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Amazon WorkSpaces とは
Amazon WorkSpaces を使用すると、WorkSpaces として知られている、ユーザー向けの仮想クラウド
ベースの Microsoft Windows、Amazon Linux、Ubuntu Linux デスクトップを提供できます。WorkSpaces
は、ハードウェアの調達とデプロイ、または複雑なソフトウェアのインストールの必要性を排除します。
必要に応じてユーザーをすばやく追加または削除できます。ユーザーは、複数のデバイスまたはウェブブ
ラウザから仮想デスクトップにアクセスできます。
詳細については、Amazon WorkSpaces を参照してください。

機能
• オペレーティングシステム (Windows、Amazon Linux、Ubuntu Linux) を選択し、さまざまなハー
ドウェア構成、ソフトウェア構成、AWS リージョンから選択します。詳細については、「Amazon
WorkSpaces バンドル」および「 the section called “カスタムイメージとバンドルを作成する” (p. 197)
」を参照してください。
• プロトコルを PCoIP または WorkSpaces Streaming Protocol (WSP) から選択します。詳細について
は、「Amazon WorkSpaces のプロトコル (p. 11)」を参照してください
• WorkSpace に接続し、中断したところからピックアップします｡ WorkSpaces は、永続的なデスクトッ
プエクスペリエンスを提供します。
• WorkSpaces には、WorkSpace の月単位または時間単位の柔軟性のある支払いオプションが用意されて
います。詳細については、WorkSpaces の料金を参照してください。
• Amazon WorkSpaces Application Manager (Amazon WAM) を使用して、Windows WorkSpaces 用のア
プリケーションをデプロイおよび管理します。
• Windows デスクトップの場合、お持ちのライセンスとアプリケーションを導入できます。または、AWS
Marketplace for Desktop Apps から購入することもできます。
• ユーザー用にスタンドアロンのマネージド型ディレクトリを作成するか、WorkSpaces をオンプレミス
のディレクトリに接続します。これにより、ユーザーは既存の認証情報を使用して、自社リソースに
シームレスにアクセスできるようになります。詳細については、「ディレクトリ (p. 95)」を参照して
ください
• 同じツールを使用して､オンプレミスデスクトップの管理に使用する WorkSpace を管理します。
• Multi-Factor Authentication（MFA）を使用してセキュリティを強化します｡
• AWS Key Management Service (AWS KMS) を使用して、残りのデータ、ディスク I/O、およびボリュー
ムスナップショットを暗号化します。
• ユーザーが WorkSpaces へのアクセスを許可される IP アドレスを制御します。

アーキテクチャ
Windows WorkSpaces および Linux WorkSpaces では、各 WorkSpace は、仮想プライベートクラウド
(VPC) とディレクトリに関連付けられ、WorkSpaces とユーザー情報を保存し管理します。詳細について
は、「 the section called “VPC の要件” (p. 12) 」を参照してください。ディレクトリは AWS Directory
Service によって管理され、次のオプションが提供されます。Simple AD、AD Connector、または AWS
Directory Service for Microsoft Active Directory (AWS Managed Microsoft AD とも呼ばれます)。詳細につい
ては、AWS Directory Service 管理ガイドを参照してください。
WorkSpaces では、Simple AD、AD Connector 、または AWS Managed Microsoft AD ディレクトリを使
用して、ユーザーを認証します。ユーザーは、サポートされているデバイスからクライアントアプリケー
ションを使用するか、Windows WorkSpaces の場合はウェブブラウザから、WorkSpaces にアクセスし、
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ディレクトリの認証情報を使用してログインします。ログイン情報は認証ゲートウェイに送信され、認証
ゲートウェイはトラフィックを WorkSpace のディレクトリに転送します。ユーザーが認証されると、ス
トリーミングゲートウェイを介してトラフィックのストリーミングが開始されます。
クライアントアプリケーションは、すべての認証およびセッション関連情報に対して、ポート 443 で
HTTPSを使用します。クライアントアプリケーションは、WorkSpace へのピクセルストリーミングに
ポート 4172 (PCoIP) または 4195 (WSP)を使用し、ネットワークのヘルスチェックにポート 4172 と 4195
を使用します。詳細については、「クライアントアプリケーションのポート (p. 17)」を参照してくださ
い
各 WorkSpace には、管理およびストリーミング用 (eth0) とプライマリネットワークインターフェイス
(eth1) という 2 つの Elastic Network Interface が関連付けられています。プライマリネットワークインター
フェイスでは、VPC によって提供された IP アドレスが、ディレクトリで使用されているのと同じサブ
ネットから取得されます。これにより、WorkSpace からのトラフィックが簡単にディレクトリに到達でき
るようになります。VPC 内のリソースへのアクセスは、プライマリネットワークインターフェイスに割り
当てられたセキュリティグループによって制御されます。詳細については、「ネットワークインターフェ
イス (p. 29)」を参照してください
WorkSpaces のアーキテクチャを次の図に示します。

