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VMware Horizon Client for Mac 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 Mac にインストールして設定し、使用する方法に

ついて説明します。

この情報は、Mac クライアント デバイスを含む VMware Horizon 環境の設定を行う必要がある管理者を対象とし

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 Mac 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
Mac クライアント向けに VMware Horizon の環境をセットアップするには、特定の Connection Server の構

成を使用し、クライアントとサーバのシステム要件に適合させ、VMware の Web サイトから Horizon Client for 
Mac をダウンロードしてインストールします。

この章には、次のトピックが含まれています。

n Mac クライアントのシステム要件

n リアルタイム オーディオ ビデオのシステム要件

n スマート カード認証の要件

n Touch ID 認証の要件

n OPSWAT の統合要件

n URL コンテンツ リダイレクトを使用するための要件

n Horizon Client と Skype for Business を使用するための要件

n セッション共同作業機能の要件

n 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

n Horizon Client 向けの Connection Server の準備

n macOS アクセシビリティ機能へのアクセスの許可

n Mac への Horizon Client のインストール

n Horizon Client のオンライン アップグレード

n Dock への Horizon Client の追加

n Horizon Client の証明書検証モードの設定

n エンド ユーザーの証明書確認モードの設定

n TLS 詳細オプションの構成

n ログ ファイル収集値の構成

n VMware Blast オプションの構成

n カーソル イベント処理の設定
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n エンド ユーザー向けの VMware Blast オプションの設定

n Horizon Client データ共有の設定

n スリープ モード オプションの構成

Mac クライアントのシステム要件

Horizon Client をインストールする Mac 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。

Mac モデル

64 ビットの Intel ベースのすべての Mac

Rosetta 2 エミュレーションで実行される ARM M1 ベースの Mac

メモリ

4 GB 以上の RAM

オペレーティング システム

n macOS Mojave (10.14)

n macOS Catalina (10.15)

n macOS Big Sur (11)

スマート カード認証

スマート カード認証の要件を参照してください。

Touch ID 認証

Touch ID 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 システム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 システムで 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

n VMware Blast

ネットワーク プロトコル

n IPv4

n IPv6

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

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、標準的な Web カメル、USB オーディオ、アナログ オーディオ デバイスで動

作します。この機能は、標準的な会議アプリケーションでも動作します。リアルタイム オーディオビデオをサポート

するには、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。

仮想デスクトップ

リアルタイム オーディオビデオで Microsoft Teams を使用する場合は、仮想デスクトップに最低 4 個の 

vCPU と 4 GB の RAM を割り当てる必要があります。

Horizon Client コンピュータまたはクライアント アクセス デバイス

n webcam およびオーディオ デバイス ドライバをインストールする必要があり、webcam およびオーディ

オ デバイスがクライアント コンピュータで操作可能である必要があります。エージェントがインストール

されているマシンにデバイス ドライバをインストールする必要はありません。

表示プロトコル

n PCoIP

n VMware Blast

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。

クライアントのハードウェア要件とソフトウェア要件

ユーザー認証にスマート カードを使用する各クライアント マシンには、次のハードウェアおよびソフトウェアが必

要です。

n Horizon Client

n 互換性のあるスマート カード リーダー

n 製品固有のアプリケーション ドライバ

ユーザーはスマート カードを所有している必要があり、各スマート カードにはユーザー証明書が含まれる必要があ

ります。次のスマート カードに対応しています。

n 米国国防総省 Common Access Card (CAC)

n 米国連邦政府 Personal Identity Verification (PIV) カード（FIPS-201 スマート カードとも呼ばれる）

n Gemalto .NET カード

n Gemalto IDPrime MD カード

CAC および PIV カードの場合、Horizon Client はデフォルトで CryptoTokenKit スマート カード ドライバを

使用します。ミドルウェアをインストールする必要はありません。

VMware Horizon Client for Mac のインストールとセットアップ ガイド
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Gemalto .NET カードの場合、使用している macOS のバージョンに適した SafeNet Authentication Client の
バージョンをインストールします。Gemalto SafeNet Authentication Client は、Gemalto .NET スマート カ
ードに CryptoTokenKit と TokenD スマート カード ドライバの両方をサポートします。

また、CAC と PIV カードに次のサードパーティ スマート カード ドライバを使用することもできます。

n PKard for Mac v1.7 および v1.7.1

n Charismathics (CCSI_5.0.3_PIV)

n Centrify Express

サードパーティのスマート カード ドライバを使用するには、CryptoTokenKit スマート カード ドライバを無効に

する必要があります。詳細については、CryptoTokenKit スマート カード ドライバの無効化を参照してください。

エージェント ソフトウェアの要件

Horizon 管理者は、製品固有のアプリケーション ドライバをエージェント マシンにインストールする必要がありま

す。

Windows 7 仮想デスクトップで PIV カードを使用する場合、スマート カード リーダーと PIV カードを挿入した

ときに、オペレーティング システムが関連ドライバをインストールします。Windows 7 仮想デスクトップの PIV 
カードでは、次のエージェント ドライバがサポートされます。

n Charismathics (CSTC PIV 5.2.2)

n Microsoft ミニドライバ

n ActivClient 6.x

Windows 10 仮想デスクトップの PIV カードでは、次のエージェント ドライバがサポートされます。

n Charismathics (CSTC PIV 5.2.2)

n ActivClient 7.x

Gemalto .NET カードの場合、.NET スマート カード用の Gemalto ミニドライバがサポートされます。

Horizon Client で [ユーザー名のヒント] フィールドを有効にする

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 カードで認証を行うときに、[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。

Horizon Client のログイン ダイアログ ボックスで [ユーザー名のヒント] テキスト ボックスを表示させるには、

Horizon Console の Connection Server インスタンスでスマート 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。

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

注：   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
ード証明書をサポートします。

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 VMware 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

Horizon 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) 証明書を 

Connection Server またはセキュリティ サーバ ホスト上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。これらの証明書にはルート証明書が含まれ、ユーザーのスマート カード証明書が中間証明機関によって

発行された場合には中間証明書を含める必要があります。

空の PIV カードの証明書を生成する場合は、PIV データ生成ツールの [暗号化プロバイダ] タブに Connection 
Server またはセキュリティ サーバ ホスト上のサーバ信頼ストア ファイルへのパスを入力します。

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

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。

CryptoTokenKit スマート カード ドライバの無効化

サードパーティのスマート カード ドライバを使用するには、クライアント システムで CryptoTokenKit スマート 

カード ドライバを無効にする必要があります。

インストールされているスマート カード ドライバを確認するには、クライアント システムで次のコマンドを入力し

ます。

#system_profiler SPSmartCardsDataType

CryptoTokenKit スマート カード ドライバでスマート カードがサポートされているかどうか確認するには、クラ

イアント システムで次のコマンドを入力します。

#security list-smartcards

VMware Horizon Client for Mac のインストールとセットアップ ガイド
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CAC と PIV カードで CryptoTokenKit スマート カード ドライバを無効にするには、クライアント システムで次

のコマンドを使用します。

#sudo defaults write /Library/Preferences/com.apple.security.smartcard DisabledTokens -array 

com.apple.CryptoTokenKit.pivtoken

Gemalto .NET カードで CryptoTokenKit スマート カード ドライバを無効にするには、クライアント システム

で次のコマンドを使用します。

#sudo defaults write /Library/Preferences/com.apple.security.smartcard DisabledTokens -array 

com.gemalto.Gemalto-Smart-Card-Token.PKCS11-Token

Touch ID 認証の要件

Horizon Client でユーザー認証に Touch ID を使用するには、特定の要件を満たす必要があります。

Mac モデル

MacBook Pro などの Touch ID をサポートする Mac モデル。

オペレーティング システムの要件

Touch ID 設定に少なくとも 1 つのフィンガープリントを追加します。

Connection Server の要件

n 生体認証を Connection Server で有効にします。詳細については、VMware Horizon Console の管理

を参照してください。

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 サーバに接続するときに Touch ID を有効にします。ログインが成功すると、Active Directory 認証情報

が Mac クライアント システムに安全な状態で保存されます。Touch ID オプションは、初回ログイン時に

表示され、Touch ID が有効に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、Touch ID を使用

できます。Touch ID 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、

Touch ID ログイン画面は表示されません。

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。
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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。

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。

URL コンテンツ リダイレクトを使用するための要件

URL コンテンツ リダイレクト機能を使用すると、URL コンテンツをクライアント マシンからリモート デスクトッ

プまたは公開アプリケーションにリダイレクトしたり（クライアントからエージェントへのリダイレクト）、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 マシンにリダイレクトできます（エージェントからクラ

イアントへのリダイレクト）。

たとえば、エンド ユーザーは、クライアントでネイティブ Microsoft Word アプリケーションのリンクをクリック

して、リモートの Internet Explorer アプリケーションでリンクを開くことができます。また、リモートの 

Internet Explorer アプリケーションのリンクをクリックして、クライアント マシンのネイティブ ブラウザでリン

クを開くこともできます。リダイレクトには、HTTP、mailto、callto など、任意の数のプロトコルを設定できま

す。

注：   callto プロトコルは Chrome ブラウザでの URL コンテンツ リダイレクトには対応していません。

Web ブラウザ

次のブラウザで URL を入力またはクリックすると、この URL にリダイレクトされます。

n Internet Explorer 9、10 および 11

n 64 ビットまたは 32 ビットの Chrome 60.0.3112.101 公式ビルド

n Microsoft Edge 87.0.664.60 以降（公式ビルド）（Horizon Agent 2012 以降）

URL コンテンツ リダイレクトは、Microsoft Edge ブラウザなどの、Windows 10 ユニバーサル アプリケー

ション内でクリックされるリンクには動作しません。

クライアント システム

Chrome ブラウザで URL コンテンツ リダイレクトを使用するには、Chrome 向け VMware Horizon URL 
コンテンツ リダイレクト ヘルパー拡張機能を有効にする必要があります。URL コンテンツ リダイレクト ルー

ルが設定されている Connection Server インスタンスに接続したときに、この拡張機能はインストールされ

ていますが、有効になっていません。拡張機能を有効にするには、Connection Server インスタンスに接続し

た後 Chrome を再起動し、拡張機能を有効にするよう求められたら、[拡張機能を有効にする] をクリックしま

す。

初めて Chrome ブラウザから URL がリダイレクトされる際は、URL を Horizon Client で開くよう求められ

ます。URL コンテンツ リダイレクトを行う場合は、[VMware Horizon Client を開く] をクリックしてくださ

い。[VMware Horizon Client リンクの選択内容を保存] チェック ボックスを選択すると、このプロンプトは

次回から表示されなくなります。

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

VMware, Inc. 13



Edge ブラウザで URL コンテンツ リダイレクトを使用するには、Edge ブラウザに VMware Horizon URL 
コンテンツ リダイレクト ヘルパー拡張機能をインストールする必要があります。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。

リモート デスクトップまたは公開アプリケーション

Horizon Agent がインストールされている場合、Horizon 管理者は URL コンテンツ リダイレクトを有効に

する必要があります。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。

Chrome ブラウザで URL コンテンツ リダイレクトを使用するには、Horizon 管理者側で Windows エージ

ェント マシンに VMware Horizon URL コンテンツ リダイレクト ヘルパー拡張機能をインストールし有効に

しておく必要があります。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。

また、Horizon 管理者は、Horizon Client がクライアントからリモート デスクトップまたは公開アプリケーション

に URL コンテンツをリダイレクトする方法、または Horizon Agent がリモート 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に URL コンテンツをリダイレクトする方法も設定する必要があります。全詳細について

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「URL コンテンツ リダイレクトの構成」を参

照してください。

Horizon Client と Skype for Business を使用するための要件

仮想インフラストラクチャに影響を及ぼしたり、ネットワークを過負荷状態にすることなく、エンド ユーザーは仮想

デスクトップ内で Skype for Business を実行できます。Skype で音声通話またはビデオ通話の実行中は、すべて

のメディア処理が仮想デスクトップではなく、クライアント コンピュータで実行されます。

この機能を使用するには、クライアント マシンに VMware Horizon Virtualization Pack for Skype for 
Business ソフトウェアがインストールされている必要があります。Horizon Client for Mac をインストールす

ると、このソフトウェアがデフォルトでインストールされます。

また、Horizon Agent のインストール時に、Horizon 管理者が VMware Virtualization Pack for Skype for 
Business 機能を仮想デスクトップにインストールする必要があります。Horizon Agent のインストール方法につ

いては、Horizon での仮想デスクトップのセットアップドキュメントを参照してください。

詳しい要件については、Horizon でのリモート デスクトップ機能の構成ドキュメントで「Skype for Business の
設定」を参照してください。

セッション共同作業機能の要件

セッション共同作業機能を使用すると、他のユーザーを既存のリモート デスクトップ セッションに招待できます。

セッション共同作業機能を使用するには、Horizon 環境が特定の要件を満たしている必要があります。

セッション共同作業者

共同作業セッションに参加するには、ユーザーがクライアント システムに Horizon Client for Windows、

Mac、または Linux をインストールしているか、HTML Access を使用する必要があります。

Windows リモート デスクトップ
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セッション共同作業機能をデスクトップ プールまたはファーム レベルで有効にしておく必要があります。デス

クトップ プールでセッション共同作業機能を有効にする方法については、Horizon での仮想デスクトップのセ

ットアップドキュメントを参照してください。ファームでセッション共同作業機能を有効にする方法について

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。

Horizon Agent グループ ポリシー設定を使用して、セッション共同作業機能を設定します。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を参照してください。

Linux リモート デスクトップ

Linux リモート デスクトップの要件については、Horizon での Linux デスクトップのセットアップドキュメン

トを参照してください。

Connection Server

セッション共同作業機能を利用するには、Connection Server インスタンスでエンタープライズ ライセンス

を使用している必要があります。

表示プロトコル

VMware Blast

セッション共同作業機能は、公開アプリケーション セッションをサポートしません。

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。
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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 エンド ユーザーが高解像度ディスプレイを使用していて、[高解像度モード] クライアント設定を使用して同時に

全画面表示モードでリモート デスクトップを表示する場合は、それぞれの Windows リモート デスクトップに

十分な vRAM が割り当てられていることを確認します。vRAM の容量は、ディスプレイの解像度とエンド ユ
ーザーに構成されているモニター数によって異なります。

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 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 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。
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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。

「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

macOS アクセシビリティ機能へのアクセスの許可

クライアント システムで macOS Mojave (10.14) が実行されている場合、リモート デスクトップや公開アプリケ

ーション内でキーボードとマウスのパフォーマンスを最適な状態にするため、システムのアクセシビリティ機能への

アクセスを Horizon Client に許可する必要があります。
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macOS Mojave (10.14) クライアント システムで Horizon Client を初めて起動すると、Horizon Client のプロ

ンプトが表示され、システムのアクセシビリティ機能へのアクセスを許可するように求められます。後でアクセスを

許可するには、[システム環境設定] に移動して [セキュリティとプライバシー] を選択し、[プライバシー] タブをク

リックして [アクセシビリティ] を選択します。

Mac への Horizon Client のインストール

Horizon Client は、ディスク イメージ ファイルから Mac クライアント システムにインストールします。

前提条件

n クライアント システムがサポートされているオペレーティング システムを使用していることを確認します。

Mac クライアントのシステム要件を参照してください。

n クライアント システムに管理者としてログインできることを確認します。

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 
のダウンロード ページ http://www.vmware.com/go/viewclients、または Connection Server インス

タンスの URL である場合があります。

手順

1 Mac クライアント システムで、Horizon Client インストーラ ファイルのダウンロード URL を参照します。

ファイル名の形式は VMware-Horizon-Client-YYMM-y.y.y-xxxxxx.dmg で、YYMM はマーケティング 

バージョン番号、y.y.y は内部バージョン番号、xxxxxx はビルド番号です。

2 .dmg ファイルをダブルクリックし、[同意] をクリックします。

ディスク イメージの内容は、Horizon Client Finder ウィンドウに表示されます。

3 [Finder] ウィンドウで、[VMware Horizon Client] アイコンを [アプリケーション] フォルダ アイコンにド

ラッグします。

管理者ユーザーとしてログインしていない場合、Mac クライアント システムで、管理者のユーザー名とパスワ

ードを要求するプロンプトが表示されます。

次のステップ

Horizon Client を起動して、リモート デスクトップまたは公開アプリケーションに接続できることを確認します。

リモート デスクトップまたは公開アプリケーションへの接続を参照してください。

Horizon Client のオンライン アップグレード

起動するときに毎回アップデートを確認し、インストールするように Horizon Client を構成できます。手動でアッ

プデートを確認してインストールすることもできます。

Horizon Client が新しいバージョンを検出したときに、新しいバージョンをダウンロードしてインストールするこ

とも、新しいバージョンをスキップすることもできます。また、次回の起動時にインストール可能な新しいバージョ

ンがあることを Horizon Client が通知するように設定することもできます。手動でアップデートをチェックする

ときに新しいバージョンをスキップすると、自動アップデートのチェックでもそのバージョンがスキップされます。

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

VMware, Inc. 18

http://www.vmware.com/go/viewclients


手順

u 起動時に毎回アップデートをチェックしてインストールするように Horizon Client を構成するには、

[VMware Horizon Client] - [環境設定] の順に選択して、[アップデートの自動確認] チェック ボックスをオ

ンにします。

[アップデートの自動確認] チェック ボックスはデフォルトで選択されています。

u 手動でアップデートを確認してインストールするには、[VMware Horizon Client] - [更新の確認] の順に選択

します。

Dock への Horizon Client の追加

Horizon Client は、Mac クライアント システムの Dock に追加できます。

手順

1 [アプリケーション] フォルダで、[VMware Horizon Client] を選択します。

2 [VMware Horizon Client] アイコンを Dock にドラッグします。

3 ログイン時に Horizon Client を開く [Dock] アイコンを設定、または Finder にアイコンを表示するには、

Dock 上のアイコンを右クリックして [オプション] を選択し、コンテキスト メニューから適切なコマンドを選

択します。

結果

Horizon Client を終了すると、アプリケーション ショートカットが Dock に残ります。

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。
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Mac クライアント システムに自己署名付ルート証明書を配布してインストールする情報については、Apple の 

Web サイトから入手できる、Mac Server の『Advanced Server Administration』ドキュメントを参照して

ください。

証明書検証モードを設定するには、Horizon Client を起動し、メニュー バーから [VMware Horizon Client] - 
[環境設定] の順に選択します。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。

デフォルトの証明書確認モードを設定すると、エンド ユーザーによる Horizon Client での変更を防ぐことができま

す。詳細については、エンド ユーザーの証明書確認モードの設定を参照してください。

SSL プロキシ サーバの使用

SSL プロキシ サーバを使用してクライアント環境からインターネットに送信されたトラフィックを検査する場合

は、[SSL プロキシ経由の接続を許可] の設定を有効にします。この設定を使用すると、Blast Secure Gateway と
セキュアなトンネル接続で SSL プロキシ サーバ経由のセカンダリ接続の証明書確認を許可できます。SSL プロキ

シ サーバを使用して証明書確認を有効にしても、[SSL プロキシ経由の接続を許可] の設定を有効にしないと、サム

プリントが一致しないため接続が失敗します。[サーバ ID 証明書を確認しない] オプションを有効にすると、[SSL 
プロキシ経由の接続を許可] の設定は使用できません。[サーバ ID 証明書を確認しない] オプションを有効にする

と、Horizon Client は証明書またはサムプリントを検証せず、SSL プロキシが常に許可されます。

プロキシ サーバ経由での VMware Blast 接続を許可する方法については、VMware Blast オプションの構成を参

照してください。

エンド ユーザーの証明書確認モードの設定

エンド ユーザーの証明書確認モードを設定できます。たとえば、完全な検証を常に実行するように設定できます。証

明書確認は、サーバと Horizon Client 間の TLS 接続に対して実行されます。

エンド ユーザーに、次のいずれかの証明書確認方法を設定できます。

n Horizon Client で、証明書確認モードの選択をエンド ユーザーに許可できます。

n （検証なし）証明書確認は実行されません。

n （警告）サーバに自己署名証明書がある場合、エンド ユーザーに警告が表示されます。ユーザーは、このタイプ

の接続を許可するかどうかを選択できます。
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n （フル セキュリティ）フル検証が実行され、フル検証をパスしない接続は拒否されます。

