ネッ

トワーク プリンタまたはローカル接続のプリンタで印刷することができます。

この機能を使用するには、仮想マシンまたは RDS ホストに Horizon Agent がインストールされている必要があり

ます。また、VMware Integrated Printing オプションが有効になっている必要があります。詳細については、

Horizon での仮想デスクトップのセットアップまたは Horizon での公開されたデスクトップとアプリケーション

のセットアップを参照してください。

リモート デスクトップまたは公開アプリケーションからの印刷は 2 段階で行います。たとえば、Windows アプリ

ケーションで [ファイル] - [印刷] の順に選択し、モバイル デバイスに属する仮想プリンタを選択して [印刷] をタッ

プします。デバイスの [印刷] ダイアログ ボックスが表示されます。この [印刷] ダイアログ ボックスで、[印刷] を
再度クリックします。必要に応じて、印刷部数や用紙サイズなど、ローカル印刷オプションを選択できます。

Horizon 管理者は、[デスクトップ以外のクライアントでプリンタ リダイレクトを無効にする] グループ ポリシー設

定を使用して、VMware Integrated Printing 機能を無効にできます。詳細については、Horizon でのリモート 

デスクトップ機能の構成を参照してください。

リモート デスクトップまたは公開アプリケーションでの USB デバイ
スの使用

USB リダイレクト機能を使用すると、小型のフラッシュ ドライブなど、ローカルで接続された USB デバイスをリ

モート デスクトップまたは公開アプリケーションで使用できます。

USB リダイレクト機能を使用すると、クライアント デバイスに接続されているほとんどの USB デバイスが 

Horizon Client のメニューで使用できるようになります。USB デバイスの接続や接続解除にも、このメニューを使

用します。

USB デバイスの要件と USB リダイレクトの制限については、Horizon でのリモート デスクトップ機能の構成の

「リモート デスクトップおよびアプリケーションでの USB デバイスの使用」を参照してください。

前提条件

n リモート デスクトップや公開アプリケーションに USB デバイスをリダイレクトするには、Horizon 管理者側

で USB リダイレクト機能を有効にしておく必要があります。

このタスクには、Horizon Agent の USB リダイレクト コンポーネントのインストールが含まれ、USB リダ

イレクトに関するポリシー設定が含まれる場合もあります。詳細については、Horizon でのリモート デスクト

ップ機能の構成を参照してください。

n リモート デスクトップで、Session Enhancement SDK 機能経由での USB が有効になっていることを確認

します。詳細については、Horizon でのリモート デスクトップ機能の構成の「Session Enhancement SDK 
機能経由での USB の有効化」を参照してください。

n USB リダイレクトの制限事項 を確認してください。

手順

1 サーバに接続します。

VMware Horizon Client for Android のインストールとセットアップ ガイド

VMware, Inc. 69



2 デスクトップとアプリケーションの選択ウィンドウの右上隅にある [プロトコルの切り替え] アイコンをタップ

して、[VMware Blast] をタップします。

USB リダイレクト機能を使用するには、VMware Blast プロトコルを使用する必要があります。

3 リモート デスクトップまたは公開アプリケーションに接続します。

4 [設定] を開き、[USB リダイレクト] をタップします。

n リモート デスクトップまたは公開アプリケーションに全画面表示モードで接続している場合は、Horizon 
Client ツール ラジアル メニュー アイコンをタップして、歯車のアイコンをタップします。

n 全画面表示モードを使用していない場合、Horizon Client ツールバーの右上隅のメニューで [設定] をタッ

プします。

使用可能な USB デバイスが USB リダイレクト リストに表示されます。使用可能な USB デバイスがない場

合は、「使用できる適切なデバイスがありません」が表示されます。

5 リモート デスクトップまたは公開アプリケーションにリダイレクトする USB デバイスの横にあるチェック ボ
ックスを選択します。

システム ダイアログが開き、USB デバイスへの Horizon Client アクセス権を付与するように求められます。

6 USB デバイスへの Horizon Client アクセス権を許可するには、[OK] をクリックします。

デフォルトでは、[この USB デバイスにデフォルトで使用] チェック ボックスを選択することで、USB デバイ

スに Horizon Client アクセス権を付与できます。デバイスが切断されるまで、デバイスへのアクセス権は有効

になります。

結果

リダイレクトされた USB デバイスがリモート デスクトップや公開アプリケーションに表示されます。USB デバイ

スがリモート デスクトップや公開アプリケーションに表示されるまで、20 秒ほどかかる場合があります。

次のステップ

リモート デスクトップまたは公開アプリケーションから USB デバイスを切断するには、この手順を繰り返します。

ただし、USB リダイレクト リストで USB デバイスのチェック ボックスをオフにします。

USB リダイレクトの制限事項

USB リダイレクト機能には、特定の制限があります。

n Horizon Client のメニューから USB デバイスにアクセスして、リモート デスクトップまたは公開アプリケー

ションでその USB デバイスを使用しているとき、ローカル デバイス上ではそのデバイスにアクセスできませ

ん。

n キーボードやポインティング デバイスなどのヒューマン インターフェイス デバイスを含め、メニューには表示

されないが、リモート デスクトップまたは公開アプリケーションには表示される USB デバイス。リモート デ
スクトップまたは公開アプリケーションとローカル コンピュータは、これらのデバイスを同時に使用します。こ