WorkSpace にアクセスする
サポートされているデバイスのクライアントアプリケーションかオペレーティングシステムのウェブブラ
ウザを使用して、WorkSpaces に接続できます。

Note
ウェブブラウザを使用して Amazon Linux WorkSpaces に接続することはできません。
次のデバイス用のクライアントアプリケーションがあります｡
• Windows コンピュータ
• macOS コンピュータ
• Ubuntu Linux 18.04 コンピュータ
• Chromebook
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• iPad
• Android デバイス
• Fire タブレット
• ゼロクライアントデバイス (Teradici ゼロクライアントデバイスは PCoIP でのみサポートされます)
Windows、macOS、および Linux PC で、次のウェブブラウザを使用して Windows および Ubuntu Linux
WorkSpaces に接続できます。
• Chrome 53 以降（Windows および MacOS のみ）
• Firefox 49 以降
詳細については、Amazon WorkSpaces ユーザーガイドの WorkSpaces クライアントを参照してくださ
い。

料金
AWS にサインアップすると、WorkSpaces 無料利用枠を使って、WorkSpaces を無料で開始することがで
きます。詳細については、WorkSpaces の料金を参照してください。
WorkSpaces の場合、お支払いいただくのは実際に使用した分の料金のみです。バンドルと起動した
WorkSpaces の数に基づいて課金されます。WorkSpaces の料金には、Simple AD と AD Connector の使
用が含まれますが、AWS Managed Microsoft AD の使用は含まれません。
WorkSpaces では、WorkSpaces の月額料金または時間料金が課金されます。月額料金では、無制限の
使用料を固定料金で支払うため、Workspace をフルタイムで使用するユーザーに最適です。時間料金で
は、WorkSpaceごとに小額の固定月額料金を支払うほか、WorkSpace が稼働している時間ごとに低い時間
別料金を支払うことになります。詳細については、WorkSpaces の料金を参照してください。
サポートされるリージョンの詳細については、WorkSpaces の料金を参照してください。

開始方法
WorkSpace を作成するには、次のいずれかのチュートリアルに従います。
• WorkSpaces 高速セットアップを開始する (p. 4)
• AWS Managed Microsoft AD を使用して WorkSpace を起動する (p. 111)
• Simple AD を使用して WorkSpace を起動する (p. 114)
• AD Connector を使用して WorkSpace を起動する (p. 118)
• 信頼できるドメインを使用して WorkSpace を起動する (p. 121)
次のリソースで Amazon WorkSpaces の詳細を確認することもできます。
• クラウドでのデスクトップのプロビジョニング
• Amazon WorkSpaces をデプロイするためのベストプラクティス
• Amazon WorkSpaces リソース – ホワイトペーパー、ブログ投稿、ウェビナー、re:Invent セッションな
どが含まれます
• Amazon WorkSpaces のよくある質問
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WorkSpaces 高速セットアップを開
始する
このチュートリアルでは、WorkSpaces と AWS Directory Service を使用して、仮想かつクラウドベース
の Microsoft Windows、Amazon Linux、Ubuntu Linux デスクトップ (WorkSpace とも呼ばれます) をプロ
ビジョニングする方法を学びます。
このチュートリアルでは、高速セットアップオプションを使用して WorkSpace を起動します。このオプ
ションは、WorkSpace を起動したことがない場合にのみ使用できます。または「WorkSpaces を使用して
仮想デスクトップを起動します。 (p. 110)」を参照してください｡

Note
クイックセットアップは次の AWS リージョンでサポートされています。
• 米国東部 (バージニア北部)
• 米国西部 (オレゴン)
• 欧州 (アイルランド)
• アジアパシフィック (シンガポール)
• アジアパシフィック (シドニー)
• アジアパシフィック (東京)
リージョンを変更するには、「リージョンの選択」を参照してください。
タスク
• 開始する前に (p. 4)
• クイックセットアップの仕組み (p. 5)
• ステップ 1: WorkSpace の起動 (p. 5)
• ステップ 2: WorkSpace に接続する (p. 7)
• ステップ 3: クリーンアップする (オプション) (p. 8)
• 次のステップ (p. 8)