SSL プロキシ サーバを使用してクライアント環境からインターネットに送信されたトラフィックを検査する場合

は、SSL プロキシ サーバ経由でのセカンダリ接続の証明書確認を設定できます。この機能は、Blast Secure 
Gateway とセキュアなトンネル接続の両方に適用されます。また、VMware Blast 接続にプロキシ サーバを使用

することもできます。

実行可能な証明書確認の種類については、Horizon Client の証明書検証モードの設定を参照してください。

Mac クライアントで /Library/Preferences/com.vmware.horizon.plist ファイルにキーを設定すると、

エンド ユーザーが証明書確認モードとプロキシ サーバの設定を変更できないようにすることができます。

証明書確認モードを設定するには、セキュリティ モード キーに次のいずれかの値を設定します。

n 1 は、Never connect to untrusted servers を実装します。

n 2 は、Warn before connecting to untrusted servers を実装します。

n 3 は Do not verify server identity certificates を実装します。

SSL プロキシ サーバ経由の接続を許可するには、SSL Proxy Mode キーに次のいずれかの値を設定します。

n 1 に設定すると、[SSL プロキシ経由の接続を許可] が有効になります。

n 0 に設定すると、[SSL プロキシ経由の接続を許可] が無効になります。

プロキシ サーバ経由での VMware Blast 接続を許可する方法については、エンド ユーザー向けの VMware Blast 
オプションの設定を参照してください。

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。

Horizon は、USB チャネル（USB プラグインと Horizon Agent 間の通信）を暗号化するためにセキュリティ オ
プションも使用します。

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。

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。

重要：   USB デバイスをリモート デスクトップにリダイレクトするには、Horizon Client で有効にするプロトコ

ル バージョンの 1 つがリモート デスクトップで有効になっている必要があります。

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 メニュー バーから [VMware Horizon Client] - [環境設定] の順に選択し、[セキュリティ]、[詳細] の順にク

リックします。
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2 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

スをオンまたはオフにします。

3 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。

4 （オプション） デフォルト設定に戻すには、[デフォルトに戻す] をクリックします。

5 変更内容を保存するには、[確認] をクリックします。

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。

ログ ファイル収集値の構成

Horizon Client は、Mac クライアントの ~/Library/Logs/VMware Horizon Client ディレクトリにログ フ
ァイルを生成します。管理者は、Mac クライアントの /Library/Preferences/
com.vmware.horizon.plist ファイルにキーを設定すると、ログ ファイルの最大数とログ ファイルを保存する

最大日数を設定できます。

表 1-1. ログ ファイル収集の PLIST キー

キー 説明

MaxDebugLogs ログ ファイルの最大数。最大値は 100 です。

MaxDaysToKeepLogs ログ ファイルを保存する最大日数。この値に制限はありません。

これらの条件と一致しないファイルは、Horizon Client を起動するときに削除されます。

MaxDebugLogs キーまたは MaxDaysToKeepLogs キーが com.vmware.horizon.plist ファイルに設定され

ていない場合、ログ ファイルのデフォルト数は 5 個で、ログ ファイルを保存するデフォルトの日数は 7 日間です。

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。

H.264 デコードと HEVC (High Efficiency Video Decoding) を許可できます。H.264 はビデオ圧縮規格で、

デジタル ビデオの保存または転送時にビデオを容量の少ない形式に変換します。H.264 デコードが許可されている

場合、色忠実度を上げることもできます。

サポートされている最大解像度と HEVC のサポートは、クライアントの画像処理装置 (GPU) の処理能力によって

異なります。JPEG/PNG の 4K 解像度をサポートできる GPU であっても、H.264 の 4K 解像度をサポートしな

い場合があります。H.264 で解像度がサポートされていない場合、Horizon Client は JPEG/PNG を代わりに使

用します。

環境でプロキシ サーバを使用している場合は、オペレーティング システムのプロキシ サーバとの VMware Blast 
接続を許可するかどうかを指定できます。

SSL プロキシ サーバの場合は、SSL プロキシ サーバを介したセカンダリ接続の証明書確認も設定する必要がありま

す。詳細については、『Horizon Client の証明書検証モードの設定』を参照してください。
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HEVC とプロキシ サーバのデフォルト オプションを使用すると、エンド ユーザーによる Horizon Client での変更

を防ぐことができます。詳細については、『エンド ユーザー向けの VMware Blast オプションの設定』を参照して

ください。

VMware Blast オプションは、サーバに接続する前または後で設定できます。

前提条件

HEVC (High Efficiency Video Decoding) を使用するには、Horizon Agent 7.7 以降がインストールされてい

る必要があります。YUV 4:4:4 でカラー精度を向上させるには、Horizon Agent 7.11 以降がインストールされて

いる必要があります。また、クライアント システムに HEVC デコード対応の GPU が必要です。

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、VMware Blast 機能（H.264、HEVC ハイカラー精度）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。

手順

1 Horizon Client を開始します。

2 メニュー バーから [VMware Horizon Client] - [環境設定] の順に選択し、[VMware Blast] をクリックしま

す。

3 Horizon Client で H.264 デコードを許可するには、[H.264 デコードを許可] チェック ボックスを選択しま

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（Horizon Agent 7.x）または Blast コーデック デコード（Horizon Agent 2006 以
降）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（Horizon 
Agent 7.x）または Blast コーデック デコード（Horizon Agent 2006 以降）を使用します。

4 （オプション） Horizon Client で H.264 デコードが許可されているときに、色忠実度の向上を許可するには、

[ハイカラー精度を許可（バッテリーの寿命とパフォーマンスが低下）] チェック ボックスを選択します。

エージェントがハイカラー精度をサポートしている場合にのみ、このオプションを選択すると、Horizon Client 
がハイカラー精度を使用します。このオプションを選択すると、バッテリの消耗が早くなったり、パフォーマン

スが低下する場合があります。デフォルトでは、この機能は無効になっています。

5 HEVC を許可するには、[HEVC (High Efficiency Video Decoding) を許可する] チェック ボックスを選択

します。

クライアント コンピュータに HEVC デコードをサポートする GPU が搭載されている場合、このオプションを

選択すると、パフォーマンスとイメージ品質が向上します。デフォルトでは、この機能は無効になっています。

このオプションを選択しても、クライアント コンピュータに HEVC デコード対応の GPU がない場合、

Horizon Client は H.264 デコードを使用します。

6 プロキシ サーバ経由での VMware Blast 接続を許可するには、[Blast 接続でオペレーティング システムのプ

ロキシ設定を使用することを許可] チェック ボックスを選択します。
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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。

カーソル イベント処理の設定

Mac クライアント システムの場合は、~/Library/Preferences/VMware Horizon View/config ファイル

で設定を行うと、カーソル イベント処理をカスタマイズできます。 

注：   カーソル イベント処理を使用するには、リモート デスクトップに Horizon Agent 2006 以降をインストー

ルする必要があります。

設定 説明

RemoteDisplay.mouseMoveMaxLatencyMsec マウスの移動イベントを一体化する際に許容される最大遅延時間をミリ

秒単位で設定します。

マウス移動イベントを一体化すると、クライアントとエージェントの間の

帯域幅の使用量が少なくなりますが、マウスの動きが少し遅れる可能性が

あります。

有効な値は 0 ～ 50 です。値に 0 を指定すると、この機能は無効になり

ます。デフォルト値は 0 です。

RemoteDisplay.allowCursorWarping カーソルのワープ機能を有効または無効にします。

この機能が有効で、マウスが絶対モードの場合、リモート エージェント

は、急激なカーソル移動を検出し、ローカルのカーソルを移動してクライ

アントにその動きを反映します。この機能を無効にすると、クライアント

はリモート エージェントで発生する急激なカーソル移動を無視します。

有効な値は TRUE または FALSE です。デフォルト値は TRUE です。

RemoteDisplay.allowCursorEventsOnLowLatencyChannel カーソルの更新に低遅延チャネルを使用するかどうかを指定します。有

効な値は TRUE または FALSE です。デフォルト値は TRUE です。

エージェント マシンでカーソル イベント処理を構成することもできます。たとえば、エージェント側の [ カーソル

のワープ] グループ ポリシー設定を使用して、カーソルのワープを構成できます。また、エージェント マシンの 

Windows レジストリ設定を変更して、マウス移動イベントの一体化と低遅延チャネルを有効または無効にすること

ができます。この機能を有効にするには、クライアントとエージェントの両方の設定が一致している必要があります。

エージェント側の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。

エンド ユーザー向けの VMware Blast オプションの設定

Mac クライアントで /Library/Preferences/com.vmware.horizon.plist ファイルにキーを設定すると、

エンド ユーザーが VMware Blast HEVC とプロキシ サーバのオプションを変更できないようにすることができ

ます。

HEVC オプションを設定するには、Allow HEVC キーに次のいずれかの値を設定します。

n 1 を使用すると、[HEVC (High Efficiency Video Decoding) を許可] が有効になります

n 0 を使用すると、[HEVC (High Efficiency Video Decoding) を許可] が無効になります

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

VMware, Inc. 24



プロキシ サーバ オプションを設定するには、Blast via proxy Mode キーに次のいずれかの値を設定します。

n 1 を使用すると、[Blast 接続でオペレーティング システムのプロキシ設定を使用することを許可] が有効になり

ます。

n 0 を使用すると、[Blast 接続でオペレーティング システムのプロキシ設定を使用することを許可] が無効になり

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 メニュー バーから、[VMware Horizon Client] - [環境設定] の順に選択し、[全般] をクリックします。

2 [データの共有を許可する] チェック ボックスを選択または選択解除します。

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。

表 1-2. 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
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表 1-2. 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 （続き）

説明 このフィールドは匿名になりますか？

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

スリープ モード オプションの構成

リモート セッション中にスリープ モードの動作を制御するには、Mac クライアントで /Library/Preferences/
com.vmware.horizon.plist ファイルにキーを設定します。

キー 説明

kPreventSystemSleepWhenBeingSessions 値が true で、リモート セッションが接続されている場合、Horizon 
Client はシステムがスリープ状態にならないようにします。値が 

false の場合、Horizon Client はシステムがスリープ状態にならない

ようにします。デフォルト値は true です。

kPreventSystemSleepBatteryPercentage バッテリの状態 [充電していません] で、1 つ以上のリモート セッション

が接続されている場合、バッテリ残量（割合）がこのキーの値を下回る

と、Horizon Client はシステムがスリープ状態にならないようにしま

す。デフォルト値は 50 です。

リモート セッションが接続されていない場合、システム設定に従ってク

ライアントがスリープ状態になります。

このオプションは、kPreventSystemSleepWhenBeingSessions 

が true の場合にのみ機能します。
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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 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 ウィンドウ サイズ

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

n 表示プロトコル

n USB デバイスをリダイレクトするオプション

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

%3Dint

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 デスクトップまたは公開アプリケーション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。

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。

connectUSBOnInsert

USB デバイスを物理的に接続したときに、そのデバイスをフォアグラウンド 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。リモート デスクトップに unattended クエリを指定すると、このクエリが暗

黙的に設定されます。このクエリを使用するには、action クエリを start-session に設定する必要があり

ます。さもないと、action クエリを持ちません。有効な値は、true および false です。構文の例は、

connectUSBOnInsert=true です。

connectUSBOnStartup

クライアント システムに現在接続されているすべての USB デバイスをリモート デスクトップまたは公開アプ

リケーションにリダイレクトします。リモート デスクトップに unattended クエリを指定すると、このクエリ

が暗黙的に設定されます。このクエリを使用するには、action クエリを start-session に設定する必要が

あります。さもないと、action クエリを持ちません。有効な値は、true および false です。構文の例は、

connectUSBOnStartup=true です。

desktopLayout

リモート デスクトップを表示するウィンドウのサイズを設定します。このクエリを使用するには、action クエ

リを start-session に設定する必要があります。さもないと、action クエリを持ちません。

表 2-2. desktopLayout クエリの有効値

値 説明

fullscreen 接続されているすべての外部モニターで全画面表示。この値がデフォルトになります。

windowLarge 大きなウィンドウ。

windowSmall 小さなウィンドウ。

WxH カスタム解像度で、幅と高さをピクセルで指定します。構文の例は、desktopLayout=1280x800 

です。

desktopProtocol
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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。

filePath

公開アプリケーションで開くローカル システムにあるファイルへのパスを指定します。絶対パスや、~/

username/test%20file.txt のような相対パスを指定できます。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

たとえば、ファイル パス /Users/username/test file.txt を示すに

は、/User/username/test%20file.txt を使用します。

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。
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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。

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
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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://

Horizon Client が起動し、サーバのアドレスを入力するページが表示されます。

11 vmware-view://10.10.10.10/My%20Notepad++?args=%22My%20new%20file.txt%22

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。

12 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。

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、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 ユーザーは公開デ

スクトップやアプリケーションを再起動したり、リセットすることができます。

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 デスクトップや公開アプリケーションで多くの操作を

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 スマート カードの証明書を選択するための Horizon Client の構成

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 ローカル フォルダとドライブの共有

n 公開アプリケーションでローカル ファイルを開く

n URL コンテンツ リダイレクト機能の使用

n 最近使用したリモート デスクトップまたは公開アプリケーションを開く

n サーバ、デスクトップおよびアプリケーションの接続に Touch Bar を活用する

n Horizon Client 起動時のサーバへの接続

n サーバ ユーザー名およびドメインを記憶しないよう Horizon Client を構成

n VMware Horizon Client ウィンドウを非表示にする

n キーボード ショートカット マッピングの作成

n Horizon Client マウス ショートカット マッピングの変更

n Windows のアクションに対する Horizon Client ショートカットの変更

n リモート デスクトップと公開アプリケーションの検索

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 ログオフまたは切断

n リモート デスクトップへの自動接続
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n 公開アプリケーションの再接続動作の構成

n ホーム ウィンドウからのサーバ ショートカットの削除

n ショートカットの順序変更

n ショートカットと URI のドラッグ

n サーバからの切断

スマート カードの証明書を選択するための Horizon Client の構成

また、サーバの接続時に、ローカル証明書またはスマート カード上の証明書を選択するように Horizon Client を構

成することもできます。この設定を行わない場合は、証明書を手動で選択する必要があります。

前提条件

設定を反映するには、Horizon 管理者がサーバでスマート カード認証を設定し、クライアント システムまたはスマ

ート カードで使用可能な証明書を 1 つにする必要があります。

複数の証明書がある場合、この設定にかかわらず、Horizon Client では常に証明書の選択が求められます。

手順

1 [アプリケーション] フォルダで、[VMware Horizon Client] をダブルクリックします。

2 メニュー バーから [VMware Horizon Client] - [環境設定] を選択します。

3 [環境設定] ダイアログ ボックスで [全般] をクリックします。

4 [証明書を自動的に選択する] を選択します。

5 [環境設定] ダイアログ ボックスを閉じます。

ダイアログ ボックスが閉じると、変更が有効になります。

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。

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 システム

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。

前提条件

n 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。

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

VMware, Inc. 35



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 サーバから提示される証明書の証明書確認モードを構成します。Horizon Client の証明書検証モードの設定を

参照してください。

n スマート カード認証を使用している場合は、ローカル証明書、つまりスマート カードの証明書が自動的に使用

されるよう Horizon Client を構成します。スマート カードの証明書を選択するための Horizon Client の構

成を参照してください。

n 認証に Touch ID を使用することを予定している場合は、Mac の Touch 設定に少なくとも 1 つの指紋を追加

する必要があります。Touch ID の認証は、サーバでバイオメトリック認証が有効になっている場合にのみ使用

できます。Touch ID 認証の詳細な要件については、Touch ID 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 [アプリケーション] フォルダで、[VMware Horizon Client] をダブルクリックします。

3 [続行] をクリックしてリモート USB サービスを開始するか、[ キャンセル] をクリックしてリモート USB サー

ビスなしで Horizon Client を使用します。

[続行] をクリックする場合、システム認証情報を提供する必要があります。[キャンセル] をクリックした場合、

後でリモート USB サービスを有効にできます。

注：   Horizon Client を初めて起動したときに、リモート USB サービスを開始するように求めるプロンプト

が表示されます。[キャンセル] または [続行] をクリックするかどうかに関係なく、再び表示されません。

4 サーバに接続します。

オプション 説明

新規サーバに接続 Horizon Client ホーム ウィンドウの [新規サーバ] アイコンをクリックし、サーバ名とポー

ト番号を入力して（必要な場合）、[接続] をクリックします。view.company.com:1443 

は、デフォルト以外のポートを使用した一例です。

既存サーバに接続 Horizon Client のホーム ウィンドウでサーバのショートカットをダブルクリックします。

 
5 RSA SecurID の認証情報または RADIUS の認証証明書の入力を求められた場合、認証情報を入力して [ログ

イン] をクリックします。
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6 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する必要があります。

c （オプション） この機能が有効で、サーバ証明書が完全に検証されている場合、[このパスワードを記憶す

る] チェック ボックスを選択します。

d （オプション） Touch ID 認証を有効にするには、[Touch ID を有効にする] チェック ボックスを選択しま

す。

Touch ID が有効な場合、初回のログインで Active Directory 認証情報が Mac に保護された状態で保存

され、以降のログインではそれが使用されます。

e [ログイン] をクリックします。

ログイン ダイアログ ボックスが表示される前に、確認する必要があることを知らせるメッセージが表示さ

れます。

7 Touch ID 認証を要求された場合は、Touch ID センサーに指を触れます。

8 （オプション） リモート デスクトップに複数の表示プロトコルが構成されている場合、使用するプロトコルを選

択します。

[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。

オプション 説明

リモート デスクトップの表示プロトコルを選

択

リモート デスクトップ名を選択し、<Control> を押しながらクリックし、コンテキスト メニ

ューから表示プロトコルを選択します。

または、コンテキスト メニューの [設定] を選択し、[設定] ダイアログ ボックスの [接続方法] 
ドロップダウン メニューから表示プロトコルを選択することもできます。

公開アプリケーションの表示プロトコルを選

択

公開アプリケーション名を選択し、Control キーを押しながらクリックし、コンテキスト メ
ニューの [設定] を選択し、[設定] ダイアログ ボックスの [優先されるプロトコル] ドロップダ

ウン メニューから表示プロトコルを選択します。

 
9 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ダブルクリックします。

公開デスクトップに接続していて、公開デスクトップに別の表示プロトコルが設定されている場合は、プロンプ

トが表示され、設定済みのプロトコルを使用するのか、リモート オペレーティング システムからログオフして

選択したプログラムで接続するかどうかが確認されます。

注：   サーバ上の 1 つのリモート デスクトップのみ使用する資格を与えられている場合、Horizon Client はそ

のリモート デスクトップに自動的に接続します。
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結果

Horizon 管理者がクライアント ドライブのリダイレクト機能を有効にしている場合は、[共有] ダイアログ ボックス

が表示される場合があります。[共有する] ダイアログ ボックスで、ローカル システム上のファイルへのアクセスを

許可または拒否できます。詳細については、ローカル フォルダとドライブの共有を参照してください。

初めてサーバに接続した後、Horizon Client を次に起動したときに、Horizon Client はこのサーバに自動的に接続

します。この機能を無効にする方法については、Horizon Client 起動時のサーバへの接続を参照してください。

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に接続できない場合は、次のタスクを実行し

ます。

n サーバの証明書が正常に動作していることを確認します。正常に動作していない場合は、Horizon Console 
で、リモート デスクトップの Horizon Agent が到達不能になる場合もあります。

n Connection Server インスタンスで設定されているタグがこのユーザーからの接続を許可していることを確

認します。Horizon の管理ドキュメントを参照してください。

n ユーザーがリモート デスクトップまたは公開アプリケーションにアクセスする資格を付与されていることを確

認します。ユーザーに資格を付与する方法については、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。

ローカル フォルダとドライブの共有

クライアント ドライブ リダイレクト機能を使用すると、ローカル クライアント システムのフォルダとドライブをリ

モート デスクトップや公開アプリケーションと共有できます。

共有ドライブには、マッピングされたドライブおよび USB ストレージ デバイスを含めることができます。

クライアント ドライブ リダイレクト機能を使用してリモート デスクトップで USB ドライブを共有する場合、リモ

ート デスクトップ セッションの実行中にデバイスを取り外してから再度接続することはできません。

クライアント ドライブ リダイレクト機能は、Microsoft OneDrive、Google Drive、企業のファイル ストレージ

の共有をサポートしていません。

Windows リモート デスクトップで、共有フォルダおよびドライブは、Windows オペレーティング システムのバ

ージョンに応じて [PC] フォルダまたは [コンピュータ] フォルダに表示されます。Notepad などの公開アプリケ

ーションでは、共有フォルダまたはドライブ内のファイルを参照したり開いたりすることができます。

クライアント ドライブ リダイレクトの設定は、すべてのリモート デスクトップと公開アプリケーションに適用され

ます。

前提条件

フォルダとドライブをリモート デスクトップまたは公開アプリケーションと共有するには、Horizon Agent にクラ

イアント ドライブ リダイレクト機能がインストールされている必要があります。デフォルトでは、クライアント ド
ライブ リダイレクト機能がインストールされています。