れらの USB デバイスとのやりとりは、ネットワーク遅延のため低速になる場合があります。

n 大容量 USB ディスク ドライブは、リモート デスクトップまたは公開アプリケーションに表示されるまでに数

分かかる場合があります。

VMware Horizon Client for Android のインストールとセットアップ ガイド

VMware, Inc. 70



n USB デバイスによっては特定のドライバが必要になります。必要なドライバがまだインストールされていない

場合、USB デバイスをリモート デスクトップまたは公開アプリケーションに接続すると、ドライバのインスト

ールを求められます。

n USB オーディオ デバイスのリダイレクトは、ネットワークの状態に依存し、信頼できません。一部のデバイス

では、アイドル状態のときでさえ、高いデータ スループットが必要です。オーディオ入力デバイスと出力デバイ

スは、リアルタイム オーディオビデオ機能で適切に動作します。これらのデバイスに対する USB リダイレクト

を使用する必要はありません。

n 管理者ユーザーとして接続する場合を除き、公開デスクトップでは、リダイレクトされた USB ドライブをフォ

ーマットできません。

n USB デバイスをリモート デスクトップまたは公開アプリケーションに自動的に接続することはできません。

n USB デバイスのフィルタリングはサポートされていません。

n USB デバイスの分割はサポートされていません。

n Chromebook で公開アプリケーションの USB リダイレクトは使用できません。

公開アプリケーションへのドキュメントの保存

Microsoft Word、WordPad などの特定の公開アプリケーションを使ってドキュメントを作成したり保存したり

できます。これらドキュメントの保存場所は、企業のネットワーク環境によります。たとえば、ドキュメントがロー

カルのコンピュータにマウントされたホーム共有に保存される場合があります。

Horizon 管理者は、[リモート デスクトップ サービス ユーザー ホーム ディレクトリの設定] という RDS プロファ

イル グループ ポリシー設定を使用して、ドキュメントの保存先を指定できます。詳細については、Horizon でのリ

モート デスクトップ機能の構成を参照してください。

異なるクライアント デバイスでの公開アプリケーションの複数のセ
ッションの使用

公開アプリケーションの複数セッション モードを有効にすると、異なるクライアント デバイスからサーバにログイ

ンしたときに、同じ公開アプリケーションの複数のセッションを使用できます。

たとえば、クライアント A で公開アプリケーションを複数セッション モードで開き、同じ公開アプリケーションを

クライアント B で開くと、クライアント A で公開アプリケーションが開いたまま、クライアント B で公開アプリケ

ーションの新しいセッションが開きます。複数セッション モードが無効になっている場合（単一セッション モード

の場合）は、クライアント A の公開アプリケーションのセッションが切断され、クライアント B で再接続されます。

複数セッション モード機能には次の制限があります。

n Skype for Business など、複数のインスタンスをサポートしていないアプリケーションの場合、複数セッショ

ン モードは機能しません。

n 複数セッション モードで公開アプリケーションを使用しているときにアプリケーション セッションが切断され

ると、自動的にログアウトされ、未保存のデータは失われます。
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前提条件

Horizon 管理者は、アプリケーション プールの複数セッション モードを有効にする必要があります。Horizon 管
理者が許可しない限り、ユーザーは公開アプリケーションの複数セッション モードを変更できません。Horizon で
の公開されたデスクトップとアプリケーションのセットアップを参照してください。この機能には、Horizon 7 のバ