開始する前に
開始する前に、以下の前提条件を満たしていることを確認してください。
• WorkSpace を作成または管理するには、AWS アカウントが必要です。ユーザーは、WorkSpaces に接
続して使用するためであれば AWS アカウントは必要としません。
• WorkSpaces はすべてのリージョンで利用できるわけではありません。サポートされているリージョン
を確認し、WorkSpaces のリージョンを選択します。サポートされるリージョンについては、AWS リー
ジョン別の WorkSpaces の料金を参照してください。
また、次に進む前に、以下について確認して理解しておくことが有益です。
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• WorkSpace を起動するときは、WorkSpace バンドルを選択する必要があります。詳細については、
「Amazon WorkSpaces バンドル」および「Amazon WorkSpaces の料金」を参照してください。
• WorkSpace を起動するときは、バンドルで使用するプロトコル (PCoIP または WorkSpaces ストリーミ
ングプロトコル [WSP]) を選択する必要があります。詳細については、「Amazon WorkSpaces のプロト
コル (p. 11)」を参照してください
• WorkSpace を起動するときは、ユーザー名や E メールアドレスなどの、ユーザーのプロファイル情報
を指定する必要があります。パスワードを指定してプロファイルを完成させます。WorkSpace とユー
ザーに関する情報はディレクトリに保存されます。詳細については、「ディレクトリ (p. 95)」を参照
してください

クイックセットアップの仕組み
高速セットアップが、あなたの代わりに次のタスクを完了します。
• IAM ロールを作成して、WorkSpaces サービスが Elastic Network Interface を作成し、WorkSpaces ディ
レクトリの一覧を表示できるようにします。そのロールには、workspaces_DefaultRole という名前
が付きます。
• 仮想プライベートクラウド (VPC) を作成します。代わりに既存の VPC を使用する場合は、WorkSpaces
用に VPC を設定する (p. 12) に記載されている要件を満たしていることを確認し、WorkSpaces を使
用して仮想デスクトップを起動します。 (p. 110) に記載されているいずれかのチュートリアルの手順
に従います。使用する Active Directory のタイプに対応するチュートリアルを選択します。
• VPC で Simple AD ディレクトリを設定し、Amazon WorkDocs に対して有効にします。この Simple
AD ディレクトリは、ユーザーと WorkSpace 情報を格納するために使用されます。高速セットアップに
よって作成される最初のユーザーアカウントは、管理者ユーザーアカウントです。† ディレクトリには
管理者アカウントもあります。詳細については、AWS Directory Service 管理ガイドの「作成されるも
の」を参照してください。
• 指定したユーザーアカウントを作成し、ディレクトリに追加します。
• WorkSpacesを作成します。各 WorkSpace には、インターネットアクセスを提供するためのパブリック
IP アドレスが割り当てられます。実行モードは常時オンです。詳細については、「WorkSpace の実行
モードを管理する (p. 161)」を参照してください
• 指定されたユーザーに招待 E メールを送信します。ユーザが招待メールを受信しない場合は、招待 E
メールの送信 (p. 126) を参照してください。
† 高速セットアップによって作成される最初のユーザーアカウントは、管理者ユーザーアカウントで
す。WorkSpaces コンソールからこのユーザーアカウントを更新することはできません。このアカウント
の情報は、他の誰とも共有しないでください。他のユーザーを WorkSpaces を使用するように招待するに
は、新しいユーザーアカウントを作成します。

ステップ 1: WorkSpace の起動
高速セットアップを使用すると、最初の WorkSpace を数分で起動できます。

WorkSpace を起動するには
1.

https://console.aws.amazon.com/workspaces/ で WorkSpaces コンソールを開きます。

2.

[Quick setup (クイック設定)] を選択します。このボタンが表示されない場合は、このリージョンで
既に WorkSpace を起動しているか、高速セットアップをサポートするリージョン (p. 4)を使用
していないかのいずれかです。この場合は、WorkSpaces を使用して仮想デスクトップを起動しま
す。 (p. 110) を参照してください。
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3.

[Identify users] (ユーザーの識別) に [Username] (ユーザー名) と [First Name] (名前) を入力しま
す。[Last Name] (姓) および [Emai] (E メール)。続いて、[Next] (次へ) を選択します。

Note
WorkSpaces を初めて使用する場合は、テスト目的でユーザを作成してみることをお勧めし
ます。

4.

[Bundles (バンドル)] で、該当するプロトコル (PCoIP または WSP) を使用するユーザーのバンドル
(ハードウェアおよびソフトウェア) を選択します。Amazon WorkSpaces で利用できるさまざまなパ
ブリックバンドルの詳細については、Amazon WorkSpaces バンドルを参照してください。
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5.