Horizon Agent 7.9 以降では、[Vid/Pid デバイスを含める] と [Vid/Pid デバイスを除外する] グループ ポリシー

設定を使用して、特定のベンダー ID と製品 ID を持つデバイスのフォルダをリダイレクトの対象にしたり、リダイ

レクトから除外できます。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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手順

1 [環境設定] ダイアログ ボックスを開き、[共有する] パネルを表示します。

オプション 説明

デスクトップとアプリケーションの選択ウィ

ンドウから

[VMware Horizon Client] - [環境設定] を選択し、[共有する] をクリックします。

リモート デスクトップまたは公開アプリケー

ションに接続したときに表示される [共有す

る] ダイアログ ボックスから

ダイアログ ボックスで、[環境設定] - [共有する] リンクをクリックします。

リモート デスクトップのオペレーティング シ
ステム内から

メニュー バーから、[VMware Horizon Client] - [環境設定]を選択し、[共有する] をクリ

ックします。

 
2 クライアント ドライブ リダイレクト設定を構成します。

オプション アクション

特定のフォルダまたはドライブを、リモート 

デスクトップおよび公開アプリケーションと

共有する

プラス ([+]) ボタンをクリックし、共有するフォルダまたはドライブを参照して選択し、[追
加] をクリックします。

注：   USB リダイレクト機能で USB デバイスがリモート デスクトップまたは公開アプリケ

ーションにすでに接続している場合、この USB デバイスでフォルダを共有することはできま

せん。

特定のフォルダまたはドライブの共有を停止

する

フォルダ リストでフォルダまたはドライブを選択し、マイナス ([-]) ボタンをクリックします。

リモート デスクトップおよび公開アプリケー

ションからホーム ディレクトリのファイルへ

のアクセスを許可します。

[home-directory へのアクセスを許可] チェック ボックスをオンにします。

リモート デスクトップと公開アプリケーショ

ンで USB ストレージ デバイスを共有する

[リムーバブル ストレージへのアクセスを許可] チェック ボックスをオンにします。クライア

ント ドライブ リダイレクト機能により、クライアント システムに挿入されているすべての 

USB ストレージ デバイス、および FireWire と Thunderbolt で接続されているすべての

外部ドライブが自動的に共有されます。共有する特定のデバイスを選択する必要はありませ

ん。

注：   リモート デスクトップまたは公開アプリケーションに USB リダイレクト機能ですでに

接続されている USB ストレージ デバイスは共有されません。

このチェック ボックスがオフの場合、USB リダイレクト機能を使用して、USB ストレージ 

デバイスをリモート デスクトップや公開アプリケーションに接続できます。

リモート デスクトップまたは公開アプリケー

ションへの接続時に [共有する] ダイアログ 

ボックスを表示しない

[デスクトップやアプリケーションに接続するときにダイアログを表示しない] チェック ボッ

クスをオンにします。

このチェック ボックスをオフにすると、リモート デスクトップや公開アプリケーションに最

初に接続したときに [共有する] ダイアログ ボックスが表示されます。たとえば、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、[共有する] ダイアログ ボックスが表示され

ます。さらに、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に接続すると、ダイア

ログ ボックスは表示されなくなります。もう一度ダイアログ ボックスを表示するには、サー

バから切断して再度ログインする必要があります。
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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で共有フォルダを表示できることを確認してください。

n Windows オペレーティング システムのバージョンに応じて、Windows リモート デスクトップでエクスプロ

ーラーを開いて [PC] フォルダを検索するか、Windows エクスプローラーを開いて [コンピュータ] フォルダ

を検索します。

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、[ファイル] - [名前を付けて保存] の順に選択

してフォルダまたはドライブに移動します。

共有に選択したフォルダとドライブには、次のような命名規則が使用されます。

命名規則 例

desktop-name の folder-name JSMITH-W03 の jsmith

folder-name (drive-number:) jsmith (Z:) 

desktoptop-name (drive-number:) の folder-name JSMITH-W03 (Z:) の jsmith

Horizon Agent のバージョンによっては、リダイレクトされたフォルダに 2 つのエントリがあります。たとえば、

Windows 10 では、[デバイスとドライブ] と [ネットワークの場所] の 2 つがあります。両方のエントリが同時に

表示される場合もあります。すべてのボリューム ラベル（A: から Z: まで）が使用済みの場合、リダイレクトされた

フォルダのエントリは 1 つだけになります。

公開アプリケーションでローカル ファイルを開く

公開アプリケーションで。ローカル ファイル システムにあるローカル ファイルを直接開くことができます。

ローカル ファイルを選択して、Control キーを押しながらクリックすると、[プログラムから開く] メニューにより、

利用可能な公開アプリケーションが表示されます。ローカル ファイルを公開アプリケーションのウィンドウや 

Dock アイコンにドラッグして、ローカル ファイルを開くこともできます。

特定の拡張子を持つファイルのデフォルト アプリケーションとして、公開アプリケーションを設定した場合、ローカ

ル ファイル システムにあるその拡張子を持つすべてのファイルがサーバに登録されます。公開アプリケーションを 

[アプリケーション] フォルダから実行する機能もオンにできます。

注：   ファイル名に Windows ファイル システムで無効な文字が含まれている場合は、公開アプリケーションでフ

ァイルを開くことができません。たとえば、test2<.txt という名前のファイルをメモ帳で開くことはできません。

前提条件

公開アプリケーションでローカル ファイルを開くには、Horizon 管理者が Horizon Agent にクライアント ドライ

ブ リダイレクト機能をインストールする必要があります。デフォルトでは、クライアント ドライブ リダイレクト機

能がインストールされています。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。

手順

1 サーバに接続します。
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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で、[設定] ボタン（歯車のアイコン）をクリック

し、左側のペインで [アプリケーション] を選択します。

3 ローカル ファイル システムから公開アプリケーションでローカル ファイルを開く機能をオンにするには、[ホス

ト型アプリケーションでローカル ファイルを開く] を選択します。

4 クライアント システムのアプリケーション フォルダから公開アプリケーションを実行する機能をオンにするには、

[ローカルのアプリケーション フォルダからホスト型アプリケーションを実行] を選択します。

URL コンテンツ リダイレクト機能の使用

Horizon 管理者は、リモート デスクトップまたは公開アプリケーションの内部でクリックした URL リンクをロー

カル クライアント システムのデフォルト ブラウザで開くように設定できます。URL のリンク先は、Web ページ、

電話番号、メール アドレスなどである場合があります。この機能は、URL コンテンツ リダイレクトと呼ばれます。

また、Horizon 管理者は、ローカル クライアント システムのブラウザやアプリケーション内でクリックした URL 
リンクをリモート デスクトップや公開で開くように設定することもできます。Horizon Client が開いていない場

合、URL リンクをクリックすると、ログインが求められます。

Horizon 管理者は、セキュリティ上の目的で URL コンテンツ リダイレクト機能を設定することもできます。たと

えば、職場にいるユーザーがネットワークの外部にある URL にアクセスするリンクをクリックする場合、公開アプ

リケーションでこのリンクを開くほうが安全な場合があります。管理者は、リンクを開く公開アプリケーションを構

成できます。

URL コンテンツ リダイレクト プロンプトに対する応答

Horizon Client を初めて起動し、URL コンテンツ リダイレクト機能が構成されているサーバに接続すると、リダ

イレクト用のリンクをクリックすると、Horizon Client で VMware Horizon URL フィルタ アプリケーションを

開くように求められます。[開く] をクリックして、URL リダイレクトを許可します。

URL コンテンツ リダイレクト機能の構成方法によっては、デフォルトの Web ブラウザを VMware Horizon 
URL フィルタに変更するように求めるアラート メッセージが Horizon Client に表示されることがあります。この

プロンプトが表示される場合、[「VMware Horizon URL フィルタ」を使用する] ボタンをクリックして、VMware 
Horizon URL フィルタをデフォルトのブラウザにすることを許可します。[「VMware Horizon URL フィルタ」

を使用する] をクリックした後に、デフォルトのブラウザを変更していない限り、このプロンプトは一度だけ表示さ

れます。

Horizon Client で、URL をクリックしたときにアプリケーションを選択するように求めるアラート メッセージも表

示される場合があります。このプロンプトが表示された場合には、[アプリケーションを選択] をクリックして、ロー

カル クライアント システムのアプリケーションを検索したり、[App Store を検索] をクリックして、新しいアプ

リケーションを検索してインストールします。[キャンセル] をクリックすると、URL は開きません。

Chrome での URL コンテンツ リダイレクトの使用

Chrome ブラウザで、VMware Horizon URL コンテンツ リダイレクト ヘルパー拡張機能を有効にするように求

められた場合は、[拡張機能を有効にする] をクリックして、Chrome ブラウザで URL コンテンツ リダイレクト機

能を使用します。[Chrome から削除] をクリックすると、拡張機能が削除され、Chrome で URL をクリックして

もリダイレクトされません。削除後も、拡張機能は Chrome Web ストアから手動でインストールできます。
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クライアント システムの Chrome ブラウザで URL が最初にリダイレクトされるときに、URL を Horizon Client 
で開くかどうか確認されます。[VMware Horizon Client リンクの選択内容を保存] チェック ボックス（推奨）を

選択して [VMware Horizon Client を開く] をクリックすると、このプロンプトは再度表示されません。

最近使用したリモート デスクトップまたは公開アプリケーションを
開く

Horizon Client で、最近使用したリモート デスクトップと公開アプリケーションを開くことができます。

最近使用したデスクトップと公開アプリケーションが、開かれた順に表示されます。最近使用したリモート デスクト

ップまたは公開アプリケーションを開いた時点でサーバに接続していない場合、サーバへのログイン画面が表示され、

認証情報を入力する必要があります。

前提条件

この機能を使用するには、以前にリモート デスクトップまたは公開アプリケーションを開いている必要があります。

最近使用したデスクトップまたは公開アプリケーションを Dock から開くには、VMware Horizon Client が 

Dock にある必要があります。Dock への Horizon Client の追加を参照してください。

手順

u Dock 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くには、Dock の [VMware Horizon 
Client] を Control キーを押しながらクリックして、メニューからリモート デスクトップまたは公開アプリケ

ーションを選択します。

u [ファイル] メニューからリモート デスクトップまたは公開アプリケーションを開くには、Horizon Client を起

動して、[ファイル] - [最近のファイルを開く] の順に選択し、メニューからリモート デスクトップまたは公開ア

プリケーションを選択します。

サーバ、デスクトップおよびアプリケーションの接続に Touch Bar 
を活用する

Mac に Touch Bar が搭載されている場合は、Touch Bar でサーバの追加、サーバからの切断、または最近使用し

たリモートのデスクトップや公開アプリケーションへの接続が行えます。

サーバに接続する前に、プラス ([+]) のアイコンをタッチしてサーバを追加します。サーバに接続した後は、[切断] 
アイコンをタッチしてサーバとの接続を切断します。

以前、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ことがある場合は、サーバに接続しなくてもデ

スクトップ名やアプリケーション名が Touch Bar に表示されます。表示されたリモート デスクトップ名やアプリ

ケーション名をタッチすると、サーバにログインしてそのリモート デスクトップまたは公開アプリケーションを起動

できます。

Horizon Client アプリケーションの Touch Bar 内のアイテムの追加や削除、アイテムの順序の変更は、[VMware 
Horizon Client] - [Touch Bar のカスタマイズ] で行えます。

リモート デスクトップまたは公開アプリケーション接続後の Touch Bar の使い方については、リモート デスクト

ップや公開アプリケーションに Touch Bar を活用するを参照してください。
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Horizon Client 起動時のサーバへの接続

初めてサーバに接続した後、次に Horizon Client を開始すると、Horizon Client はそのサーバに自動的に接続し

ます。

この機能を無効にするには、Horizon Client ホーム ウィンドウでサーバのショートカットを選択して Control キ
ーを押しながらクリックし、[パワーオン時に常に接続する] 設定の選択を解除します。

Horizon Client ホーム ウィンドウに他のサーバのショートカットがある場合は、別のサーバに対して [パワーオン

時に常に接続する] 設定を有効にすることができます。[パワーオン時に常に接続する] 設定は、一度に 1 台のサーバ

に対してのみ有効にできます。

サーバ ユーザー名およびドメインを記憶しないよう Horizon Client 
を構成

デフォルトでは、サーバにログインするときに Horizon Client が、入力されたユーザー名とドメインを保存しま

す。セキュリティを強化する目的で、サーバのユーザー名とドメインを記憶しないように Horizon Client を構成す

ることもできます。

手順

1 メニュー バーから [VMware Horizon Client] - [環境設定] を選択します。

2 [環境設定] ダイアログ ボックスで [全般] をクリックします。

3 [ユーザー名とドメインを記憶する] を選択解除します。

4 [環境設定] ダイアログ ボックスを閉じます。

ダイアログ ボックスが閉じると、変更が有効になります。

VMware Horizon Client ウィンドウを非表示にする

VMware Horizon Client ウィンドウは、リモート デスクトップまたは公開アプリケーションを開いた後に非表示

にできます。

手順

u 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いた後に VMware Horizon Client ウィンドウを非

表示にするには、VMware Horizon Client ウィンドウの隅にある [閉じる] ボタンをクリックします。

VMware Horizon Client アイコンは Dock に残ります。

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

VMware, Inc. 43



u 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いた後に VMware Horizon Client ウィンドウを常

に非表示にするように設定するには、サーバに接続する前に以下の手順を実行します。

a メニュー バーから [VMware Horizon Client] - [環境設定] を選択し、[環境設定] ダイアログ ボックスで 

[全般] をクリックします。

b [デスクトップ/アプリケーションの起動後にクライアント ウィンドウを非表示にする] をクリックします。

c [環境設定] ダイアログ ボックスを閉じます。

ダイアログ ボックスが閉じると、変更が有効になります。

u VMware Horizon Client ウィンドウを非表示にした後に再び表示するには、メニュー バーから [ウィンドウ] 
- [選択ウィンドウを開く] を選択するか、Dock で VMware Horizon Client アイコンを右クリックして [すべ

てのウィンドウを表示] を選択します。

キーボード ショートカット マッピングの作成

キーボード ショートカット マッピングを作成して、リモート デスクトップと公開アプリケーションでの Apple キ
ーボード ショートカットの解釈をカスタマイズできます。

キーボード ショートカット マッピングを作成する場合は、Apple キーボード ショートカットを Windows キーボ

ード ショートカットにマッピングします。キーボード ショートカットは、Control や Shift などの 1 つ以上のキー

修飾子と 1 つのキー コードで構成されています。キー コードには、修飾子キーを除く、キーボード上の任意のキー

を指定できます。Apple キーボードでマッピングされたキーボード ショートカットを押すと、リモート デスクトッ

プまたはリモート アプリケーションで対応する Windows キーボード ショートカットまたはアクションが実行さ

れます。

オペレーティング システムのキーボード ショートカットをマッピングすると、予測できない結果になることがあり

ます。詳細については、オペレーティング システムのキーボード ショートカットのマッピングに関する考慮事項を

参照してください。

手順

1 [VMware Horizon Client] - [環境設定] を選択し、[キーボードとマウス] をクリックします。

2 [キー マッピング] タブを選択します。
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3 キーボード ショートカット マッピングを構成します。

オプション アクション

キーボード ショートカット マッピングの削除 削除対象のマッピングを選択し、マイナス ([-]) ボタンをクリックします。

キーボード ショートカット マッピングの追加 a プラス ([+]) ボタンをクリックします。

b 1 つ以上のキーボード修飾子をクリックし、テキスト ボックスにキー コードを入力して 

Apple キーボード ショートカットのシーケンスを指定します。ドロップダウン メニュ

ーからキーを選択することもできます。[From: （マッピング元）] フィールドに、作成し

たキーボード ショートカットが表示されます。

c 1 つ以上のキーボード修飾子をクリックし、テキスト ボックスにキー コードを入力して対

応する Windows キーボード ショートカットのシーケンスを指定します。ドロップダ

ウン メニューからキーを選択することもできます。[To: （マッピング先:）] フィールド

に、作成したキーボード ショートカットが表示されます。

d 変更内容を保存するには、[OK] をクリックします。

キーボード ショートカット マッピングはデフォルトで有効になっています（キーボード ショ

ートカット マッピングの横の [オン] チェック ボックスが選択されています）。

キーボード ショートカット マッピングの変更 マッピングをダブルクリックし、変更を行います。

n Apple キーボード ショートカットのシーケンスを変更するには、1 つ以上のキーボード

修飾子をクリックし、テキスト ボックスにキー コードを入力します。ドロップダウン メ
ニューからキーを選択することもできます。

n 対応する Windows キーボード ショートカットのシーケンスを変更するには、1 つ以上

のキーボード修飾子をクリックし、テキスト ボックスにキー コードを入力します。ドロ

ップダウン メニューからキーを選択することもできます。

変更内容を保存するには、[OK] をクリックします。

キーボード ショートカット マッピングの無効

化

キーボード ショートカット マッピングの横の [オン] チェック ボックスを選択解除します。

キーボード ショートカット マッピングを無効にすると、Horizon Client では Apple キーボ

ード ショートカットがリモート デスクトップまたはリモート アプリケーションに送信されま

せん。

言語固有のキー マッピングを有効または無効

にする

[言語固有のキー マッピングを有効にする] チェック ボックスを選択または選択解除します。

デフォルトでは、チェック ボックスはオンになっています。

デフォルトのマッピングに戻す [デフォルトに戻す] をクリックします。デフォルトのキーボード ショートカット マッピング

に加えた変更は削除され、デフォルトのマッピングがリストアされます。

 
4 [環境設定] ダイアログ ボックスを閉じます。

キーボード ショートカット マッピングの変更は直ちに有効になります。変更を有効にするために、開いている

リモート デスクトップや公開アプリケーションを再起動する必要はありません。

オペレーティング システムのキーボード ショートカットのマッピングに関する
考慮事項

Mac と Windows のどちらにもデフォルトのキーボード ショートカットがあります。たとえば、Command-Tab 
および Command- スペース バーは Mac システムの一般的なキーボード ショートカットで、Ctrl+Esc および Alt
+Enter は Windows システムの一般的なキーボード ショートカットです。これらのオペレーティング システム

のキーボード ショートカットのいずれかを Horizon Client でマッピングしようとすると、Mac クライアント シス
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テムおよびリモート デスクトップまたは公開アプリケーションでのショートカットの動作は予測しないものになる

可能性があります。

n キーボード ショートカットをマッピングする場合、Mac クライアント システムでのショートカットの動作はオ

ペレーティング システムでのショートカットの管理方法に応じて異なります。たとえば、キーボード ショート

カットによりオペレーティング システムでアクションがトリガーされたり、Horizon Client がショートカット

に応答しない場合があります。または、キーボード ショートカットによりオペレーティング システムと 

Horizon Client の両方でアクションがトリガーされる場合があります。

n Mac キーボード ショートカットを Horizon Client でマッピングする前に、Mac クライアント システムの [シ
ステム環境設定] でショートカットを無効にする必要があります。すべての Mac キーボード ショートカットを