ージョン 7.7 以降が必要です。

手順

1 サーバに接続します。

2 Horizon Client ツールバーの右上隅で、アプリケーションのアイコンをタップし、[マルチ起動] をタップしま

す。

ツールバーにアプリケーションのアイコンが表示されていない場合は、縦に並んだ 3 つのドットをタップしま

す。複数セッション モードで使用できる公開アプリケーションがない場合、[マルチ起動] 設定は表示されませ

ん。

3 複数セッション モードで使用する公開アプリケーションをタップし、[OK] をタップします。

Horizon 管理者が公開アプリケーションに複数セッション モードを適用している場合、この設定を変更するこ

とはできません。

画面解像度と外部ディスプレイの使用

外部ディスプレイを Horizon Client で使用でき、画面解像度を変更できます。

クライアント デバイスを外部ディスプレイまたはプロジェクタに接続する場合、Horizon Client は一定の最大画面

解像度に対応しています。クライアント デバイスで使用する画面解像度を変更すれば、より大きな画面解像度のスク

ロールも可能になります。

リモート デスクトップの画面解像度の拡張

デフォルトでは、リモート デスクトップ全体がクライアント デバイス内に収まり、リモート デスクトップ アイコン

とタスク バー アイコンが一定のサイズになるように、ディスプレイの解像度が設定されています。解像度を高く設

定しても、クライアント デバイス内でリモート デスクトップが調整されますが、リモート デスクトップとタスク バ
ーのアイコンは小さくなります。

指でつまむようにして広げることで、リモート デスクトップを拡大してデバイスよりも大きくすることができます。

タップしてドラッグすれば、リモート デスクトップの端にアクセスすることができます。

ディスプレイの解像度設定の変更

[解像度] 設定を使用すれば、ディスプレイの解像度をより大きな値に設定できます。リモート デスクトップまたは公

開アプリケーションを全画面表示モードで使用している場合は、Horizon Client ツール ラジアル メニュー アイコ

ンをタップし、歯車のアイコン、[ディスプレイ]、[解像度] の順にタップします。全画面表示モードを使用していな

い場合、Horizon Client ツールバーの右上隅のメニューで [設定] をタップします。リモート デスクトップまたは

公開アプリケーションに接続していない場合は、デスクトップおよびアプリケーションの選択ウィンドウの右上隅に

ある [設定]（歯車）アイコンをタップします。
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高品質モードの使用

高品質モード機能を使用すると、リモート デスクトップと公開アプリケーションを最高品質で表示できます。

高品質モードを有効にするには、サーバに接続する前に、Horizon Client ウィンドウの右上隅にある [設定]（歯車）

アイコンをタップし、[表示]、[高品質モード] の順にタップします。リモート デスクトップまたは公開アプリケーシ

ョンに接続した後に [高品質モード] を有効にすることはできません。

高品質モード機能には次の要件と制限事項があります。

n 既存のセッションに高品質モード機能は使用できません。この機能を有効にするには、ログアウトして新しいセ

ッションにログインする必要があります。

n クライアント デバイスの解像度が超高密度 (xhdpi) 画面よりも小さい場合、[高品質モード]の設定は使用でき

ません。

デフォルトでは、[高品質モード] は無効になっています。

外部ディスプレイの使用

[外部ディスプレイを有効にする] 設定を使用して、プロジェクタや接続されたモニターなどの外部ディスプレイを構

成できます。

[外部ディスプレイを有効にする] が選択されている場合、次の設定を使用できます。

プレゼンテーション モード

この設定が有効になっているときに、リモート デスクトップを外部ディスプレイに表示すると、デバイス上にキ

ーボードと拡張オンスクリーン タッチパッドが表示されます。デバイスを外部ディスプレイに接続していると

きには、拡張タッチパッドとキーボードが表示されます。デバイスは、外部ディスプレイで指定された最大解像

度を検出します。

マルチモニタ モード

Android デバイスでこの設定を有効にすると、Horizon Client は外部ディスプレイにセカンダリ デスクトッ

プを拡張します。Unity Touch のサイドバーは、クライアントの内蔵モニターにしか対応しません。表示の向

きと全画面表示モードは変更できません。オンスクリーン タッチパッドとフルスクリーン タッチパッドを使用

して、外部ディスプレイ上のリモート デスクトップや公開アプリケーションを操作できます。外部ディスプレイ

では、物理的なマウスは使用できません。

外部ディスプレイの接続時に画面を常にオンにする

この設定では、非アクティブ状態が一定の時間が経過するまで画面をオフにしません。

ズーム

外部ディスプレイの解像度を設定するには、このスライダをドラッグします。

リモート デスクトップまたは公開アプリケーションに接続している場合、[戻る] ボタンを押すとプレゼンテーション 

モードまたはマルチモニタ モードが終了し、[外部ディスプレイを有効にする] 設定がオフになります。[外部ディス

プレイを有効にする] 設定が選択されていない場合、外部ディスプレイのすべての設定が無効になります。
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リモート デスクトップまたは公開アプリケーションを全画面表示モードで使用している場合に、外部ディスプレイを

構成するには、Horizon Client ツール ラジアル メニュー アイコンをタップし、歯車のアイコン、[ディスプレイ]、
[外部ディスプレイ オプション ] の順にタップします。全画面表示モードを使用していない場合、Horizon Client 
ツールバーの右上隅のメニューで [設定] をタップします。サーバに接続する前に、Horizon Client ウィンドウの右