無効にできるわけではありません。

n Windows キーボード ショートカットを Horizon Client でマッピングすると、リモート デスクトップまたは

公開アプリケーションでショートカットを使用するときにマッピングされたアクションが実行されます。

n 公開アプリケーションの場合、Windows キーを含む Windows ショートカットはデフォルトで無効になり、

Horizon Client の [Keyboard Preferences （キーボード環境設定）] ダイアログ ボックスには表示されませ

ん。これらの無効なキーボード ショートカットのいずれかのマッピングを作成すると、ショートカットは 

[Keyboard Preferences （キーボード環境設定）] ダイアログ ボックスに表示されます。

デフォルトの Mac キーボード ショートカットのリストについては、Apple サポート Web サイト (http://
support.apple.com) を参照してください。デフォルトの Windows ショートカットのリストについては、

Microsoft Windows の Web サイト (http://windows.microsoft.com) を参照してください。

Horizon Client マウス ショートカット マッピングの変更

リモート デスクトップおよび公開アプリケーションに右クリックおよび中クリックを送信するよう、単一ボタンの 

Apple マウスを構成できます。デフォルトのマウス ショートカット マッピングは、変更できます。また、有効にし

たり無効にしたりできます。マウス ショートカット マッピングを作成したり、デフォルトのマウス ショートカット 

マッピングを削除したりすることはできません。

手順

1 [VMware Horizon Client] - [環境設定] を選択し、[キーボードとマウス] をクリックします。

2 [マウス ショートカット] タブを選択します。

3 マウス ショートカット マッピングを変更します。

オプション アクション

マウス ショートカット マッピングの変更 マッピングをダブルクリックし、変更を行います。変更内容を保存するには、[OK] をクリッ

クします。

マウス ショートカット マッピングを無効にす

る

マウス ショートカット マッピングの横の [オン] チェック ボックスを選択解除します。マウ

ス ショートカット マッピングを無効にすると、Horizon Client はマウス ショートカットを

リモート デスクトップまたは公開アプリケーションに送信しません。
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オプション アクション

マウス ショートカット マッピングを有効にす

る

マウス ショートカット マッピングの横の [オン] チェック ボックスを選択します。マウス シ
ョートカット マッピングを有効にすると、Horizon Client はマウス ショートカットをリモー

ト デスクトップまたは公開アプリケーションに送信します。

デフォルト設定に戻す [デフォルトに戻す] をクリックします。デフォルトのマウス ショートカット マッピングに加

えた変更は削除され、デフォルトのマッピングがリストアされます。

 
4 [環境設定] ダイアログ ボックスを閉じます。

マウス ショートカット マッピングの変更は直ちに有効になります。変更を有効にするために、開いているリモ

ート デスクトップや公開アプリケーションを再起動する必要はありません。

Windows のアクションに対する Horizon Client ショートカットの
変更

Horizon Client には、一般的な Windows のアクション（フル画面に切り替え、終了、アプリケーションを非表示

にする、ウィンドウのサイクル処理、ウィンドウのサイクル処理を反転など）について、ショートカット マッピング

が事前構成されています。排他モードの切り替えについてもショートカット マッピングが事前構成されています。

デフォルトのショートカットは、有効にすることも無効にすることもできます。ショートカットを作成したり、デフ

ォルトのショートカットを削除したりすることはできません。

手順

1 [VMware Horizon Client] - [環境設定] を選択し、[キーボードとマウス] をクリックします。

2 [Horizon ショートカット] タブを選択します。

3 デフォルトのショートカットを変更します。

オプション アクション

ショートカットを有効にする ショートカットの横の [オン] チェック ボックスを選択します。ショートカットを有効にする

と、Horizon Client はショートカットをリモート デスクトップまたは公開アプリケーション

に送信しません。

ショートカットを無効にする ショートカットの横の [オン] チェック ボックスを選択解除します。ショートカットを無効に

すると、Horizon Client はショートカットをリモート デスクトップまたは公開アプリケーシ

ョンに送信します。

注：   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ショートカットの挙動は予測で

きない場合があります。

デフォルト設定に戻す [デフォルトに戻す] をクリックします。変更は削除され、デフォルト設定がリストアされま

す。

 
4 [環境設定] ダイアログ ボックスを閉じます。

変更は直ちに有効になります。変更を有効にするために、開いているリモート デスクトップや公開アプリケーシ

ョンを再起動する必要はありません。
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リモート デスクトップと公開アプリケーションの検索

サーバに接続すると、そのサーバで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がデスクトップとアプ

リケーションの選択ウィンドウに表示されます。ウィンドウに入力して、特定のリモート デスクトップまたは公開ア

プリケーションを検索できます。

入力を始めると、Horizon Client により、一致する最初のリモート デスクトップまたは公開アプリケーション名が

ハイライト表示されます。ハイライト表示されたリモート デスクトップまたは公開アプリケーションに接続するに

は、Enter キーを押します。最初の一致が見つかった後も入力を続けると、Horizon Client により、一致するリモ

ート デスクトップおよび公開アプリケーションの検索が続行されます。Horizon Client により、一致するリモート 

デスクトップまたは公開アプリケーションが複数見つかった場合は、Tab キーを押すと次の一致に切り替えることが

できます。入力を 2 秒間やめてから再び開始すると、Horizon Client は、新しい検索を開始したものとみなしま

す。

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 Horizon Client ホーム ウィンドウで、サーバのアイコンをダブルクリックします。

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 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選択し、Control キ
ーを押しながらクリックして、コンテキスト メニューから [お気に入りとしてマーク] を選択

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ショートカットの右上隅に、星

が表示されます。

お気に入りを選択解除 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選択解除し、Control 
キーを押しながらクリックして、コンテキスト メニューから [お気に入りとしてマーク] を選

択します。リモート デスクトップまたは公開アプリケーションのショートカットの右上隅か

ら星が消えます。
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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 [お気に入り] ボタン（星アイコン）をクリックしま

す。

[お気に入り] ボタンをもう一度クリックすると、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切り替え

リモート デスクトップに接続している場合は、別のリモート デスクトップに切り替えることができます。また、リ

モート デスクトップに接続している間は、公開アプリケーションに接続することもできます。

手順

u 同じサーバまたは異なるサーバからリモート デスクトップまたは公開アプリケーションを選択します。

オプション アクション

同じサーバの別のリモート デスクトップまた

は公開アプリケーションを選択する

次のいずれかのアクションを実行します。

n 現在のデスクトップを開いたまま別のリモート デスクトップに接続するには、メニュー 

バーの [ウィンドウ] - [VMware Horizon Client] の順に選択し、別のリモート デスク

トップのショートカットをダブルクリックします。このリモート デスクトップは新しい

ウィンドウに表示されるため、複数のリモート デスクトップが開いた状態になります。メ

ニュー バーの [ウィンドウ] メニューから、リモート デスクトップを切り替えることがで

きます。

n 現在のリモート デスクトップを閉じて別のリモート デスクトップに接続するには、メニ

ュー バーで [接続] - [切断] の順に選択し、別のリモート デスクトップのショートカット

をダブルクリックします。

n 別の公開アプリケーションを開くには、別の公開アプリケーションのショートカットをダ

ブルクリックします。この公開アプリケーションは新しいウィンドウで開きます。複数の

公開アプリケーションを開いたまま保持できます。アプリケーションを切り替えるには、

アプリケーション ウィンドウ内をクリックします。

異なるサーバの別のリモート デスクトップま

たは公開アプリケーションを選択する

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を使用する資格があって、デスクト

ップとアプリケーションの選択ウィンドウが開く場合、そのウィンドウのツールバーの左側に

ある [サーバから切断] ボタンをクリックし、サーバから切断します。1 台のリモート デスクト

ップまたは公開アプリケーションしか使用する資格がない場合は、デスクトップとアプリケー

ションの選択ウィンドウが開きませんが、メニュー バーから [ファイル] - [サーバから切断] 
の順に選択してから別のサーバに接続できます。

 

ログオフまたは切断

ログオフせずにリモート デスクトップから切断すると、リモート デスクトップ内のアプリケーションは開いたまま

になります。サーバから切断し、公開アプリケーションを実行したままにすることもできます。
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リモート デスクトップを開いていなくても、リモート デスクトップのオペレーティング システムからログオフでき

ます。この機能は、リモート デスクトップに Ctrl + Alt + Del を送信してから [ログオフ] をクリックするのと同じ

結果になります。

注：   Windows のキーの組み合わせ Ctrl+Alt+Del は、リモート デスクトップでサポートされていません。代わ

りに、メニュー バーから [接続] - [Ctrl-Alt-Del を送信] の順に選択します。または、Apple キーボードで Fn + 
Control + Option + Delete キーを押します。

手順

u ログオフせずにリモート デスクトップから切断します。

オプション アクション

Horizon Client を切断して終了する a ウィンドウの隅にある [閉じる] ボタンをクリックするか、メニュー バーの [ファイル] - 
[閉じる] の順に選択します。

b メニュー バーから [VMware Horizon Client] - [VMware Horizon Client の終了] 
を選択します。

切断して Horizon Client にとどまる ツールバーの [切断] ボタンをクリックするか、メニュー バーから [接続] - [切断] の順に選択

します。

 

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。

u リモート デスクトップからログオフして切断する。

オプション アクション

リモート デスクトップから Windows の[スタート]メニューを使用してログオフします。

メニュー バーから メニュー バーから [接続] - [ログオフ] を選択します。

この手順を使用すると、リモート デスクトップで開いているファイルが保存されずに終了しま

す。

 
u 公開アプリケーションとの接続を切断します。

オプション アクション

サーバから切断し、公開アプリケーションを実

行したままにする

次のいずれかのアクションを実行します。

n デスクトップとアプリケーションの選択ウィンドウで、ツールバーの左側の [サーバから

切断] ボタンをクリックします。

n メニュー バーから [ファイル] - [サーバから切断] を選択します。

公開アプリケーションを閉じ、サーバから切断

する

a 通常の方法で公開アプリケーションを終了します。たとえば、アプリケーション ウィンド

ウの隅の [閉じる] ボタンをクリックします。

b デスクトップとアプリケーションの選択ウィンドウで、ツールバーの左側の [サーバから

切断] ボタンをクリックするか、メニュー バーから [ファイル] - [サーバから切断] の順に

選択します。
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u リモート デスクトップが開いていないときにログオフします。

この手順を使用すると、リモート デスクトップで開いているファイルは保存されずに終了します。

オプション アクション

ホーム ウィンドウから a サーバ ショートカットをダブルクリックし、認証情報を入力します。

b リモート デスクトップを選択し、メニュー バーから [接続] - [ログオフ] の順に選択しま

す。

デスクトップとアプリケーションの選択ウィ

ンドウから

リモート デスクトップを選択し、メニュー バーから [接続] - [ログオフ] の順に選択します。

 

リモート デスクトップへの自動接続

サーバに接続したときに特定のリモート デスクトップが開くようにサーバを構成できます。特定の公開アプリケー

ションが開くようにサーバを構成することはできません。

サーバ上の 1 台のリモート デスクトップのみ使用する資格を与えられている場合、サーバに接続すると Horizon 
Client でそのリモート デスクトップが常に開きます。

前提条件

ユーザー名とパスワード、RSA SecurID ユーザー名とパスコード、RADIUS 認証ユーザー名とパスコード、スマ

ート カード個人識別番号 (PIN) など、サーバに接続するための認証情報を取得します。

手順

1 Horizon Client ホーム ウィンドウで、サーバのアイコンをダブルクリックします。

2 入力のダイアログが表示されたら、認証情報を入力します。

3 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で、[設定] ボタン（歯車のアイコン）をクリックし

ます。

4 [設定] ダイアログ ボックスの左ペインで、リモート デスクトップを選択します。

5 [このデスクトップに自動接続] を選択します。

公開アプリケーションの再接続動作の構成

公開アプリケーションを閉じずにサーバから切断すると、Horizon Client は、この公開アプリケーションを次回の

サーバ接続時に開くかどうか確認します。Horizon Client の再接続動作設定を変更することで、この動作を変更で

きます。

前提条件

ユーザー名とパスワード、RSA SecurID ユーザー名とパスコード、RADIUS 認証ユーザー名とパスコード、スマ

ート カード個人識別番号 (PIN) など、サーバに接続するための認証情報を取得します。

手順

1 Horizon Client の [ホーム] ウィンドウで、サーバのアイコンをダブルクリックします。
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2 入力のダイアログが表示されたら、認証情報を入力します。

3 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で、[設定] ボタン（歯車のアイコン）をクリックし

ます。

4 [設定] ダイアログ ボックスの左ペインで、[アプリケーション] を選択します。

5 アプリケーションの再接続動作オプションを選択します。

これらのオプションによって、実行中のサーバおよび公開アプリケーションにユーザーが接続したときの 

Horizon Client の動作が決定されます。

オプション 説明

再接続を要求し、アプリケーションを開く Horizon Client に、[1 つ以上のリモート アプリケーションが実行中です。これらのアプリケ

ーションを今すぐ開きますか? ][アプリケーションに再接続] または [今はしない] を選択でき

ます。さらに、[今後はこのメッセージを表示しない] チェック ボックスをオンにして、今後は

メッセージが表示されないようにすることもできます。デフォルトでは、この設定は有効にな

っています。

自動的に再接続し、アプリケーションを開く Horizon Client は、実行中の公開アプリケーションをすぐに開きます。

再接続を要求せず、自動再接続もしない Horizon Client は、実行中の公開アプリケーションを再度開くようにユーザーに求めず、公

開アプリケーションを自動的に開くこともありません。この設定は、[今後はこのメッセージを

表示しない] チェック ボックスと同じ効果があります。

 

結果

新しい設定は、次回サーバに接続したときに有効になります。

ホーム ウィンドウからのサーバ ショートカットの削除

サーバに接続すると、サーバのショートカットが Horizon Client のホーム ウィンドウに保存されます。

ショートカットを選択して [Del] キーを押すと、サーバのショートカットを削除できます。あるいは、Control キー

を押しながら Horizon Client ホーム ウィンドウのショートカットをクリックするか、ショートカットを右クリック

して、[削除] を選択します。

サーバに接続した後に表示されるリモート 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削除でき

ません。

ショートカットの順序変更

サーバ、リモート デスクトップ、および公開アプリケーションのショートカットの順序を変更することができます。

サーバに接続するたびに、サーバのショートカットが Horizon Client のホーム ウィンドウに保存されます。サーバ

のショートカットを選択してホーム ウィンドウの新しい位置にドラッグすると、これらのショートカットの順序を変

更できます。

サーバに接続すると、そのサーバで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がデスクトップとアプ

リケーションの選択ウィンドウに表示されます。リモート デスクトップのショートカットが最初に表示され、公開ア

プリケーションのショートカットが後に続きます。リモート デスクトップのショートカットと公開アプリケーショ

ンのショートカットはアルファベット順に配置されており、これらを並べ替えることはできません。
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お気に入りビューを表示している（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 [お気に入り] 
ボタンをクリックした）場合、ショートカットを選択し、ウィンドウ上の新しい位置にドラッグすると、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順序を変更できます。

ショートカットと URI のドラッグ

サーバ、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や URI (Uniform Resource 
Identifier) をドラッグできます。

サーバのショートカットを Horizon Client のホーム ウィンドウから Notes などの別のアプリケーションへドラ

ッグできます。サーバのショートカットは、vmware-view://server-address など、他のアプリケーションで

は URI で表示されます。また、サーバのアドレスや URI を別のアプリケーションから ホーム ウィンドウへドラッ

グできます。

サーバに接続すると、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を Horizon Client のデスク

トップとアプリケーションの選択ウィンドウから、Notes などの別のアプリケーションにドラッグできます。ショ

ートカットは、vmware-view://server-name/item-name など、他のアプリケーションでは URI で表示されま

す。

サーバ、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 Horizon Client から Mac 上のフ

ォルダにドラッグをすると、Horizon Client によりそのフォルダ内にショートカット ファイルが作成されます。こ

のショートカット ファイルをダブルクリックすると、Horizon Client が起動し、サーバ、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ます。

URI 構文の詳細については、vmware-view URI を作成するための構文を参照してください。

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、Horizon Client メニュー バーの左上隅にある [サーバから切断] アイコンをクリックし

ます。
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リモート デスクトップまたは公開アプ
リケーションの操作 4
Horizon Client for Mac は、使い慣れた個人用のデスクトップとアプリケーション環境を提供します。エンド ユー

ザーは、各自のローカル コンピュータに接続された USB デバイスやその他のデバイスにアクセスしたり、ローカル 

コンピュータで検出できる任意のプリンタにドキュメントを送信したり、スマート カードで認証したり、複数のモニ

ターを使用したりできます。

この章には、次のトピックが含まれています。

n Mac クライアントの機能サポート

n キーボード入力ソース言語の同期

n モニターおよび画面解像度

n USB デバイスの使用

n Web カメラおよびマイクロフォンの使用

n リモート デスクトップ セッションの共有

n テキストとイメージのコピー アンド ペースト

n ドラッグ アンド ドロップ

n 公開アプリケーションの使用

n リモート デスクトップや公開アプリケーションに Touch Bar を活用する

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 PCoIP クライアントサイド イメージ キャッシュ

n リモート デスクトップでのマウスのパフォーマンスの向上

Mac 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。
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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。

固有機能の要件

ほとんどのリモート デスクトップ機能は Horizon Agent 7.5 で動作しますが、一部の機能には、それよりも新し

いバージョンの Horizon Agent が必要になります。

機能 要件

ファイルとフォルダのドラッグ Horizon Agent7.9 以降

VMware Integrated Printing とロケーション ベースの印刷 Horizon Agent7.9 以降

このバージョンの Horizon Client for Mac では、仮想印刷（ThinPrint ともいいます）はサポートされていませ

ん。

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。

キーボード入力ソース言語の同期

リモート デスクトップに接続すると、クライアント システムのキーボード入力ソース言語がリモート デスクトップ

で同期されます。

たとえば、Mac クライアント システムのキーボード入力ソース言語（[システム環境設定] - [キーボード] - [入力ソ

ース]）が日本語の場合、リモート デスクトップの言語バーに日本語が表示されます。

この機能は、クライアント システムで次のキーボード入力ソース言語をサポートします。

n 日本語
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n 英語

n 中国語

n 韓国語

n フランス語

n ドイツ語

n スペイン語

キーボード入力ソース言語がサポートされていない場合、同期は行われません。

キーボード入力ソース言語の同期は、エージェント側の [キーボード言語の同期] グループ ポリシー設定によって制

御されます。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 グループ ポリ

シー設定」を参照してください。

モニターおよび画面解像度

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と、リモート デスクトップを複数のモニ

ターに拡大できます。Retina Display の Mac であれば、リモート デスクトップをフル解像度で表示できます。

VMware Blast 表示プロトコルまたは PCoIP 表示プロトコルでは、リモート デスクトップの 4K (3840 x 2160) 
の画面解像度がサポートされます。サポートされる 4K ディスプレイの数は、デスクトップ仮想マシンのハードウェ

ア バージョンと Windows のバージョンによって異なります。

ハードウェア バージョン Windows バージョン サポートされる 4K ディスプレイの数

10（ESXi 5.5.x 互換） 7、8、8.x、10 1

11（ESXi 6.0 互換） 7

（3D レンダリング機能が無効で、Windows Aero が無効の場合）

3

11 7

（3D レンダリング機能が有効の場合）

1

11 8、8.x、10 1

13、14 7、8、8.x、10

（3D レンダリング機能が有効の場合）

1

13、14 7、8、8.x、10 4

最高のパフォーマンスを得るために、2 GB の RAM と 2 個の vCPU がある仮想マシンを推奨します。この機能で

は、ネットワーク遅延が小さく、パッケージ損失率が低く、1000 Mbps のバンド幅が確保されるような良好なネッ

トワーク環境が求められる場合があります。

複数のモニターで全画面表示モードを使用

リモート デスクトップ ウィンドウを開いている場合は、[ウィンドウ] - [全画面表示にする] メニュー項目の順に選

択するか、リモート デスクトップ ウィンドウの右上隅にある展開矢印を使用して、複数のモニターでリモート デス

クトップを表示できます。[ウィンドウ] - [フル画面で 1 台のディスプレイを使用] メニュー項目を選択して、リモー

ト デスクトップを 1 台のモニターだけで表示できます。
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モニターは別のモードに変更してもかまいません。たとえば、外部モニター接続されているノートパソコンを使用し

ている場合、外部モニターはポートレート モードまたはランドスケープ モードにできます。

サーバに接続してからリモート デスクトップを開く前に、[設定] ダイアログ ボックスで全画面表示オプションを選

択できます。デスクトップとアプリケーションの選択ウィンドウの右上隅で、[設定] ボタン（歯車のアイコン）をク

リックし、リモート デスクトップを選択し、[全画面表示] ドロップダウン メニューからフル画面オプションを選択

します。

複数のモニター環境でモニター選択機能を使用して、モニターのサブセットにリモート デスクトップ ウィンドウを

表示できます。詳細については、リモート デスクトップを表示する特定のモニターの選択を参照してください。

分割ビューでのリモート デスクトップの使用

El Capitan (10.11) 以降でサポートされる分割ビューを使用すると、ウィンドウを手動で移動およびサイズ変更せず

に、Mac 画面に 2 つのアプリケーションを表示できます。全画面表示モード（[[全画面表示]] オプションまたは [[1 
台のディスプレイを全画面表示で使用]] オプション）のリモート デスクトップで分割ビューを使用できます。

Retina Display が搭載された高解像度 Mac の使用

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場合、Horizon Client は Retina ディス

プレイ対応のクライアント システムの高解像度をサポートします。リモート デスクトップに接続したら、[接続] - 
[解像度] - [フル解像度] メニュー項目の順に選択し、高解像度モードを有効にします。クライアント システムが 

Retina Display をサポートする場合に限って、このメニュー項目が表示されます。

高解像度モードでは、DPI 同期機能により、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 DPI 設
定が確実に一致します。詳細については、DPI 同期の使用を参照してください。

DPI 同期の使用

DPI 同期機能により、リモート デスクトップ マシンの 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。

DPI 同期機能には次の要件があります。

n クライアント システムが Retina ディスプレイを搭載している。

n リモート デスクトップで、フル解像度モード（[接続 > 解像度 > フル解像度]）が選択されている。

n 複数のモニターを使用する場合は、システムの設定で Retina ディスプレイがプライマリのウィンドウに選択さ

れている。複数のディスプレイを全画面表示モードにすることはできません。

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 デスクトップを適切にスケーリングします。

リモート デスクトップとの DPI 同期の動作

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。

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。
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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、公開アプリケーションでサポートされません。

以前のバージョンの Horizon Agent の場合、Horizon Client 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、ログオフしてから再度

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 Horizon Client 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。

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 2008 R2

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。
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公開デスクトップでサポートされている RDS ホスト

公開デスクトップの場合、DPI 同期機能は次の RDS ホストに対応します。

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。

リモート デスクトップを表示する特定のモニターの選択

2 台以上のモニターがある場合は、リモート デスクトップのウィンドウを表示するモニターを選択できます。たとえ

ば、2 台のモニターがある場合、リモート デスクトップ ウィンドウを 1 台のモニターにのみ表示するように指定で

きます。

最大で 4 台のモニターを並べて選択できます。

前提条件

2 台以上のモニターが必要です。

手順

1 Horizon Client を起動し、サーバに接続します。

2 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で、リモート デスクトップを右クリックし、[設定] を選

択します。

3 [接続方法] ドロップダウン メニューから、[PCoIP] または [VMware Blast] を選択します。

4 [全画面表示] ドロップダウン メニューから [選択したディスプレイを使用] を選択します。

クライアント システムに現在接続されているモニターのサムネイルが、[ディスプレイの配置] に表示されます。

表示トポロジは、クライアント システムの表示設定と一致します。

5 リモート デスクトップ ウィンドウを表示するモニターを選択するか、選択解除するには、サムネイルをクリッ

クします。

モニターを選択すると、サムネイルの色が変わります。ディスプレイの選択ルールに違反すると、警告メッセー

ジが表示されます。

6 リモート デスクトップに接続します。

リモート デスクトップに接続すると、変更はすぐに反映されます。選択したディスプレイで、リモート デスク

トップが全画面表示モードで表示されます。

公開アプリケーションを表示する特定のモニターの選択

2 台以上のモニターを使用している場合、公開アプリケーションのウィンドウを表示するモニターを選択できます。

たとえば、3 台のモニターがある場合、公開アプリケーション ウィンドウを 2 台のモニターにのみ表示するように

指定できます。
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最大で 4 台のモニターを並べて選択できます。モニターは横または縦に並べて配置できます。たとえば、モニターを 

2 台ずつ 2 列に配置できます。

前提条件

2 台以上のモニターが必要です。

手順

1 Horizon Client を起動し、サーバに接続します。

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で、[設定] ボタン（歯車のアイコン）をクリックし

ます。

3 [設定] ダイアログ ボックスの左ペインで、[アプリケーション] を選択します。

4 [ディスプレイ] タブをクリックします。

クライアント システムに現在接続されているモニターのサムネイルが、[ディスプレイの配置] に表示されます。

表示トポロジは、クライアント システムの表示設定と一致します。

5 公開アプリケーションを表示するモニターを選択するか、選択解除するには、サムネイルをクリックします。

モニターを選択すると、サムネイルの色が変わります。ディスプレイの選択ルールに違反すると、警告メッセー

ジが表示されます。

排他モードの使用

排他モードは、リモート デスクトップが全画面表示されるという点では全画面表示モードに似ています。全画面表示

モードとは異なり、排他モードではポインタを画面の端に移動させても VMware Horizon Client のメニュー バー

と Dock が表示されません。

排他モードに切り替えるには、リモート デスクトップをウィンドウ表示モードで開いて、Option キーを押しながら 

[ウィンドウ] - [排他モードへの切り替え] を選択します。

リモート デスクトップがウィンドウ表示モードの場合、Command + Control + Option + F キーを押して排他モ

ードに切り替えることもできます。排他モードを終了するには、Command + Control + Option + F キーをもう

一度押します。

注：   Option キーを押さずにメニューを選択すると、[排他モードへの切り替え] メニュー項目の代わりに [フル画

面にする] メニュー項目が表示されます。リモート デスクトップが全画面表示モードの場合、[排他モードへの切り替

え] メニュー項目は選択できません。

2 台のモニターで排他モードを使用する場合、リモート デスクトップを開く前に、[設定] ダイアログ ボックスで [す
べてのディスプレイを使用] を選択し、デスクトップを開いて、排他モードにします。1 台のモニターで排他モードを

使用する場合、リモート デスクトップを開く前に、[設定] ダイアログ ボックスで [1 台のディスプレイを使用] を選

択し、リモート デスクトップに接続して、排他モードにします。

[設定] ダイアログ ボックスを開くには、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] 
ボタン（歯車のアイコン）をクリックし、リモート デスクトップを選択して [全画面表示] ドロップダウン メニュー

からオプションを選択します。
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リモート デスクトップのディスプレイの解像度とスケーリングのカスタマイズ

Horizon Client を使用すると、リモート デスクトップのディスプレイの解像度とスケーリングをカスタマイズでき

ます。ディスプレイの解像度により、テキストや画像の鮮明度が変わります。1600 x 1200 ピクセルなど、解像度

を高くすると、アイテムがより鮮明に表示されます。ディスプレイ スケーリングは、テキスト、アイコン、ナビゲー

ション要素のサイズを変更できます。スケーリングはパーセンテージで指定します。

カスタム ディスプレイ解像度とディスプレイのスケーリング設定は、ローカル クライアント システムにのみ保存さ

れます。別のシステムからリモート デスクトップにログインしても、設定は適用されません。

この機能には次の制限と考慮事項があります。

n マルチモニター モードでは、リモート デスクトップのディスプレイ解像度をカスタマイズできません。

n カスタム設定でクライアントよりも高い解像度を選択すると、Horizon Client はクライアント ウィンドウに合

わせてリモート デスクトップ ウィンドウのサイズを変更します。カスタム設定でクライアントよりも低い解像

度を選択すると、リモート デスクトップ ウィンドウに黒いバーが表示されます。

n リモート デスクトップ セッションでディスプレイ解像度をカスタマイズすると、変更がすぐに適用されます。

リモート デスクトップ セッションでディスプレイ スケーリングをカスタマイズした場合、変更を有効にするに

は、いったんセッションからログアウトしてから再度ログインする必要があります。

n 自動解像度を選択した場合にのみ、Horizon Client [接続] - [解像度] メニューを使用できます。詳細について

は、『 Retina Display が搭載された高解像度 Mac の使用』を参照してください。

手順

1 Horizon Client を起動し、サーバに接続します。

2 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で、リモート デスクトップを右クリックし、[設定] を選

択します。

3 [ディスプレイ] タブをクリックします。

4 ディスプレイ解像度をカスタマイズするには、[解像度] ドロップダウン メニューから解像度を選択します。

[自動]（デフォルトの設定）を選択すると、Horizon Client はクライアント ウィンドウに合わせてリモート デ
スクトップのサイズを調整します。選択したディスプレイ解像度がリモート デスクトップでサポートされてい

ない場合は、デフォルトの設定が使用されます。

5 ディスプレイ スケーリングをカスタマイズするには、[スケーリング] ドロップダウン メニューからスケーリン

グ サイズを選択します。

[自動]（デフォルトの設定）を選択すると、Horizon Client は、選択したディスプレイ解像度に基づいてディ

スプレイ スケーリングの割合を設定します。

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。
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USB リダイレクト機能を使用すると、ローカルのクライアント システム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。このメニューを使用して、デバイスを接続したり接

続解除したりします。

USB リダイレクトを使用する場合の USB デバイスの要件と制限については、Horizon でのリモート デスクトップ

機能の構成を参照してください。

クライアント ドライブ リダイレクト機能を使用して USB ストレージ デバイスまたは USB ストレージ デバイス

上のフォルダを共有している場合、USB デバイスがすでに共有されているため、USB リダイレクト機能を使用して

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リダイレクトすることはできません。

リモート デスクトップや公開アプリケーションへの USB デバイスの接続は、手動でも自動でも行うことができま

す。

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で USB デバイスを使用するには、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 Horizon Client で USB リダイレクト機能を使用する前に、リモート USB サービスを開始する必要がありま

す。Horizon Client を初めて起動したときに、リモート USB サービスを開始するように求められます。

VMware Horizon Client のメニュー バーからリモート USB サービスを開始することもできます。[接続] - 
[USB] - [リモート USB サービスを開始] の順にクリックします。プロンプトが表示されたら、管理者パスワー

ドを入力します。

n USB デバイスを初めて使用するときは、管理者パスワードを入力する必要があります。Horizon Client によっ

てパスワードを入力するように求められます。

USB リダイレクトを利用するには、Horizon Client のインストール時に設定する必要があります。また、USB 
リダイレクトに必要なコンポーネントの一部を構成するには、管理者権限が必要です。

n USB リダイレクトの制限事項 を確認してください。

手順

u 手動で USB デバイスをリモート デスクトップに接続します。

a USB デバイスをローカルのクライアント システムに接続します。

b リモート デスクトップの VMware Horizon Client メニューバーから [接続] - [USB] - [デスクトップに

接続して USB デバイスのリストを表示] の順にクリックします。

c リモート デスクトップに接続して、USB デバイスを選択します。

デバイスは手動でローカル システムからリモート デスクトップにリダイレクトされます。

u USB デバイスを公開アプリケーションに接続します。

a USB デバイスを接続します。

b 公開アプリケーションを開きます。
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c 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で、[設定] ボタン（歯車のアイコン）をクリッ

クします。

d [設定] ダイアログ ボックスの左ペインで、[アプリケーション] を選択します。

e [設定] ダイアログ ボックスの右ペイン上部で、[USB] をクリックします。

使用可能な USB デバイスが左側のペインに表示されます。

f USB デバイスを選択し、[デバイスを接続] をクリックします。

USB デバイスがすでにリモート デスクトップまたはリモート アプリケーションに接続している場合、この

デバイスを選択できるようにするにはその前に、デスクトップまたはアプリケーションへのデバイスの接続

を切断する必要があります。

g 公開アプリケーションを選択し、[続行] をクリックします。

実行中の任意の公開アプリケーションを選択できます。公開アプリケーションを選択したら、選択した公開

アプリケーションで USB デバイスを使用できるようになります。

h （オプション） Horizon Client の設定で、公開アプリケーションの起動時に、USB デバイスを公開アプリ

ケーションに自動的に接続するには、[起動時に自動接続] チェック ボックスをオンにします。

i （オプション） Horizon Client の設定で、USB デバイスをローカルのシステムに挿入したときに、その 

USB デバイスを公開アプリケーションに自動的に接続するには、[挿入時に自動接続] チェック ボックスを

オンにします。

j 公開アプリケーションを使い終わったら、[設定] ダイアログ ボックスをもう一度開き、[USB] を選択し、

[切断] を選択して、公開アプリケーションから USB デバイスを解除します。

これで USB デバイスがローカルのクライアント システムやリモート デスクトップ、別の公開アプリケー

ションで使用できるようになります。

u ローカル システムに USB デバイスを接続したときに、その USB デバイスをリモート デスクトップに自動的に

接続するよう Horizon Client を設定します。

Android ベースの Samsung スマートフォンおよびタブレットなど、MTP ドライバを使用するデバイスを接

続するには、自動接続機能を使用します。

a USB デバイスを接続する前に、Horizon Client を起動してリモート デスクトップに接続します。

b リモート デスクトップの VMware Horizon Client メニュー バーから、[接続] - [USB] - [挿入時に自動

接続] の順にクリックします。

c USB デバイスを接続します。

Horizon Client を起動した後にローカル システムに接続する USB デバイスは、リモート デスクトップにリダ

イレクトされます。
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u Horizon Client の起動時に、USB デバイスをリモート デスクトップに自動的に接続するよう Horizon Client 
を設定します。

a リモート デスクトップの VMware Horizon Client メニュー バーから、[接続] - [USB] - [起動時に自動

接続] の順にクリックします。

b USB デバイスを挿入し、Horizon Client を再起動します。

Horizon Client の起動時にローカル クライアント システムに接続される USB デバイスは、リモート デスク

トップにリダイレクトされます。

結果

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。初めてデバイスをリモート デ
スクトップに接続する場合は、ドライバのインストールが求められる場合があります。

数分経過しても、USB 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に表示されない場合は、デバ

イスを一度クライアント コンピュータから取り外し、再度、挿入してみてください。

次のステップ

USB のリダイレクトで問題がある場合、Horizon でのリモート デスクトップ機能の構成の USB リダイレクトのト

ラブルシューティングについてのトピックを参照してください。

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。

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 Android ベースの Samsung 製スマート フォンやタブレットなどの MTP ドライバを使用する USB デバイ

スを接続する場合には、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ように 

Horizon Client を設定する必要があります。そうしないと、メニュー項目を使用して USB デバイスを手動で

リダイレクトしようとしても、デバイスを取り外して接続し直さない限りリダイレクトできません。

n USB リダイレクトでは Web カメラはサポートされません。
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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。

注：   USB イーサネット デバイスをリモート デスクトップへリダイレクトしないでください。リモート デスクトッ

プは、ローカル システムが接続済みであれば、ネットワークに接続することができます。リモート デスクトップを 

USB デバイスと自動接続するよう設定している場合は、イーサネット接続を除外するよう例外を追加できます。以

下を参照してください。 Mac クライアントでの USB リダイレクトの構成.

Mac クライアントでの USB リダイレクトの構成

リモート デスクトップにリダイレクトする USB デバイスを設定できます。

リモート デスクトップ上の View Agent または Horizon Agent、Mac クライアント システム上の Horizon 
Client に USB ポリシーを設定することで、以下の目的を達成できます。

n Horizon Client によってリダイレクトに使用できる USB デバイスのタイプを制限します。

n View Agent または Horizon Agent を特定の USB デバイスがクライアント コンピュータから転送されな

いようにします。

n Horizon Client によって複合 USB デバイスを個別のコンポーネントに分割して、リダイレクトに対応するか

どうかを指定します。

コンポジット USB デバイスは、ビデオ入力デバイスやストレージ デバイスなど、2 つ以上のデバイスの組み合

わせで構成されます。

クライアント上での設定は、リモート デスクトップの View Agent または Horizon Agent に設定された対応す

るポリシーによってマージまたはオーバーライドされる場合があります。View Agent または Horizon Agent の 

USB ポリシーに関連してクライアントで USB 設定がどのように機能するかについての詳細は、Horizon でのリモ

ート デスクトップ機能の構成の USB リダイレクトを制御するポリシーの使用についてのトピックを参照してくだ

さい。

以前の Horizon Client リリースからのルールの使用

Horizon Client の以前のリリースでは、sudo を使用して、USB フィルタリング ルールと分割ルールを構成しなけ

ればなりませんでした。次の手順に従って、sudo を使用するルールを sudo を使用しない新しいルールに移行でき

ます。

1 Mac クライアントで、ターミナル (/Applications/Utilities/Terminal.app) を開き、次のコマンドを

実行します。

sudo defaults export com.vmware.viewusb /tmp/usb.plist

2 ターミナル ウィンドウを開き（command+N を押します）、次のコマンドを実行します。

defaults import com.vmware.viewusb /tmp/usb.plist
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3 最初のターミナル ウィンドウで、次のコマンドを実行します。

sudo rm -rf /tmp/usb.plist

4 両方のターミナル ウィンドウを閉じます。

defaults write com.vmware.viewusb property value を使用してルールを更新できます。

USB リダイレクトを構成するための構文

リダイレクト対象に USB デバイスを追加したり、対象から除外するように、フィルタリング ルールと分割ルールを

設定できます。Mac クライアントでは、ターミナル (/Applications/Utilities/Terminal.app) を使用し、

コマンドを、root として実行して、USB の機能を構成します。

n 規則を一覧表示するには:

# defaults read domain

例：

# defaults read com.vmware.viewusb

n 規則を削除するには:

# defaults delete domain property

例：

# defaults delete com.vmware.viewusb ExcludeVidPid

n フィルタ規則を設定または置き換えるには:

# defaults write domain property value

例：

# defaults write com.vmware.viewusb ExcludeVidPid vid-1234_pid-5678

重要：   一部の構成パラメータでは、USB デバイスに VID (vendor ID) および PID (product ID) が必要で

す。VID および PID を見つけるには、vid および pid と組み合わされた製品名をインターネット検索できま

す。あるいは、Horizon Client の実行中に、USB デバイスを Mac クライアントに接続して USB ログ ファイ

ルを調べることができます。詳細については、USB リダイレクト用のログ処理をオンにするを参照してくださ

い。

n コンポジット デバイスの分割規則を設定または置き換えるには:

# defaults write domain property value
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例：

# defaults write com.vmware.viewusb AllowAutoDeviceSplitting true

# defaults write com.vmware.viewusb SplitExcludeVidPid vid-03f0_Pid-2a12

# defaults write com.vmware.viewusb SplitVidPid "'vid-0911_Pid-149a(exintf:03)'"

# defaults write com.vmware.viewusb IncludeVidPid vid-0911_Pid-149a

コンポジット USB デバイスは、ビデオ入力デバイスやストレージ デバイスなど、2 つ以上のデバイスの組み合

わせで構成されます。この例の最初の行は、コンポジット デバイスの自動分割をオンにします。2 行目は、指定

したコンポジット デバイス (Vid-03f0_Pid-2a12) を分割から除外します。

3 行目の指示により、Horizon Client は、異なるコンポジット デバイス (Vid-0911_Pid-149a) のコンポー

ネントを個別のデバイスとして処理しますが、インターフェイス番号が 03 のコンポーネントはリダイレクトか

ら除外します。このコンポーネントはローカルのままです。

このコンポジット デバイスには、マウスやキーボードなど通常はデフォルトで除外されるコンポーネントが含ま

れているため、コンポジット デバイス Vid-0911_Pid-149a の他のコンポーネントがリモート デスクトップ

にリダイレクトできるように、4 行目が必要となります。

最初の 3 つのプロパティは、分割プロパティです。最後のプロパティはフィルタリング プロパティです。フィ

ルタリング プロパティは、分割プロパティの前に処理されます。

n 特定のベンダーとプロダクト ID のデバイスを転送対象から自動的に除外するには：

# defaults write com.vmware.viewusb ExAutoRedirectVidPid vid-xxxx_pid-xxxx

例：

# defaults write com.vmware.viewusb ExAutoRedirectVidPid vid-1234_pid-5678

n 転送対象からデバイス ファミリを自動的に除外するには：

# defaults write com.vmware.viewusb ExAutoRedirectFamily "family-name;family-name"

例：

# defaults write com.vmware.viewusb ExAutoRedirectFamily "storage;hid"

例： USB イーサネット デバイスの除外

場合によっては、USB イーサネット デバイスをリダイレクトから除外する必要があります。たとえば、Mac クライ

アントが USB イーサネット デバイスを使用してネットワークに接続し、Mac クライアントがこのネットワークを

介してリモート デスクトップに接続しているときに、この USB イーサネット デバイスをリダイレクトすると、Mac 
クライアントがネットワークとリモート デスクトップの両方から切断されます。

デバイスを USB 接続メニューに表示しないようにする場合者、USB デバイスに自動的に接続するようにリモート 

デスクトップを設定している場合は、次のように、イーサネット接続を除外対象に追加できます。

defaults write com.vmware.viewusb ExcludeVidPid vid-xxxx_pid-yyyy

この例では、xxxx はベンダー ID で、yyyy は USB イーサネット アダプタの製品 ID です。
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USB リダイレクトのプロパティ

フィルタリング規則を作成するときは、USB リダイレクトのプロパティを使用することができます。

表 4-1. USB リダイレクト用の構成プロパティ

ポリシー名とプロパティ 説明

Allow Auto Device Splitting（自動デバイス分

割を許可する）

プロパティ：

AllowAutoDeviceSplitting

複合 USB デバイスの自動分割を許可します。

デフォルト値は未定義で、false と同じです。

Exclude Vid/Pid Device From Split
（Vid/Pid デバイスを分割から除外する）

プロパティ：

SplitExcludeVidPid 

ベンダーおよびプロダクト ID で指定された複合 USB デバイスは、分割対象から除外します。

設定の形式は次のとおりです。

vid-xxx1_pid-yyy1[;vid-xxx2_pid-yyy2]...