上隅にある [設定]（歯車）アイコンをタップします。

[プレゼンテーション モード] 設定を使用するときは Bluetooth マウスなどの外部マウスを使用しないでください。

代わりに、クライアント デバイスの大きなオンスクリーン タッチパッドを使用してください。

Chromebook でのマルチモニター モードの使用

Chromebook に Horizon Client for Android がインストールされている場合にマルチモニター モードに切り

替えるには、リモート セッション ウィンドウを最大化します。Chromebook のディスプレイでリモート デスクト

ップ ウィンドウを最大化すると、このウィンドウが外部ディスプレイに表示されるか、自動的に表示されます。公開

アプリケーションのウィンドウを最大化すると、そのウィンドウを外部ディスプレイにドラッグできます。マルチモ

ニター モードを終了するには、リモート セッション ウィンドウを最大化された状態からリストアします。

マルチモニタ モード機能には次の要件と制限事項があります。

n Chrome OS M64 以降が必要です。

n 2 台の外部ディスプレイがサポートされます。

n リモート セッションのディスプレイ トポロジは Chromebook デバイスで設定されているディスプレイ トポ

ロジに似ていますが、完全に一致しているとは限りません。

n Chromebook デバイスでは統合デスクトップ モードは有効にしないでください。

Chromebook デバイスでのディスプレイ ズーム レベルの変更

Horizon Client for Android が Chromebook デバイスにインストールされて、シームレス ウィンドウ モードが

有効になっている場合、公開アプリケーションのディスプレイ ズーム レベルを変更できます。

公開アプリケーションのディプレイ ズーム レベルを変更するには、デスクトップとアプリケーションの選択ウィン

ドウの右上隅にある [設定]（歯車）アイコンをタップして、[リモート アプリケーション] をタップします。[リモー

ト アプリケーション] ダイアログ ボックスで、デバイスのディプレイ ズーム レベルを 100、110、125、150、

175、または 200% に設定できます。外部ディスプレイのズーム レベルは 100、150、200、250、または 300% 
に設定できます。デバイスの画面と外部ディスプレイのデフォルトのディスプレイ ズーム レベルはともに 100% 
です。

この機能には次の要件と制限があります。

n Chrome OS M64 以降が必要です。

n ディスプレイのズーム レベルを変更できるのは、1 つの外部ディスプレイだけです。

n シームレス ウィンドウ モードを有効にする必要があります。詳細については、Chromebook デバイスでのシ

ームレス ウィンドウ モードの設定を参照してください。

公開アプリケーションのローカル ストレージ リダイレクトは、[リモート アプリケーション] ダイアログ ボックスで

有効または無効にできます。この機能は、デフォルトで有効になっています。この機能の詳細については、クライア

ント ドライブ リダイレクトによるローカル ストレージへのアクセス共有を参照してください。

VMware Horizon Client for Android のインストールとセットアップ ガイド

VMware, Inc. 74



DPI 同期の使用

DPI 同期機能により、リモート デスクトップまたは公開アプリケーションの DPI 設定とクライアント システムの 

DPI 設定が確実に一致します。

ディスプレイのスケーリング機能と同様に、DPI 同期機能を使用すると、高 DPI ディスプレイでテキストやアイコ

ンが見やすくなります。ディスプレイのスケーリング機能の場合、フォントや画像のサイズを大きくすると、ぼやけ

てしまうことがありますが、DPI 同期機能の場合は、シャープさを維持した状態でフォントや画像のサイズを大きく

することができます。このため、最適なユーザー エクスペリエンスを提供するために、DPI 同期機能の使用が推奨さ

れています。

DPI 同期を無効にすると、ディスプレイ スケーリングが使用されます。ディスプレイ スケーリング機能は、リモー

ト デスクトップまたは公開アプリケーションを適切にスケーリングします。

DPI 同期機能は、[DPI 同期] エージェント グループ ポリシー設定で有効または無効にします。この機能は、デフォ

ルトで有効になっています。

DPI 同期の動作

デフォルトの DPI 同期動作は、エージェント マシンにインストールされている Horizon Agent のバージョンによ

って異なります。

Horizon Agent 2012 以降のデフォルトでは、クライアントのモニターごとの DPI 設定がエージェントと同期さ

れ、リモート セッションの実行中に変更が有効になります。この機能は、「モニターごとの DPI 同期」エージェント 

グループ ポリシー設定によって制御されます。仮想デスクトップおよび物理デスクトップで、モニターごとの DPI 
同期機能がデフォルトでサポートされます。この機能は、公開デスクトップでサポートされません。