ID 番号は 16 進数で指定する必要があります。ID の個々の数字の位置にワイルドカード文字 

( *) を使用できます。

例： vid-0781_pid-55**

デフォルト値は定義されていません。

Split Vid/Pid Device（Vid/Pid デバイスを分

割）

プロパティ：

SplitVidPid

ベンダーおよびプロダクト ID で指定した複合 USB デバイスのコンポーネントを、別のデバイ

スとして扱います。設定の形式は次のとおりです。

vid-xxxx_pid-yyyy([exintf:zz[;exintf:ww]])[;...]

exintf というキーワードを使用すれば、インターフェイス番号を指定することで、コンポー

ネントをリダイレクトから除外することができます。ID 番号は 16 進数で指定し、インターフ

ェイス番号は先行ゼロをすべて含む 10 進数で指定する必要があります。ID の個々の数字の位

置にワイルドカード文字 ( *) を使用できます。

例： vid-0781_pid-554c(exintf:01;exintf:02)

注：   マウスやキーボード コンポーネントなどの自動的に除外されるコンポーネントが複合デ

バイスに含まれている場合、Horizon は明示的に除外されないコンポーネントを自動的に含む

ことはありません。これらのコンポーネントを含めるには、Include Vid/Pid Device な
どのフィルタ ポリシーを指定する必要があります。

デフォルト値は定義されていません。

Allow Audio Input Devices（オーディオ入力

デバイスを許可する）

プロパティ：

AllowAudioIn

オーディオ入力デバイスのリダイレクトを許可します。

デフォルト値は定義されていませんが、これは true が設定されている場合に相当します。

Allow Audio Output Devices（オーディオ出

力デバイスを許可する）

プロパティ：

AllowAudioOut

オーディオ出力デバイスのリダイレクトを許可します。

デフォルト値は未定義で、false と同じです。

HID を許可する

プロパティ：

AllowHID

キーボードまたはマウス以外の入力デバイスのリダイレクトを許可します。

デフォルト値は定義されていませんが、これは true が設定されている場合に相当します。
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表 4-1. USB リダイレクト用の構成プロパティ （続き）

ポリシー名とプロパティ 説明

Allow HIDBootable（HID 起動可能なデバイス

を許可する）

プロパティ：

AllowHIDBootable

キーボードとマウス以外で、起動時に利用可能な入力デバイス（起動可能なデバイス）のリダイ

レクトを許可します。

デフォルト値は定義されていませんが、これは true が設定されている場合に相当します。

デバイス記述子のフェイルセーフ機能を許可する

プロパティ：

AllowDevDescFailsafe

Horizon Client で構成/デバイスの記述子を取得できない場合でも、デバイスのリダイレクト

を許可します。

config/desc が失敗してもデバイスを許可するには、IncludeVidPid または 

IncludePath などの Include フィルタにそれを含みます。

デフォルト値は未定義で、false と同じです。

Allow Keyboard and Mouse Devices（キー

ボードおよびマウス デバイスを許可する）

プロパティ：

AllowKeyboardMouse

統合型ポインティング デバイス（マウス、トラックボール、タッチ パッドなど）付きキーボー

ドのリダイレクトを許可します。

デフォルト値は未定義で、false と同じです。

Allow Smart Cards（スマート カードを許可す

る）

プロパティ：

AllowSmartcard

スマート カード デバイスのリダイレクトを許可します。

デフォルト値は未定義で、false と同じです。

Allow Video Devices（ビデオ デバイスを許可

する）

プロパティ：

AllowVideo

ビデオ デバイスのリダイレクトを許可します。

デフォルト値は定義されていませんが、これは true が設定されている場合に相当します。

Disable Remote Configuration Download
（リモート構成のダウンロードを無効にする）

プロパティ：

DisableRemoteConfig

USB デバイスのフィルタリングを実行するときは、View Agent または Horizon Agent の
設定の使用を無効にします。

デフォルト値は未定義で、false と同じです。

Exclude All Devices（すべてのデバイスを除外

する）

プロパティ：

ExcludeAllDevices

リダイレクト対象からすべての USB デバイスを除外します。true に設定すると、その他のポ

リシー設定を使用して、特定のデバイスまたはデバイス ファミリがリダイレクトされるように

することができます。false に設定すると、その他のポリシー設定を使用して、特定のデバイ

スまたはデバイス ファミリがリダイレクトされるのを防止できます。

View Agent または Horizon Agent で Exclude All Devices の値を true に設定

し、この設定が Horizon Client に渡されると、View Agent または Horizon Agent の設

定によって Horizon Client の設定はオーバーライドされます。

デフォルト値は未定義で、false と同じです。

Exclude Device Family（デバイス ファミリを

除外する）

プロパティ：

ExcludeFamily

リダイレクト対象からデバイス ファミリを除外します。設定の形式： 

family_name_1[;family_name_2]...

例： bluetooth;smart-card

デフォルト値は定義されていません。

注：   自動デバイス分割を有効にした場合、Horizon は複合 USB デバイスの各インターフェ

イスのデバイス ファミリを調べ、除外するインターフェイスを判断します。自動デバイス分割

を無効にした場合、Horizon は複合 USB デバイス全体のデバイス ファミリを調べます。
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表 4-1. USB リダイレクト用の構成プロパティ （続き）

ポリシー名とプロパティ 説明

Exclude Vid/Pid Device（Vid/Pid デバイスを

除外する）

プロパティ：

ExcludeVidPid

指定したベンダーとプロダクト ID のデバイスを、リダイレクト対象から除外します。設定の形

式： vid-xxx1_pid-yyy2[;vid-xxx2_pid-yyy2]...

ID 番号は 16 進数で指定する必要があります。ID の個々の数字の位置にワイルドカード文字 

( *) を使用できます。

例： vid-0781_pid-****;vid-0561_pid-554c

デフォルト値は定義されていません。

Exclude Path（パスを除外する）

プロパティ：

ExcludePath

特定のハブまたはポートのパスにあるデバイスをリダイレクト対象から除外します。設定の形

式： bus-x1[/y1]..._port-z1[;bus-x2[/y2]..._port-z2]...

バスやポート番号は 16 進数で指定する必要があります。パスにワイルドカード文字を使用す

ることはできません。

例： bus-1/2/3_port-02;bus-1/1/1/4_port-ff

デフォルト値は定義されていません。

Include Device Family（デバイス ファミリを含

める）

プロパティ：

IncludeFamily

デバイス ファミリをリダイレクト対象に含めます。設定の形式： 

family_name_1[;family_name_2]...

例： storage

デフォルト値は定義されていません。

Include Path（パスを含める）

プロパティ：

IncludePath

特定のハブやポートのパスにあるデバイスをリダイレクト対象に含めます。設定の形式： bus-
x1[/y1]..._port-z1[;bus-x2[/y2]..._port-z2]...

バスやポート番号は 16 進数で指定する必要があります。パスにワイルドカード文字を使用す

ることはできません。

例： bus-1/2_port-02;bus-1/7/1/4_port-0f

デフォルト値は定義されていません。

Include Vid/Pid Device（Vid/Pid デバイスを

含める）

プロパティ：

IncludeVidPid

指定したベンダーとプロダクト ID のデバイスを、リダイレクト対象に含めます。設定の形式： 

vid-xxx1_pid-yyy2[;vid-xxx2_pid-yyy2]...

ID 番号は 16 進数で指定する必要があります。ID の個々の数字の位置にワイルドカード文字 

( *) を使用できます。

例： vid-0561_pid-554c

デフォルト値は定義されていません。

USB デバイス ファミリ

Horizon Client または Horizon Agent の USB フィルタリング ルールを作成するときに、USB デバイス ファミ

リを指定できます。

注：   一部のデバイスはデバイス ファミリを報告しません。

表 4-2. USB デバイス ファミリ

デバイス ファミリ名 説明

audio すべてのオーディオ入力またはオーディオ出力デバイス。

audio-in マイクロフォンなどのオーディオ入力デバイス。

audio-out ラウドスピーカーおよびヘッドホンなどのオーディオ出力デバイス。

bluetooth Bluetooth に接続されたデバイス。

comm モデムおよび有線ネットワーク アダプタなどの通信デバイス。
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表 4-2. USB デバイス ファミリ （続き）

デバイス ファミリ名 説明

hid キーボードおよびポインティング デバイスを除くヒューマン インターフェイス デバイス。

hid-bootable キーボードおよびポインティング デバイスを除く、起動時に使用できるヒューマン インターフェイス デバイス。

imaging スキャナなどの画像デバイス。

keyboard キーボード デバイス。

mouse マウスなどのポインティング デバイス。

other ファミリが指定されていません。

pda 携帯情報端末。

physical フォース フィードバック ジョイスティックなどのフォース フィードバック デバイス。

printer 印刷デバイス。

security 指紋読み取りなどのセキュリティ デバイス。

smart-card スマート カード デバイス。

storage フラッシュ ドライブおよび外部ハードディスク ドライブなどの大容量ストレージ デバイス。

unknown ファミリが不明です。

vendor ベンダ固有の機能のあるデバイス。

video ビデオ入力デバイス。

wireless 無線ネットワーク アダプタ。

wusb 無線 USB デバイス。

USB リダイレクト用のログ処理をオンにする

USB ログを使用して、トラブルシューティングを行ったり、Mac クライアントに接続するさまざまなデバイスの製

品 ID やベンダー ID を決定したりできます。

手順

1 Mac クライアントで、~/Library/Preferences/VMware Fusion/ ディレクトリにある config ファイル

をテキスト エディタで開きます。

2 USB リダイレクトのログ レベルを設定するには、config ファイルに view-usbd.logLevel パラメータを

追加します。

例：

#[or info, debug, error]. Info level by default.

view-usbd.logLevel=trace

Web カメラおよびマイクロフォンの使用

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ローカル 

クライアント システムの Web カメラまたは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、標準の会
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議アプリケーションやブラウザ ベースのビデオ アプリケーションと互換性があります。標準の Web カメラ、オー

ディオ USB デバイス、アナログ オーディオ入力をサポートします。

フレーム レートと画像解像度の構成など、エージェント マシンでリアルタイム 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を参照してください。

Web カメラでリアルタイム オーディオ ビデオ機能を使用できる条件

Horizon 管理者がリアルタイム オーディオ ビデオ機能を設定している場合、リモート デスクトップまたは公開アプ

リケーションで組み込みの Web カメラまたはクライアント コンピュータに接続している Web カメラを使用でき

ます。Skype、Webex、または Google ハングアウトなどの会議アプリケーションで Web カメラを使用できま

す。

Skype、Webex、または Google ハングアウトなどのアプリケーションをリモート デスクトップで設定するとき

に、アプリケーションのメニューから入力および出力デバイスを選択できます。

リモート デスクトップまたは公開アプリケーションの場合、アプリケーションでリダイレクトされる Web カメラ

は VMware 仮想 Web カメラという名前になります。

多くのアプリケーションでは、入力デバイスを選択する必要はありません。

クライアント コンピュータが Web カメラを使用している場合、リモート セッションでも同時に使用できます。ま

た、リモート セッションで Web カメラを使用している場合も、クライアント コンピュータで同時に使用できます。

注：   USB Web カメラを使用している場合は、Horizon Client の [接続] - [USB] メニューから接続しないでく

ださい。この操作を行うと、USB リダイレクトでデバイスがルーティングされるため、パフォーマンスが低下して

ビデオ チャットが困難になります。

複数の Web カメラがローカル クライアント コンピュータに接続されている場合、リモート セッションで優先的に

使用する Web カメラを設定できます。

Mac クライアントでのデフォルトのマイクの選択

Mac クライアントに複数のマイクが設定されている場合、リモート デスクトップが使用するマイクは 1 つだけです。

Mac クライアントのシステム環境設定で、リモート デスクトップのデフォルトのマイクを指定できます。

リアルタイム オーディオビデオ機能を使用すると、オーディオ入力デバイスとオーディオ出力デバイスは、USB リ
ダイレクトなしで動作し、必要なネットワーク バンド幅量が大幅に減少します。アナログ オーディオ入力デバイス

もサポートされます。

この手順では、Mac クライアントのユーザー インターフェイスからマイクを選択する方法について説明します。

Mac のデフォルト システムを使用して優先するマイクを設定することもできます。Mac クライアント システムで

優先する Web カメラまたはマイクの構成を参照してください。

重要：   USB マイクを使用している場合は、Horizon Client の [接続] - [USB] メニューから接続しないでくださ

い。このメニューから接続すると、デバイスは USB リダイレクトによってルーティングされるので、デバイスはリ

アルタイム オーディオビデオ機能を使用できなくなります。
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前提条件

n USB マイクまたは他のタイプのマイクがインストールされ、Mac クライアントで動作できる状態であることを

確認します。

n リモート デスクトップに VMware Blast 表示プロトコルまたは PCoIP 表示プロトコルを使用します。

手順

1 Mac クライアントで [Apple メニュー] - [システム環境設定] の順に選択して、[サウンド] をクリックします。

2 [サウンド環境設定] の [入力] ペインを開きます。

3 使用するマイクロフォンを選択します。

結果

次回、リモート デスクトップに接続して呼び出しを開始すると、Mac クライアントで選択したデフォルトのマイク

がリモート デスクトップで使用されます。

Mac クライアント上でのリアルタイム オーディオビデオの構成

リアルタイム オーディオビデオ設定は、Mac のデフォルト システムを使用して、コマンド ラインで構成できます。

デフォルト システムでは、ターミナル（/Applications/Utilities/Terminal.app）を使用することで、Mac 
ユーザーのデフォルト設定の読み取り、書き込み、および削除を行うことができます。

Mac のデフォルト設定はドメインに属し、ドメインは通常、個々のアプリケーションに対応しています。リアルタ

イム オーディオ ビデオ機能のドメインは com.vmware.rtav です。

リアルタイム オーディオ ビデオを構成するための構文

次のコマンドを使用して、リアルタイム オーディオ ビデオ機能を構成できます。

表 4-3. リアルタイム オーディオ ビデオ構成のコマンド構文

コマンド 説明

defaults write com.vmware.rtav srcWCamId "webcam-
userid"

リモート デスクトップで優先して使用する Web カメラを設定します。

この値を設定しない場合、Web カメラはシステム列挙によって自動的に

選択されます。クライアント システムに接続されている（または組み込ま

れている）任意の Web カメラを指定できます。

defaults write com.vmware.rtav srcAudioInId 

"audio-device-userid" 
リモート デスクトップで優先して使用するマイクロフォン（オーディオ入

力デバイス）を設定します。この値を設定しない場合、リモート デスクト

ップでは、クライアント システムで設定されているデフォルトの録音デバ

イスが使用されます。クライアント システムに接続されている（または組

み込まれている）任意のマイクロフォンを指定できます。

defaults write com.vmware.rtav srcWCamFrameWidth 

pixels
画像の幅を設定します。この値には、ハードコードされた値である 320 ピ
クセルがデフォルトとして設定されています。画像の幅は、どのようなピ

クセル値にも変更できます。

defaults write com.vmware.rtav srcWCamFrameHeight 

pixels
画像の高さを設定します。この値には、ハードコードされた値である 240 
ピクセルがデフォルトとして設定されています。画像の高さは、任意のピ

クセル値に変更できます。

defaults write com.vmware.rtav srcWCamFrameRate 

fps
フレーム レートを設定します。この値には、15 fps がデフォルトとして設

定されています。フレーム レートは、どのような値にも変更できます。
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表 4-3. リアルタイム オーディオ ビデオ構成のコマンド構文 （続き）

コマンド 説明

defaults write com.vmware.rtav LogLevel "level" リアルタイム オーディオビデオ ログ ファイル (~/Library/Logs/
VMware/vmware-RTAV-pid.log) のログ レベルを設定します。ログ 

レベルをトレースまたはデバッグに設定できます。

defaults write com.vmware.rtav IsDisabled value リアルタイム オーディオビデオを有効にするか無効にするかを決定しま

す。リアルタイム オーディオビデオはデフォルトで有効に設定されていま

す（この値は適用されていません）。リアルタイム オーディオビデオをクラ

イアント上で無効にするには、値を true に設定します。

defaults read com.vmware.rtav リアルタイム オーディオビデオの設定を表示します。

defaults delete com.vmware.rtav setting リアルタイム オーディオ ビデオの設定を削除します。以下に例を示しま

す。defaults delete com.vmware.rtav srcWCamFrameWidth

注：   フレーム レートを 1 fps から最大 25 fps まで、解像度を最大 1920x1080 まで調整できます。デバイスま

たは環境によっては、高速フレーム レートでの高解像度がサポートされないことがあります。

Mac クライアント システムで優先する Web カメラまたはマイクの構成

Mac クライアントに複数の Web カメラまたはマイクが設定されていても、リモート デスクトップのリアルタイム 

オーディオビデオ機能で使用できる Web カメラとマイクはそれぞれ 1 つだけです。Mac のデフォルト システム

を使用して、優先する Web カメラとマイクロをコマンド ラインで指定します。

リアルタイム オーディオビデオ機能を使用すると、Web カメラ、オーディオ入力デバイス、オーディオ出力デバイ

スは、USB リダイレクトを使用せずに動作します。これにより、必要なネットワーク バンド幅の量が少なくなりま

す。アナログ オーディオ入力デバイスもサポートされます。

ほとんどの環境では、優先マイクまたは Web カメラを設定する必要はありません。優先マイクロフォンを設定しな

い場合、リモート デスクトップでは、クライアント システムの [システム環境設定] で設定されたデフォルトのオー

ディオ デバイスが使用されます。Mac クライアントでのデフォルトのマイクの選択を参照してください。優先 

Web カメラを構成しない場合、リモート デスクトップでは、列挙された順に従って Web カメラが選択されます。

前提条件

n 優先 USB Web カメラを構成する場合は、その Web カメラがクライアント システムにインストールされ、動

作できる状態であることを確認します。

n 優先 USB マイクまたは他のタイプのマイクを構成する場合は、そのマイクが Mac クライアントにインストー

ルされ、動作できる状態であることを確認します。

n リモート デスクトップに VMware Blast 表示プロトコルまたは PCoIP 表示プロトコルを使用します。
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手順