以前のバージョンの Horizon Agent の場合、クライアントはシステムの DPI 設定に対してのみ同期をサポートし

ます。DPI 同期は最初の接続時に実行されます。再接続の場合は、必要に応じてディスプレイのスケーリングが実行

されます。DPI 同期が有効で、クライアント システムの DPI 設定がリモート デスクトップの DPI 設定と一致する

場合、ユーザー インターフェイスで [ディスプレイのスケーリングを許可する] オプションを選択していても、ディ

スプレイのスケーリングを有効にすることはできません。Windows では、ユーザーが現在のユーザー セッション

でシステム レベルの DPI 設定を変更することはできません。DPI の同期は、ユーザーがログインしてリモート セッ

ションを開始した場合にのみ行われます。リモート セッションの実行中に DPI 設定を変更する場合は、リモート デ
スクトップの DPI 設定とクライアント システムの新しい DPI 設定を一致させるため、ログアウトしてから再度ログ

インする必要があります。

エージェントの DPI 設定は、Windows レジストリの Computer\HKEY_CURRENT_USER\Control Panel
\Desktop: logPixels に保存されています。

注：   システムの DPI 設定がメイン モニターの DPI 設定と異なる場合があります。たとえば、メイン モニターを閉

じて、メイン モニターと異なる DPI 設定の外部ディスプレイに切り替えると、システムの DPI 設定は、終了したメ

イン モニターの DPI 設定と同じままになります。

このバージョンのクライアントでは、Horizon Agent バージョン 7.8 から 2006 までで提供されている「接続ご

との DPI の同期」エージェント グループ ポリシー設定はサポートされません。

DPI 同期グループ ポリシー設定の詳細については、ご使用の Horizon Agent バージョンの Horizon でのリモー

ト デスクトップ機能の構成を参照してください。
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仮想デスクトップでサポートされるゲスト OS

仮想デスクトップの場合、DPI 同期機能は次のゲスト OS に対応します。

n 32 ビットまたは 64 ビットの Windows 7

n 32 ビットまたは 64 ビットの Windows 8.x

n 32 ビットまたは 64 ビットの Windows 10

n デスクトップとして構成されている Windows Server 2012 R2

n デスクトップとして構成されている Windows Server 2016

n デスクトップとして構成されている Windows Server 2019

注：   デスクトップとして構成されている Windows サーバ マシンの場合、モニターごとの DPI 同期機能はサポー

トされません。 

公開デスクトップと公開アプリケーションでサポートされている RDS ホスト

公開デスクトップおよび公開アプリケーションでは、DPI 同期機能は次の RDS ホストでサポートされます。

n Windows Server 2012 R2

n Windows Server 2016

n Windows Server 2019

注：   RDS ホストの場合、モニターごとの DPI 同期機能はサポートされていません。この制限は、仮想マシンがホ

ストするアプリケーション機能を使用してデスクトップ プールで実行される公開アプリケーションには適用されま

せん

PCoIP クライアントサイド イメージ キャッシュ

PCoIP クライアントサイド イメージ キャッシングでは、データの再転送を回避するためにイメージ コンテンツをク

ライアントに保存します。この機能はバンド幅の使用を減らします。

PCoIP イメージ キャッシュは、空間的および時間的な冗長性を提供します。たとえば、PDF ドキュメントをスクロ

ールすると、ウィンドウの下部から新しいコンテンツが表示され、一番古いコンテンツはウィンドウのトップから表

示されなくなります。残りのコンテンツは一定で、上に移動します。PCoIP イメージ キャッシュにより、このよう

な空間的および時間的な冗長性が提供されます。

スクロールの間、クライアントに送られるディスプレイ情報は主にキャッシュ インデックスのシーケンスになるた

め、イメージ キャッシュを使用すると、バンド幅をかなり節約できます。このように効率的なスクロールは、LAN 
上、WAN を介する場合のいずれもメリットがあります。

n LAN 上では、バンド幅は比較的制約がありませんが、クライアントサイド イメージ キャッシングを使用してお

り、かなりの量のバンド幅を節約できます。

n WAN を介して、利用可能なバンド幅の制限内に抑えるには、クライアントサイドのキャッシングなしではスク

ロールのパフォーマンスが低下します。WAN 介して、クライアントサイドのキャッシングによりバンド幅が節

約され、スムーズで高感度のスクロール体験が可能になります。
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クライアントサイド キャッシングでは、クライアントは以前に転送した表示部分を保存します。キャッシュ サイズ

は 250 MB です。

国際キーボードの使用

キーボードまたは音声の言語の選択または選択解除を行うには、オンスクリーン キーボードの Keyboard 
Settings（キーボード設定）キーをタップします。Keyboard Settings（キーボード設定）キーは、オンスクリー

ン キーボードの下段の左端のキーです。
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トラブルシューティング 5
Horizon Client の大部分の問題は、リモート デスクトップや公開アプリケーションをリセットするか、Horizon 
Client を再インストールすると解決できます。

トラブルシューティングのためにログ収集を有効にし、ログ ファイルを VMware に送信することもできます。

この章には、次のトピックが含まれています。

n リモート デスクトップの再起動

n リモート デスクトップまたは公開アプリケーションのリセット

n Horizon Client のアンインストール

n ログ情報の収集と VMware への送信

n VMware への Horizon Client クラッシュ データのレポート

n Horizon Client の応答の停止またはリモート デスクトップのフリーズ

n プロキシ使用時に接続を確立するときの問題

n Workspace ONE モードでのサーバへの接続

リモート デスクトップの再起動

リモート デスクトップのオペレーティング システムが応答しない場合、リモート デスクトップの再起動が必要にな

ることがあります。リモート デスクトップの再起動は、Windows オペレーティング システムの再起動コマンドと

似ています。通常、リモート デスクトップのオペレーティング システムは、再起動の前に未保存データを保存する

ように求めます。

Horizon 管理者がリモート デスクトップの再起動機能を有効にしている場合にのみ、リモート デスクトップを再起

動できます。

デスクトップの再起動機能を有効にする操作の詳細については、Horizon での仮想デスクトップのセットアップまた

は Horizon での公開されたデスクトップとアプリケーションのセットアップを参照してください。

手順

1 [サーバ] タブのサーバ ショートカットをタップして、サーバに接続します。
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2 入力のダイアログが表示されたら、RSA のユーザー名とパスコード、Active Directory のユーザー名とパス

ワードのいずれかまたは両方を入力します。

3 コンテキスト メニューが表示されるまで、リモート デスクトップのショートカットをタッチして押したままに

します。

この手順は [すべて] または [お気に入り] タブのいずれかから実行できます。

4 コンテキスト メニューで [再起動] をタップします。

結果

リモート デスクトップのオペレーティング システムが再起動し、クライアントがリモート デスクトップから切断さ

れ、ログオフされます。

次のステップ

システムが完全に再起動するまで待機してから、リモート デスクトップへの再接続します。

リモート デスクトップを再起動しても問題が解決しない場合、リモート デスクトップをリセットする必要がある場

合があります。リモート デスクトップまたは公開アプリケーションのリセットを参照してください。

リモート デスクトップまたは公開アプリケーションのリセット

デスクトップ オペレーティング システムが応答を停止し、リモート デスクトップを再起動しても問題が解決しない

場合は、リモート デスクトップをリセットする必要がある場合があります。公開アプリケーションをリセットする

と、開いているすべての公開アプリケーションが終了します。

リモート デスクトップをリセットする操作は、物理的な PC を強制的に再起動するときに PC のリセット ボタンを

押す操作と似ています。リモート デスクトップで開いているすべてのファイルが閉じられますが、保存されません。

公開アプリケーションをリセットすると、未保存のデータを保存せずにアプリケーションを終了します。複数の 

RDS サーバ ファームから提供されているアプリケーションであっても、開いている公開アプリケーションはすべて

閉じられます。

Horizon 管理者がリモート デスクトップのリセット機能を有効にしている場合にのみ、リモート デスクトップをリ

セットできます。

リモート デスクトップのリセット機能を有効する操作の詳細については、Horizon での仮想デスクトップのセット

アップまたは Horizon での公開されたデスクトップとアプリケーションのセットアップドキュメントを参照してく

ださい。

前提条件

ユーザー名とパスワード、RSA SecurID ユーザー名とパスワード、RADIUS 認証ユーザー名とパスワード、スマ

ート カード個人識別番号 (PIN) などのログイン認証情報を取得します。

手順

1 [サーバ] タブのサーバ ショートカットをタップして、サーバに接続します。

2 入力のダイアログが表示されたら、RSA のユーザー名とパスコード、Active Directory のユーザー名とパス

ワードのいずれかまたは両方を入力します。
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3 コンテキスト メニューが表示されるまで、リモート デスクトップまたは公開アプリケーションのショートカッ