1 Mac クライアントで Web カメラまたはマイク アプリケーションを起動し、リアルタイム オーディオビデオの

ログ ファイルにカメラ デバイスまたはオーディオ デバイスを列挙します。

a Web カメラまたはオーディオ デバイスを取り付けます。

b [アプリケーション] フォルダで [VMware Horizon Client] をダブルクリックして、Horizon Client を
起動します。

c 呼び出しを開始し、その後呼び出しを停止します。

2 リアルタイム オーディオ ビデオ ログ ファイル内で、Web カメラまたはマイクロフォンのログ エントリを見

つけます。

a リアルタイム オーディオ ビデオ ログ ファイルをテキスト エディタで開きます。

リアルタイム オーディオ ビデオ ログ ファイルには ~/Library/Logs/VMware/vmware-RTAV-
pid.log という名前が付けられています。pid は現在のセッションの処理 ID です。

b リアルタイム オーディオ ビデオ ログ ファイルで、接続された Web カメラまたはマイクロフォンを特定

するエントリを探します。

次の例では、リアルタイム オーディオ ビデオ ログ ファイルで Web カメラのエントリがどのように表示され

るかを示します。

2013-12-16T12:18:17.404Z| vthread-3| I120: RTAV: static void VideoInputBase::LogDevEnum() - 1 

Device(s) found

2013-12-16T12:18:17.404Z| vthread-3| I120: RTAV: static void VideoInputBase::LogDevEnum() - 

Name=FaceTime HD Camera (Built-in)   UserId=FaceTime HD Camera (Built-in)#0xfa20000005ac8509   

SystemId=0xfa20000005ac8509

次の例では、リアルタイム オーディオ ビデオ ログ ファイルでマイクロフォンのエントリがどのように表示され

るかを示します。

2013-12-16T12:18:17.404Z| vthread-3| I120: RTAV: int 

AVCaptureEnumerateAudioDevices(MMDev::DeviceList&) - 

2013-12-16T12:18:17.404Z| vthread-3| I120: RTAV: static void AudioCaptureBase::LogDevEnum() - 2 

Device(s) found

2013-12-16T12:18:17.404Z| vthread-3| I120: RTAV: static void AudioCaptureBase::LogDevEnum() - 

Index=255   Name=Built-in Microphone   UserId=Built-in 

Microphone#AppleHDAEngineInput:1B,0,1,0:1   SystemId=AppleHDAEngineInput:1B,0,1,0:1

2013-12-16T12:18:17.404Z| vthread-3| I120: RTAV: static void AudioCaptureBase::LogDevEnum() - 

Index=255   Name=Built-in Input   UserId=Built-in Input#AppleHDAEngineInput:1B,0,1,1:2   

SystemId=AppleHDAEngineInput:1B,0,1,1:2

3 リアルタイム オーディオ ビデオ ログ ファイルで、優先する Web カメラまたはマイクロフォンを見つけて、

そのユーザー ID をメモします。

ログ ファイルでは、ユーザー ID が文字列 UserId= の後に表示されます。たとえば、内蔵フェイス タイム カメ

ラのユーザー ID は FaceTime HD Camera（組み込み）で、内蔵マイクロフォンのユーザー ID は Built-in 
Microphone です。
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4 ターミナル（/Applications/Utilities/Terminal.app）で defaults write コマンドを使用して、優

先する Web カメラまたはマイクロフォンを設定します。

オプション アクション

優先する Web カメラを設定する defaults write com.vmware.rtav srcWCamId "webcam-userid"」と入力しま

す。ここで、webcam-userid は、リアルタイム オーディオ ビデオ ログ ファイルで取得し

た、優先する Web カメラのユーザー ID です。例：

defaults write com.vmware.rtav srcWCamId "HD Webcam C525”

優先するマイクロフォンを設定する defaults write com.vmware.rtav srcAudioInId "audio-device-userid"」

と入力します。ここで、audio-device-userid は、リアルタイム オーディオ ビデオ ログ フ
ァイルで取得した、優先するマイクロフォンのユーザー ID です。例：

defaults write com.vmware.rtav srcAudioInId "Built-in 
Microphone"

 
5 （オプション） defaults read コマンドを使用して、リアルタイム オーディオ ビデオ機能への変更を確認し

ます。

例：defaults read com.vmware.rtav

このコマンドにより、リアルタイム オーディオビデオ設定のすべてが表示されます。

結果

次回、リモート デスクトップに接続して新しい呼び出しを開始すると、構成した優先 Web カメラまたはマイクが

使用されます（利用可能な場合）。優先 Web カメラまたはマイクロフォンが利用できない場合、リモート デスクト

ップは別の利用可能な Web カメラまたはマイクロフォンを使用できます。

Web カメラとマイクへのアクセスの許可

macOS Mojave (10.14) クライアント システムのリモート セッションで Web カメラまたはマイクを初めて使用

するときに、システムのカメラとマイク機能へのアクセスを許可するように指示されます。

後でアクセスを許可するには、[システム環境設定] に移動して [セキュリティとプライバシー] を選択し、[プライバ

シー] タブをクリックして [カメラ] または [マイク] を選択します。

リモート デスクトップ セッションの共有

セッション共同作業機能を使用すると、他のユーザーを既存のリモート デスクトップ セッションに招待できます。

この方法で共有されているリモート デスクトップ セッションは、共同作業セッションといいます。別のユーザーと

セッションを共有するユーザーは、セッション所有者といいます。共有セッションに参加するユーザーはセッション

共同作業者といいます。

Horizon 管理者は、セッション共同作業機能を有効にする必要があります。

Windows デスクトップの場合、これにより、デスクトップ プールまたはファーム レベルでセッション共同作業機

能を有効にします。また、グループ ポリシーを使用して、使用可能な招待方法などのセッション共同作業機能を設定

することもできます。詳しい要件については、セッション共同作業機能の要件を参照してください。
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Windows デスクトップでセッション共同作業機能を有効にする方法については、Horizon での仮想デスクトップ

のセットアップドキュメントを参照してください。ファームでセッション共同作業機能を有効にする方法について

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。グ

ループ ポリシー設定を使用してセッション共同作業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。

Linux デスクトップでセッション共同作業機能を有効にする方法については、Horizon での Linux デスクトップの

セットアップドキュメントを参照してください。

リモート デスクトップ セッションに参加するユーザーの招待

セッション共同作業機能を使用する場合、E メールまたはインスタント メッセージ（Windows リモート デスクト

ップのみ）を送信するか、クリップボードにリンクをコピーしてユーザーに転送することで、ユーザーをリモート デ
スクトップ セッションに招待できます。

招待できるのは、サーバで認証可能なドメインのユーザーだけです。デフォルトでは、最大 5 人のユーザーを招待で

きます。Horizon 管理者は、招待できるユーザーの最大数を変更できます。

セッション共同作業機能には次の制限があります。

n 複数のモニターを使用している場合、プライマリ モニターにのみセッション共同作業者が表示されます。

n 共有するリモート デスクトップ セッションを作成するときに、VMware Blast 表示プロトコルを選択する必要

があります。セッション共同作業機能は、PCoIP または RDP セッションに対応していません。

n H.264 ハードウェア エンコードに対応していません。セッション オーナーがハードウェア エンコードを使用

しているときに、共同作業者がセッションに参加すると、両方ともソフトウェア エンコードに戻ります。

n 匿名で共同作業を行うことはできません。セッション共同作業者は、Horizon がサポートする認証メカニズムで

識別可能でなければなりません。

n セッション共同作業者が Horizon Client for Windows、Mac、または Linux をインストールしているか、

HTML Access を使用する必要があります。

n セッション共同作業者がサポート対象外の Horizon Client バージョンを使用している場合、共同作業のリンク

をクリックすると、エラー メッセージが表示されます。

n セッション共同作業機能を使用して、公開されたアプリケーション セッションを共有できません。

前提条件

n セッション共同作業機能を有効にして設定する必要があります。

n 招待状を E メールで送信するには、E メール アプリケーションがインストールされている必要があります。

n Windows リモート デスクトップでの招待方法として IM を選択する場合は、Skype for Business をインス

トールして設定する必要があります。

手順

1 セッション共同作業機能が有効になっているリモート デスクトップに接続します。

VMware Blast 表示プロトコルを使用する必要があります。
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2 リモート デスクトップのシステム トレイで、[VMware Horizon Collaboration] のアイコン（たとえば、

）をクリックします。

共同作業のアイコンは、オペレーティング システムのバージョンによって異なる場合があります。

3 VMware Horizon Collaboration のダイアログ ボックスが開いたら、リモート デスクトップ セッションに

参加するユーザーのユーザー名（たとえば、testuser、domain\testuser）またはメール アドレスを入力

します。

特定のユーザーのユーザー名またはメール アドレスを初めて入力する場合には、[「user」の検索]をクリックし

てカンマを入力するか、[Enter] キーを押してユーザーを検証する必要があります。Windows リモート デス

クトップの場合、ユーザー名またはメール アドレスを次に入力したときに、セッション共同作業機能がユーザー

を記憶します。

4 招待方法を選択します。

すべての招待方法が使用できるとは限りません。

オプション アクション

E メール 共同作業の招待状をクリップボードにコピーし、デフォルトのメール アプリケーションで新し

いメール メッセージを開きます。この方法で招待する場合には、メール アプリケーションが

インストールされている必要があります。

IM （Windows リモート デスクトップの場合のみ）共同作業の招待状をクリップボードにコピー

し、Skype for Business で新しいウィンドウを開きます。Ctrl + V キーを押し、Skype 
for Business のウィンドウにリンクを貼り付けます。この方法で招待するには、Skype for 
Business がインストールされ、設定されている必要があります。

リンクのコピー 共同作業の招待状をクリップボードにコピーします。メモ帳などの別のアプリケーションを手

動で開き、Ctrl + V キーを押して招待状を貼り付ける必要があります。

 

結果

招待状の送信後、VMware Horizon Collaboration のアイコンがデスクトップに表示され、セッション共同作業

のユーザー インターフェイスがダッシュボードに変わり、共同作業セッションの現在の状態が表示されます。ここ

で、特定のアクションを実行できます。

セッション共同作業者が招待を受け入れ、Windows リモート デスクトップのセッションに参加すると、システム 

トレイの VMware Horizon Collaboration のアイコンが赤いドットで表示され、ユーザーの参加が通知されます。

セッション共同作業者が招待を受け入れ、Linux リモート デスクトップのセッションに参加すると、プライマリ セ
ッション デスクトップに通知が表示されます。

次のステップ

[VMware Horizon Collaboration] ダイアログ ボックスで、リモート デスクトップ セッションを管理します。共

有リモート デスクトップ セッションの管理を参照してください。

共有リモート デスクトップ セッションの管理

招待状の送信後、共同作業セッションのユーザー インターフェイスがダッシュボードに変わり、共有リモート デス

クトップ セッション（共同作業セッション）の現在の状態が表示されます。ここで、特定のアクションを実行できま

す。

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

VMware, Inc. 78



Horizon 管理者は、別のセッション共同作業者へのコントロールの移動を防ぐことができます。Windows リモー

ト デスクトップの場合は、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 [共同作業者へのコント

ロールの移動を許可する] グループ ポリシー設定を参照してください。Linux リモート デスクトップの場合、

Horizon での Linux デスクトップのセットアップ ドキュメントの collaboration.enableControlPassing 
パラメータを参照してください。

前提条件

共同作業セッションを開始します。リモート デスクトップ セッションに参加するユーザーの招待を参照してくださ

い。

手順

1 リモート デスクトップで、システム トレイの [VMware Horizon Collaboration] アイコンをクリックしま

す。

[名前] 列に、すべてのセッション共同作業者の名前が表示され、[ステータス] 列に共同作業者の状態が表示され

ます。

2 VMware Horizon セッション共同作業のダッシュボードを使用して、共同作業セッションを管理します。

オプション アクション

招待を取り消すか、共同作業者を削除する [ステータス] 列で [削除] をクリックします。

別のセッション共同作業者にコントロールを

渡す

セッション共同作業者がセッションに参加した後、[コントロール] 列のスイッチを [オン] に
切り替えます。

セッションの制御を再開するには、ダブルクリックするか、任意のキーを押します。セッショ

ン共同作業者は、[コントロール] 列のスイッチを [オフ] に切り替えるか、[コントロールを返

す] ボタンをクリックすると、コントロールを返すことができます。

共同作業者を追加する [共同作業者を追加] をクリックします。

共同作業セッションを終了する [共同作業を終了] をクリックします。アクティブな共同作業者がすべて切断されます。

Windows リモート デスクトップでは、[VMware Horizon セッション共同作業] アイコン

の横にある [停止] ボタンでも共同作業セッションを終了できます。Linux リモート デスクト

ップの場合、[停止] ボタンは使用できません。

 

リモート デスクトップ セッションへの参加

セッション共同作業機能を使用すると、共同作業の招待状のリンクをクリックして、リモート デスクトップ セッシ

ョンに参加することができます。このリンクは、E メールやインスタント メッセージで提供される場合も、セッショ

ン オーナーから転送された文書に含まれている場合もあります。また、サーバにログインして、リモート デスクト

ップとアプリケーションの選択ウィンドウでセッションのアイコンをダブルクリックすることもできます。

ここでは、共同作業の招待状からリモート デスクトップ セッションに参加する方法について説明します。

注：   クラウド ポッド アーキテクチャ環境では、セッション オーナーのポッドにログインする場合を除き、サーバ

にログインして共同作業セッションに参加することはできません。
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セッション共同作業機能を使用してリモート デスクトップ セッションに参加する場合、リモート デスクトップ セッ

ションで次の機能を使用することはできません。

n USB リダイレクト

n リアルタイム オーディオビデオ (RTAV)

n マルチメディア リダイレクト

n クライアント ドライブのリダイレクト

n スマート カード リダイレクト

n Microsoft Lync リダイレクト

n ファイルのリダイレクトと「Dock に追加」機能

n クリップボード リダイレクト

また、リモート デスクトップ セッションでリモート デスクトップの解像度を変更することはできません。

前提条件

セッション共同作業を使用してリモート デスクトップ セッションに参加するには、クライアント システムに 

Horizon Client for Windows、Mac、または Linux がインストールされているか、HTML Access を使用する

必要があります。

手順

1 共同作業の招待状にあるリンクをクリックします。

クライアント システムで Horizon Client が開きます。

2 認証情報を入力して、Horizon Client にログインします。

認証に成功すると、共同作業セッションが開始し、セッション オーナーのリモート デスクトップが表示されま

す。セッション オーナーからマウスとキーボードのコントロールが渡されると、リモート デスクトップが使用

できるようになります。

3 マウスとキーボードのコントロールをセッション オーナーに返すには、システム トレイにある [VMware 
Horizon Collaboration] アイコンをクリックします。[コントロール] 列のスイッチを [オフ] に切り替える

か、[コントロールを返す] ボタンをクリックします。

4 共同作業セッションを終了するには、[オプション] - [切断] の順にクリックします。

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 システムからリモート デスクトップまたは公開アプリケーションにコピー アンド ペ
ーストを行うことができます。リモート デスクトップや公開アプリケーションからクライアント システムにコピー 

アンド ペーストを行うこともできます。また、2 つのリモート デスクトップまたは公開アプリケーション間でもコ

ピー アンド ペーストが可能です。ただし、Horizon 管理者がこれらの機能を有効にしている必要があります。

RTF (Rich Text Format) を含むテキストとイメージのコピー アンド ペーストが可能です。
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たとえば、クライアント システムにテキストをコピーするには、テキストを選択して Command + C キーを押しま

す。リモート デスクトップにテキストを貼り付けるには、リモート デスクトップで Command + V キーを押しま

す。

Horizon 管理者は、エージェント グループのポリシーでコピー アンド ペースト機能を構成します。Horizon 
Server と Horizon Agent のバージョンによっては、Horizon 管理者は、グループ ポリシーを使用して、コピー 

アンド ペースト操作でクリップボードがサポートするフォーマットを制限したり、スマート ポリシーを使用してリ

モート デスクトップでのコピー アンド ペースト操作を制御ことができます。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を参照してください。

この機能には次の制限があります。

n リモート デスクトップとローカル クライアント コンピュータのファイル システム間では、ファイルのコピーお

よび貼り付けを行うことができません。

n フォーマットされたテキストをコピーする場合、データの一部がテキストで、一部のデータはフォーマットされ

た情報となります。フォーマットされたサイズの大きいテキストや、テキストとイメージをコピーしてペースト

すると、プレーン テキストの一部またはすべては表示されますが、フォーマットされたテキストやイメージが表

示されない場合があります。この問題は、3 種類のデータが別々に保存されている場合に発生します。たとえば、

ドキュメントのタイプによっては、イメージはイメージまたは RTF データとして保存される場合があります。

n テキストと RTF 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。多くの場合、RTF データは分割できないため、テキストとフォーマットのサイズが

クリップボードの最大サイズより大きい場合、RTF データが破棄され、プレーン テキストが貼り付けられます。

n フォーマットされたテキストとイメージを 1 回の操作ですべてペーストできない場合、1 回の操作でコピー アン

ド ペーストするデータ量を少なくする必要があります。

クライアントのクリップボードのメモリ サイズの構成

Mac クライアントの %HomeDir%/Library/Preferences/VMware Horizon View/ ディレクトリに 

config という名前のファイルを作成することにより、クライアントのクリップボードのメモリ サイズを設定できま

す。

クライアントのクリップボードのメモリ サイズを設定するには、config ファイルに次のパラメータを追加します。

mksvchan.clipboardSize=value

value は、クライアントのクリップボードのメモリ サイズ (KB) です。指定できる最小値は 512 KB、最大値は 

16384 KB です。0 を指定する場合、または値を指定しない場合、クライアントのクリップボードのメモリ サイズ

は、デフォルトで 8192 KB (8 MB) になります。

ネットワークによっては、クリップボードのメモリ サイズを大きくすると、パフォーマンスに悪影響が及ぶ場合があ

ります。クリップボードのメモリ サイズは、16 MB を超える値に設定しないでください。

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。
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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。

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。

ドラッグ アンド ドロップ

ドラッグ アンド ドロップ機能は、Horizon Agent のバージョンと機能の設定によって動作が異なります。 

Horizon Agent 7.9 以降では、クライアント システムとリモート デスクトップまたは公開アプリケーションの間

でファイル、フォルダ、テキスト、リッチ テキスト、イメージをドラッグ アンド ドロップできます。以前のバージ

ョンの Horizon Agent では、クライアント システムからリモート デスクトップにテキスト、リッチ テキスト、イ

メージをドラッグ アンド ドロップする場合にクリップボード リダイレクトを使用します。また、クライアント シス

テムから公開アプリケーションにファイルをドラッグ アンド ドロップする場合はファイルの関連付けを使用しま

す。

Horizon Agent のバージョンによっては、Horizon 管理者が特定のグループ ポリシー設定またはスマート ポリシ

ーを使用して、ドラッグ アンド ドロップの動作を設定できます。ドラッグ アンド ドロップ機能の設定方法について

は、使用している VMware Horizon 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。

テキストとイメージのドラッグ

リモート デスクトップで開いているアプリケーションや公開アプリケーションにクライアント システムのテキスト

とイメージをドラッグできます。たとえば、クライアント システムのブラウザからテキストをドラッグして、リモー

ト デスクトップの WordPad アプリケーションにドロップできます。ドラッグ アンド ドロップ機能の設定によっ

ては、リモート デスクトップで開いているアプリケーションや公開アプリケーションからクライアント システムに

テキストとイメージをドラッグできる場合もあります。

次のデータ形式がサポートされています。

n プレーン テキスト (NSPasteboardTypeString)

n リッチ テキスト (NSPasteboardTypeRTF)

n イメージ (kUTTypeImage)
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Horizon 管理者は、グループ ポリシー設定を使用して、ドラッグ アンド ドロップの動作を設定できます。使用する

設定は、Horizon Agent のバージョンによって異なります。詳細については、使用している Horizon 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。