トをタッチして押したままにします。

この手順は [すべて] または [お気に入り] タブのいずれかから実行できます。

4 コンテキスト メニューで [リセット] をタップします。

結果

リモート デスクトップをリセットすると、リモート デスクトップのオペレーティング システムが再起動し、

Horizon Client がリモート デスクトップから切断され、ログアウトされます。公開アプリケーションをリセットす

ると、すべての公開アプリケーションが終了します。

次のステップ

システムが完全に起動するまで待機してから、リモート デスクトップや公開アプリケーションに再接続します。

Horizon Client のアンインストール

Horizon Client の問題は、Horizon Client アプリケーションをアンインストールして再インストールすると解決す

ることがあります。Horizon Client は、通常の Android アプリケーションと同じようにアンインストールします。

手順

1 クライアント デバイス上で [Horizon] アプリケーションに移動します。

2 クライアント デバイスに [アンインストール]（ゴミ箱）アイコンが表示されるまで、アプリケーション アイコ

ンにタッチして押し続けます。

3 アプリケーションを [アンインストール] （ゴミ箱）アイコンにドラッグします。

あるいは、[アプリケーション] - [設定] に移動し、[アプリケーション] - [アプリケーションの管理] の順に選択

して Horizon Client をアンインストールできます。

次のステップ

Horizon Client を再インストールします。

Horizon Client のインストールまたはアップグレードを参照してください。

ログ情報の収集と VMware への送信

ログ情報を収集し、VMware にログ ファイルを送信するように Horizon Client を構成すると、トラブルシューテ

ィングに役立てることができます。

Horizon Client が予期せず終了すると、VMware にログ ファイルを送信するように指示するメッセージが直ちに

表示されます。ログ収集が有効であると、クラッシュ ログ ファイルに詳細デバック情報が出力されます。ログ収集

が無効であると、一定の例外情報だけがクラッシュ ログ ファイルに出力されます。

Horizon Client は、次のログ ファイルを生成し、ログ ファイルの種類ごとに最後の 5 ファイルを保持します。

n Horizon_View_Client_logs_timestamp.txt

n libcdk_timestamp.txt
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n pcoip_client_timestamp.txt

ログ ファイルを VMware に送信すると、Horizon Client はクライアント デバイス上で利用可能な E メール クラ

イアントを使用してメッセージを作成します。E メール クライアントで複数の添付ファイルを送信できる場合、

Horizon Client は、ログ ファイルの種類ごとに最新の 5 ファイルをメッセージに添付します。E メール クライア

ントで複数の添付ファイルを送信できない場合、Horizon Client は、ログ ファイルの種類ごとに最新の 5 ファイル

を ZIP ファイルに圧縮し、メッセージに添付します。ZIP ファイル名にはタイムスタンプが付加され、たとえば、

Horizon_View_Client_logs_timestamp.zip というファイル名になります。

いつでも手動でログ ファイルを取得して送信することもできます。

Horizon Client ログ収集の有効化

ログ収集を有効にすると、Horizon Client は、VMware による Horizon Client の問題のトラブルシューティン

グに役立つ情報を含むログ ファイルを作成します。

ログ収集は Horizon Client のパフォーマンスに影響するため、ログ収集を有効にするのは、問題が発生している場

合のみにしてください。

前提条件

デバイスに利用可能な E メール クライアントがあることを確認します。Horizon Client には、ログ ファイルを送

信するための E メール クライアントが必要です。

手順

1 [設定] を開いて [ログの収集] をタップします。

n リモート デスクトップまたは公開アプリケーションに全画面表示モードで接続している場合は、Horizon 
Client ツール ラジアル メニュー アイコンをタップして、歯車のアイコンをタップします。

n 全画面表示モードを使用していない場合、Horizon Client ツールバーの右上隅のメニューで [設定] をタッ

プします。

n リモート デスクトップまたは公開アプリケーションに接続していない場合は、Horizon Client ウィンドウ

の右上隅にある [設定]（歯車）アイコンをタップします。

2 [ログの有効化] オプションをタップしてオンにし、[OK] をタップして選択を確定します。

結果

ログ収集が有効になると、Horizon Client は予期せずに終了したり、終了して再起動した場合に、ログ ファイルを

生成します。

Horizon Client ログ ファイルの手動での取得と送信

Horizon Client ログ収集がクライアント デバイスで有効になっている場合は、ログ ファイルをいつでも手動で取得

および送信できます。

この手順では、Horizon Client でログ ファイルを取得および送信する方法を説明します。アプリケーションのスト

レージ領域にアクセスできるツールを使用してログ ファイルを取得することもできます。Horizon Client では、ロ

グ ファイルが Android/data/com.vmware.view.client.android/files ディレクトリに保存されます。
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前提条件

n クライアント デバイスに利用可能な E メール クライアントがあることを確認します。Horizon Client には、

ログ ファイルを送信するための E メール クライアントが必要です。

n Horizon Client ログ収集を有効にします。 Horizon Client ログ収集の有効化を参照してください。

手順

1 [設定] を開いて [ログの収集] をタップします。

n リモート デスクトップまたは公開アプリケーションに全画面表示モードで接続している場合は、Horizon 
Client ツール ラジアル メニュー アイコンをタップして、歯車のアイコンをタップします。

n 全画面表示モードを使用していない場合、Horizon Client ツールバーの右上隅のメニューで [設定] をタッ

プします。

n リモート デスクトップまたは公開アプリケーションに接続していない場合は、Horizon Client ウィンドウ

の右上隅にある歯車アイコンをタップします。

2 [ログを送信] をタップします。

Horizon Client はクライアント デバイスの E メール クライアントを使用してメッセージを作成します。メッ

セージの本文にクライアント デバイスに関する情報が含まれます。E メール クライアントで複数の添付ファイ

ルを送信できる場合、Horizon Client により各タイプの最新の ログ ファイル 5 つがメッセージに添付されま

す。E メール クライアントで複数の添付ファイルを送信できない場合、Horizon Client により各タイプの最新

のログ ファイル 5 つが圧縮され、ZIP ファイルがメッセージに添付されます。

Horizon Client ログ収集の無効化

ログ収集は Horizon Client のパフォーマンスに影響するため、問題のトラブルシューティングを実行していない場

合は、ログ収集を無効にします。

手順

1 [設定] を開いて [ログの収集] をタップします。

n リモート デスクトップまたは公開アプリケーションに全画面表示モードで接続している場合は、Horizon 
Client ツール ラジアル メニュー アイコンをタップして、歯車のアイコンをタップします。

n 全画面表示モードを使用していない場合、Horizon Client ツールバーの右上隅のメニューで [設定] をタッ

プします。

n サーバに接続する前に、Horizon Client ウィンドウの右上隅にある [設定]（歯車）アイコンをタップしま

す。

2 [ログの有効化] オプションをタップして、オフにします。

VMware への Horizon Client クラッシュ データのレポート

VMware に Horizon Client クラッシュ データをレポートするように設定できます。
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手順

1 Horizon Client ウィンドウの右上隅にある [設定]（歯車）アイコンをタップします。

2 [クラッシュ レポート] をタップします。

3 タップすると、[クラッシュ レポート] オプションのオン/オフが切り替わります。

デフォルトでは、この設定は有効になっています。

結果

Horizon Client が応答不能になった場合、次に Horizon Client が起動したときに、クラッシュ ログ ファイルがサ

ーバにアップロードされます。

Horizon Client の応答の停止またはリモート デスクトップのフリー
ズ

Horizon Client が応答を停止するか、リモート デスクトップがフリーズします。

問題

Horizon Client が動作しなかったり、予期しない終了を繰り返したり、リモート デスクトップがフリーズしたりし

ます。

原因

サーバが正しく構成され、正しいファイアウォール ポートが開いている場合、通常、問題の原因はデバイスの 

Horizon Client またはリモート デスクトップのオペレーティング システムに関連しています。

解決方法

u リモート デスクトップのオペレーティング システムがフリーズした場合は、クライアント デバイスで Horizon 
Client を使用し、デスクトップをリセットできます。

Horizon 管理者がリセット機能を有効にしている場合にのみ、このオプションを使用できます。

u クライアント デバイスの Horizon Client アプリケーションをアンインストールして再インストールします。

u リモート デスクトップをリセットして Horizon Client を再インストールしても効果がない場合、クライアント 

デバイスのユーザー ガイドに説明されている手順に従ってクライアント デバイスをリセットします。

u サーバに接続を試みると接続エラーが発生するときには、場合によってはプロキシ設定を変更する必要がありま

す。

プロキシ使用時に接続を確立するときの問題

LAN のプロキシを使用してサーバに接続を試みると、エラーが発生する場合があります。

問題

リモート デスクトップからサーバへのセキュアな接続を使用するように Horizon 環境が設定されており、クライア

ント デバイスが HTTP プロキシを使用するように設定されている場合、接続できない可能性があります。
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原因

Windows Internet Explorer と異なり、クライアント デバイスには、ローカル アドレスのプロキシをバイパスす

るためのインターネット オプションがありません。外部アドレスをブラウズするために HTTP プロキシを使用し、

内部アドレスを使用してサーバに接続を試みると、接続を確立できませんでしたというエラー メッセージが表示されま

す。

解決方法

u プロキシ設定を削除すると、クライアント デバイスはプロキシを使用しなくなります。

Workspace ONE モードでのサーバへの接続

Horizon Client から直接サーバに接続することはできません。また、リモート デスクトップまたは公開アプリケー

ションに対する資格は Horizon Client に表示されません。

問題

n Horizon Client からサーバに直接接続すると、Horizon Client が Workspace ONE ポータルにリダイレク

トします。

n URI またはショートカットでリモート デスクトップまたは公開アプリケーションを開くか、ファイルの関連付け

からローカル ファイルを開くと、Workspace ONE ポータルにリダイレクトされ、認証が実行されます。

n Workspace ONE からリモート デスクトップまたは公開アプリケーションを開き、Horizon Client を開始す

ると、資格のある他のリモート デスクトップまたは公開アプリケーションを Horizon Client で表示したり、開

いたりすることができなくなります。

原因

Horizon 管理者が Connection Server インスタンスで Workspace ONE モードを有効にできます。

Connection Server インスタンスで Workspace ONE モードが有効になっている場合、この動作は正常です。

解決方法

Workspace ONE を使用して、Workspace ONE が有効になっているサーバに接続し、リモート デスクトップ

と公開アプリケーションにアクセスしてください。
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