ファイルとフォルダのドラッグ

Horizon Agent 7.9 以降では、Mac クライアント システムとリモート デスクトップまたは公開アプリケーション

の間でファイルやフォルダをドラッグ アンド ドロップできます。同時に複数のファイルとフォルダをドラッグ アン

ド ドロップできます。進行状況バーにドラッグ アンド ドロップ操作のステータスが表示されます。 

クライアント システムとリモート デスクトップの間でファイルまたはフォルダをドラッグすると、移動先のシステ

ムのファイル システムにファイルまたはフォルダが表示されます。ファイルをドラッグし、メモ帳などの開いている

アプリケーションにドロップすると、アプリケーション内にテキストが表示されます。新しい E メール メッセージ

をファイルをドラッグすると、ファイルが E メール メッセージに添付されます。

デフォルトでは、クライアント システムからリモート デスクトップまたは公開アプリケーションへのドラッグ アン

ド ドロップが有効になっています。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クライアント システム

へのドラッグ アンド ドロップは無効になっています。Horizon 管理者は、グループ ポリシー設定を使用して、ドラ

ッグ アンド ドロップの方向を制御できます。

ファイル、フォルダ、ファイルの内容をドラッグ アンド ドロップするには、Horizon Agent にクライアント ドラ

イブ リダイレクト機能がインストールされている必要があります。デフォルトでは、クライアント ドライブ リダイ

レクト機能がインストールされています。ドラッグ アンド ドロップ機能の設定方法と要件については、使用してい

る VMware Horizon 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。

ドラッグ アンド ドロップ機能の使い方のヒント

ドラッグ アンド ドロップ機能を使用する際は、次のことに注意してください。

注：   Horizon Agent のバージョンによっては、以下の説明がご使用の環境に当てはまらない場合があります。

n VMware Blast または PCoIP 表示プロトコルを使用する必要があります。

n ドラッグ アンド ドロップ操作の進行中は、実行中のドラッグ アンド ドロップ操作が完了するまで、新しいドラ

ッグ アンド ドロップを開始することはできません。

n リモート デスクトップ間でドラッグ アンド ドロップを行うことはできません。

n 異なるファームの公開アプリケーションの間でドラッグ アンド ドロップは使用できません。

n クライアント システムとリモート デスクトップの間でファイルまたはフォルダをドラッグ アンド ドロップ フ
ァイルすると、移動先のシステムのファイル システムにファイルまたはフォルダが表示されます。ファイルをド

ラッグし、メモ帳などの開いているアプリケーションにドロップすると、アプリケーション内にテキストが表示

されます。新しい E メール メッセージをファイルをドラッグすると、ファイルが E メール メッセージに添付さ

れます。

n 同時に複数のファイルとフォルダをドラッグ アンド ドロップできます。進行状況バーにドラッグ アンド ドロ

ップ操作のステータスが表示されます。
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n デフォルトでは、クライアント システムからリモート デスクトップまたは公開アプリケーションへのドラッグ 

アンド ドロップが有効になっています。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クライアント 

システムへのドラッグ アンド ドロップは無効になっています。

n クライアント システムからファイルをドラッグして、公開アプリケーションにドロップした場合、[名前を付け

て保存] をクリックして、クライアント システムに別のファイルとしてコピーを作成することはできません。ク

ライアント システム内の既存のファイルに上書きするには、[保存] をクリックします。

n クライアント システムからリモート デスクトップのアプリケーションにファイルをドラッグすると、ファイル

がリモート デスクトップにコピーされます。このファイルのコピーが編集可能になります。

n フォーマットされたテキストをドラッグすると、テキストとフォーマットされた情報が処理されます。フォーマ

ットされたサイズの大きいテキストや、テキストとイメージをドラッグしてドロップしたときに、プレーン テキ

ストだけが表示され、フォーマットされたテキストやイメージが表示されない場合があります。この問題は、3 
種類のデータが別々に保存されている場合に発生します。たとえば、ドキュメントのタイプによっては、イメー

ジはイメージまたは RTF データとして保存される場合があります。

n プレーン テキストと RTF データの両方をドラッグしたときに、データの合計サイズがドラッグ アンド ドロッ

プのサイズしきい値を超えていなければ、フォーマットされたテキストがコピーされます。RTF データの切り捨

てはできないため、データの合計サイズがドラッグ アンド ドロップのサイズしきい値を超えると、RTF データ

が破棄され、プレーン テキスト（またはその一部）のみがコピーされます。

n フォーマットされたテキストとイメージを選択して 1 回の操作ですべてをドラッグできない場合は、1 回の操作

でドラッグするデータ量を少なくする必要があります。

n フォルト トレランスにはタイムアウト メカニズムが組み込まれています。

n 異なるオペレーティング システム間でファイルまたはフォルダをドラッグ アンド ドロップする場合は、両方の

オペレーティング システムでファイル名またはフォルダ名が受け入れられる必要があります。

公開アプリケーションの使用

Mac の多くの機能が公開アプリケーションで使用できます。

n 公開アプリケーションを実行すると、そのアイコンが Dock に表示されます。Dock 内のアイコンをクリックす

ると、最小化されている公開アプリケーションが最大化します。

n 公開アプリケーションを Dock のコンテキスト メニューに保持したり、コンテキスト メニューから開いたり、

終了したりすることができます。[Dock に追加] を選択すると、すべてのアプリケーション ウィンドウを閉じ

ても公開アプリケーションのアイコンは Dock に残ります。

n Dock 内のアイコンをクリックすると、公開アプリケーションを開くことができます。

n 公開アプリケーションでローカルのファイルを開いたり、クライアント システム上の [アプリケーション] フォ

ルダから公開アプリケーションを実行したりできます。これらの機能を有効にするには、ローカル フォルダとド

ライブの共有を参照してください。

n Windows タスクバーの点滅項目が Horizon Client に転送されます。たとえば、公開アプリケーションが IM 
クライアントの場合、新しいメッセージを受信すると、Dock 内の IM クライアントのアイコンに点滅する赤の

ドットが表示されます。

n メニュー バーから音声読み上げの開始、公開アプリケーションの最小化およびズームを行うことができます。
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n Exposé 機能を使用すると、開いている公開アプリケーションを表示できます。Command-Tab を押すと、開

いている公開アプリケーションを切り替えることができます。

n 標準の Mac キーボード ショートカットを使用して、公開アプリケーションを操作できます。たとえば、

Command-W を押すと個々のアプリケーション ウィンドウを閉じることができ、Command-S を押すと現

在のファイルを保存することができます。また、標準の Mac キーボード ショートカットは、Mac 上のアプリ

ケーションと公開アプリケーションとの間でのテキストのコピーや切り取り、貼り付けにも使用できます。キー

ボード ショートカット マッピングはカスタマイズできます。キーボード ショートカット マッピングの作成を

参照してください。

n 公開アプリケーションで Windows システム トレイのアイテムが作成されると、そのアイテムが Mac クライ

アント システムのメニュー バーの通知領域に表示されます。このアイテムは、Windows システムのシステム 

トレイで操作するときと同じように、Mac の通知領域で操作することができます。

注：   Mac の通知領域にリダイレクトされたシステム トレイ アイテムを再クリックすると、コンテキスト メニ

ューは表示されたままになります。

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。

n 複数セッション モードで公開アプリケーションに接続しているときに Mac クライアント システムがスリープ

状態になった場合、公開アプリケーションのセッションは再開されません。
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n 単一セッション モードと複数セッション モードの両方で同じ公開アプリケーションを使用することはできませ

ん。たとえば、単一セッション モードで公開アプリケーションを使用している場合、複数セッション モードに

変更する前に、アプリケーションを終了する必要があります。

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 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] ボタン（歯車のアイコン）をクリック

して、[マルチ起動] を選択します。

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選択します。

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。

アプリケーション フォルダからの公開アプリケーションの実行

公開アプリケーションがクライアント システムのアプリケーション フォルダに表示されるように、Horizon Client を設

定できます。

Horizon 管理者が公開アプリケーションに 1 つ以上のカテゴリ フォルダを設定している場合は、クライアント シス

テムのアプリケーション フォルダ内のこれらのフォルダに公開アプリケーションが表示されるように、Horizon Client 
を設定できます。

公開アプリケーションにショートカットとカテゴリ フォルダを設定する方法については、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

サーバに接続します。

手順

1 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で、[設定] ボタン（歯車のアイコン）をクリック

し、左側のペインで [アプリケーション] を選択します。

2 クライアント システムのアプリケーション フォルダから公開アプリケーションを実行する機能をオンにするには、

[ローカルのアプリケーション フォルダからホスト型アプリケーションを実行] を選択します。

3 （オプション） アプリケーション フォルダに公開アプリケーションのカテゴリ フォルダを表示するには、[サーバか

ら自動ショートカットを許可する] を選択します。
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公開アプリケーションでのローカル IME の使用

英語以外のキーボードとロケールを使用している場合、ローカル クライアント システムにインストールされている 

IME (Input Method Editor) を使用して、英語以外の文字を公開アプリケーションに送信できます。

Mac 上のメニュー バーにある [入力] メニューまたはキーボードのショートカットを使用して、別の IME に切り替

えます。公開アプリケーションをホストするサーバに IME をインストールする必要はありません。

注：   Mac では IME を入力ソースといいます。

この機能を有効にすると、ローカル IME が使用されます。公開アプリケーションをホストするサーバに IME がイン

ストールされ、設定されている場合、そのリモート IME は無視されます。

前提条件

n クライアント システムに 1 つ以上の IME がインストールされていることを確認します。

手順

1 Horizon Client のデスクトップとアプリケーションの選択ウィンドウで、Control キーを押しながら公開アプ

リケーションをクリックし、[設定] を選択します。

2 [リモート アプリケーション] ペインで、[ローカル IME をホスト型アプリケーションに拡張する] チェック ボッ

クスをオンにします。

3 ローカルにインストールされたアプリケーションで使用できる場合は、ローカル IME を使用します。

結果

[入力] メニューは Mac クライアントのメニュー バーにあります。公開アプリケーションを使用している際に、[入
力] メニューまたはキーボードのショートカットを使用して、別の言語や IME に切り替えることができます。

Command-C でコピー、Command-V でペーストなど、特定の操作を実行するキーの組み合わせは機能します。

リモート デスクトップや公開アプリケーションに Touch Bar を活用
する

Touch Bar を使用して、リモート デスクトップや公開アプリケーションと通信できます。

リモート デスクトップに接続した後、Touch Bar のアイコンで次のタスクを実行します。

n リモート デスクトップからの切断、ログアウト、再起動またはリセット、Ctrl + Alt + Delete の送信を行いま

す。

n 全画面表示モードを開始または終了します。

n デスクトップとアプリケーションの選択ウィンドウを前面にします。

n 現在開いているすべてのリモート 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。

n 開いている別のリモート デスクトップまたは公開アプリケーションに切り替えます。
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Horizon Client アプリケーションの Touch Bar 内のアイテムの追加や削除、アイテムの順序の変更は、[VMware 
Horizon Client] - [Touch Bar のカスタマイズ] で行えます。

注：   ログアウト、リセット、および再起動の機能については、Horizon 管理者がこれらの機能を有効にしている場

合にのみ使用できます。リモート デスクトップが排他モードになっている場合は、Touch Bar を使用した全画面表

示モードの開始と終了、およびデスクトップとアプリケーション選択ウィンドウを前面にすることはできません。

公開アプリケーションに接続すると、次のアイコンが Touch Bar に表示されます。

左から右の順番で、各アイコンを使って実行できるタスクを示します。

n ファンクション キーのリストを表示します。

n 現在の公開アプリケーションで開いているウィンドウのリストを表示します。ウィンドウのタイトルをクリック

すると、そのウィンドウに切り替えることができます。

n ズームします (最大化と元に戻す動作の切り替え)。

n 現在の公開アプリケーションのすべてのウィンドウを非表示にします。

n 現在の公開アプリケーションのウィンドウを最小化します。

n アプリケーションの選択ウィンドウを前面にします。

n 現在開いているすべてのリモート 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。リモート 

デスクトップや公開アプリケーションをクリックすると、そのデスクトップやアプリケーションを前面にするこ

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。

VMware Integrated Printing 機能のインストールについては、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。

VMware Integrated Printing 機能の構成については、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。

VMware Integrated Printing 機能をサポートしているリモート デスクトップのタイプについては、Mac クライ

アントの機能サポートを参照してください。

VMware Integrated Printing 機能の印刷設定を行う

リモート デスクトップで VMware Integrated Printing 機能の印刷設定を行うことができます。VMware 
Integrated Printing 機能を使用すると、Windows リモート デスクトップに追加のプリンタ ドライバをインスト

ールすることなく、リモート デスクトップからローカルまたはネットワーク プリンタを使用できます。この機能で

使用可能なプリンタごとに、データ圧縮、印刷品質、両面印刷、カラーなどの環境設定を行うことができます。
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シングル ユーザー仮想マシン デスクトップの場合、仮想プリンタはデフォルトで <printer_name>(vdi) と表示さ

れます。公開デスクトップまたは公開アプリケーションの場合、仮想プリンタはデフォルトで 

<printer_name>(v<session_ID>) と表示されます。

Horizon Agent 7.12 以降では、グループ ポリシーを使用して、リダイレクトされるクライアント プリンタの命名

規則を変更できます。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。

前提条件

VMware Integrated Printing を使用するには、Horizon 管理者がリモート デスクトップの VMware 
Integrated Printing 機能をインストールする必要があります。このタスクでは、Horizon Agent インストーラで 

[VMware Integrated Printing] オプションを有効にします。Horizon Agent のインストール方法については、

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。VMware Integrated Printing 機能の構成については、

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 デスクトップに VMware Integrated Printing 機能がインストールされているかどうかを確認するに

は、リモート デスクトップのファイル システムに C:\Program Files\Common Files\VMware\Remote 
Experience\x64\vmware-print-redir-server.exe ファイルと C:\Program Files\Common Files
\VMware\Remote Experience\x64\vmware-print-redir-service.exe ファイルが存在することを確認

します。

この機能には、Horizon Agent 7.9 以降が必要です。

手順

1 Windows リモート デスクトップで、[コントロール パネル] - [ハードウェアとサウンド] - [デバイスとプリン

タ] の順に移動します。

2 [デバイスとプリンタ] ウィンドウで仮想プリンタを右クリックし、コンテキスト メニューから [プリンタ プロ

パティ] を選択します。

3 [全般] タブで、[環境設定] をクリックします。

4 [印刷設定] ダイアログ ボックスで、異なるタブを選択して使用する設定を指定します。

5 変更内容を保存するには、[OK] をクリックします。

リモート デスクトップからローカル USB プリンタへの印刷

USB プリンタは、ローカル クライアント システムの USB ポートに接続されるプリンタです。ローカル クライアン

ト システムに接続された USB プリンタにリモート デスクトップから印刷ジョブを送信できます。

USB リダイレクト機能または VMware Integrated Printing 機能のいずれかを使用して、リモート デスクトップ

から USB プリンタに印刷することができます。リダイレクトされた USB プリンタと仮想プリンタは、競合するこ

となく連携して動作します。
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USB リダイレクト機能の使用

USB リダイレクト機能を使用して USB プリンタをリモート デスクトップの仮想 USB ポートに接続するには、必

要なプリンタ ドライバがリモート デスクトップとクライアント システムの両方にインストールされている必要があ

ります。

USB リダイレクト機能で USB プリンタをリダイレクトする場合、USB プリンタは論理的にはクライアントの物理 

USB ポートに接続されなくなるので、ローカル クライアント システムのローカル プリンタのリストに表示されま

せん。リモート デスクトップから USB プリンタに印刷できますが、ローカル クライアント システムから USB プ
リンタに印刷することはできません。

リモート デスクトップで、リダイレクトされた USB プリンタは <printer_name> のように表示されます。

詳細については、USB デバイスの使用を参照してください。

VMware Integrated Printing 機能の使用

VMware Integrated Printing 機能を使用して印刷ジョブを USB プリンタに送信すると、リモート デスクトップ

とローカル クライアント システムの両方から USB プリンタに印刷できます。リモート デスクトップにプリンタ 

ドライバをインストールする必要はありません。

VMware Integrated Printing 機能を使用するには、Horizon Agent のインストール時にこの機能を有効にする

必要があります。インストールの詳細については、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。

詳細については、VMware Integrated Printing 機能の印刷設定を行うを参照してください。

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。

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。
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リモート デスクトップでのマウスのパフォーマンスの向上

3D アプリケーションがリモート デスクトップで使用されている時に 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場合、相対マウス機能を有効にするとマウスのパフォーマンスが向上します。

ほとんどの状況で、3D レンダリングを必要としないアプリケーションを使用している場合は、Horizon Client は
絶対座標を使用してマウス ポインタの移動に関する情報を転送します。絶対座標を使用すれば、クライアントはマウ

スの移動をローカルで描画し、これはパフォーマンスが改善され、特に企業ネットワークの外にいる場合は顕著です。

AutoCAD や 3D のビデオ ゲームの再生などのグラフィックスを多用するアプリケーションの使用が必要な作業で

は、絶対座標ではなく相対座標を使用する相対マウス機能を有効にすると、マウスのパフォーマンスを向上できます。

相対マウス機能を有効にすると、企業ネットワークの外 (WAN) ではパフォーマンスが遅くなることがあります。

前提条件

Horizon 管理者は、デスクトップ プールで 3D レンダリングをオンにする必要があります。プールの設定および 

3D レンダリングで使用できるオプションの詳細については、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 Horizon Client を起動し、サーバにログインします。

2 リモート デスクトップを右クリックして、[VMware Blast] または [PCoIP] を選択します。

3 リモート デスクトップに接続します。

4 メニュー バーから [接続] - [相対マウスを有効化] の順に選択します。

オプションが切り替わります。相対マウス機能を無効にするには、もう一度 [接続] - [相対マウスを有効化] の順

に選択します。

注：   全画面表示モードではなくウィンドウ モードで Horizon Client を使用して相対マウス機能を有効にする

と、マウス ポインタを Horizon Client メニュー オプションに移動したり、Horizon Client ウィンドウの外に

ポインタを移動できなくなることがあります。この状態を解決するには、Control + Option を押します。
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Horizon Client の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。

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 Workspace ONE モードでのサーバへの接続

n サポート データの収集

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

u デスクトップとアプリケーションの選択ウィンドウで、リモート デスクトップのショートカットを選択し、Ctrl 
キーを押しながらクリックし、コンテキスト メニューから [再起動] を選択します。

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。
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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。

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

押す操作と同じです。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、開いているすべてのアプリケーションが終了します。

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。

デスクトップのリセット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

u [リセット] コマンドを使用します。

オプション アクション

デスクトップとアプリケーションの選択ウィ

ンドウからリモート デスクトップをリセット

する

リモート デスクトップ名を選択し、Ctrl キーを押しながらクリックし、コンテキスト メニュ

ーから [リセット] を選択します。

デスクトップとアプリケーションの選択ウィ

ンドウから公開アプリケーションをリセット

する

ウィンドウの右上隅の [設定] ボタン（歯車のアイコン）をクリックし、左ペインの [アプリケ

ーション] を選択して、[リセット]、[続行] の順にクリックします。

 

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、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。公開アプリケーションをリセットすると、そのア

プリケーションは終了します。

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

場合によっては、Horizon Client をアンインストールして再インストールすることで、Horizon Client の問題を解

決できることがあります。

Horizon Client は、他のアプリケーションと同じ方法でアンインストールします。
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[アプリケーション] フォルダから [VMware Horizon Client] アプリケーションを[ゴミ箱] にドラッグして、ゴミ

箱を空にします。

Horizon Client をアンインストールした後、再インストールできます。

Mac への Horizon Client のインストールを参照してください。

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。

サポート データの収集

ログの収集機能は、VMware が Horizon Client のトラブルシューティングを行う際に役立つサポート データを含

むログ ファイルを作成します。

サポート データを収集するには、[VMware Horizon Client] - [VMware Horizon Client のバージョン情報] の
順に選択して、[サポート データの収集] をクリックします。Horizon Client は、デスクトップ フォルダに ZIP 形式で

ログ ファイルを保存します。
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