情報を確認します。次に、[Create WorkSpace] (WorkSpace の作成) を選択します。

6.

WorkSpace が起動するまでに約 20 分かかります。進行状況を監視するには、左側のナビゲーショ
ンペインに移動して [ディレクトリ] を選択します。ディレクトリが作成され、初期ステータスが
REQUESTED と CREATING のディレクトリが表示されます。
ディレクトリが作成され、ステータスが ACTIVE になったら、左側のナビゲーションペインで
[WorkSpaces] を選択して、WorkSpace 起動プロセスの進行状況を監視できます。WorkSpace の最初
のステータスは PENDING です。起動が完了すると、ステータスは AVAILABLE になり、各ユーザー
に指定した E メールアドレスに招待状が送信されます。ユーザが招待メールを受信しない場合は、招
待 E メールの送信 (p. 126) を参照してください。

ステップ 2: WorkSpace に接続する
招待メールを受け取ったら、選択したクライアントを使用して WorkSpace に接続できます。サインイン
すると、クライアントは WorkSpace デスクトップを表示します。

WorkSpace に接続するには
1.

ユーザーの認証情報を設定していない場合は、招待メールのリンクを開き、指示に従いま
す。WorkSpace に接続するために必要なパスワードを覚えておいてください。
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Note
パスワードは大文字と小文字が区別され、8〜64 文字の長さにする必要があります。パス
ワードには、小文字 (a〜z)、大文字 (A〜Z)、数字 (0〜9) の 3 つのカテゴリの少なくとも 1
つの文字と、セット ~!@#$%^&*_-+=`|\(){}[]:;"'<>,.?/ が含まれていなければなりません。
2.

各クライアントの要件の詳細については、Amazon WorkSpaces ユーザーガイドの WorkSpaces クラ
イアントを確認し、次のいずれかの操作を行います。
• プロンプトが表示されたら、クライアントアプリケーションの 1 つをダウンロードするか、Web
Access を起動します。
• プロンプトが表示されず、まだクライアントアプリケーションをインストールしていない場合
は、https://clients.amazonworkspaces.com/ を開き、いずれかのクライアントアプリケーションを
ダウンロードするか、ウェブアクセスを起動します。

Note
ウェブブラウザ (Web Access) を使用して Amazon Linux WorkSpaces に接続することはでき
ません。
3.

クライアントを起動し、招待 E メールから登録コードを入力して、[Register] を選択します。

4.

サインインするように求められたら、ユーザー名とパスワードを入力し、[Sign In (サインイン)] を選
択します。

5.

（オプション）資格情報を保存するかどうかを確認するメッセージが表示されたら、[Yes] を選択しま
す。

複数のモニターのセットアップや周辺機器の使用など、クライアントアプリケーションの使用方法の詳細
については、Amazon WorkSpaces ユーザーガイドのWorkSpaces クライアントおよび周辺機器のサポー
トを参照してください。

ステップ 3: クリーンアップする (オプション)
このチュートリアルで作成した WorkSpace を終了した場合は、削除することができます。詳細について
は、「the section called “WorkSpace の削除” (p. 195)」を参照してください

Note
Simple AD は、WorkSpaces で無料でご利用になれます。Simple AD ディレクトリで 30 日間連
続使用されている WorkSpaces がない場合、そのディレクトリは Amazon WorkSpaces での使用
から自動的に登録解除され、AWS Directory Service 料金の条件に従って課金されるようになりま
す。
空のディレクトリを削除するには、WorkSpaces のディレクトリの削除 (p. 105) を参照してく
ださい。Simple AD ディレクトリを削除した後に WorkSpaces を再度ご使用になる際は、いつで
も新しいディレクトリを作成できます。

次のステップ
作成した WorkSpace は引き続きカスタマイズできます。たとえば、ソフトウェアをインストールして
WorkSpace からカスタムバンドルを作成することができます。WorkSpaces および WorkSpaces ディレク
トリに対してさまざまな管理タスクを実行することもできます。詳細については、次のドキュメントを参
照してください。
• カスタムの WorkSpaces イメージとバンドルの作成 (p. 197)
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• WorkSpaces を管理する (p. 134)
• WorkSpaces のディレクトリを管理する (p. 95)
追加の WorkSpaces を作成するには、次のいずれかの操作を行います。
• 高速セットアップで作成した VPC と Simple AD ディレクトリを引き続き使用する場合は、Simple AD
を使用して WorkSpace を起動するのチュートリアルの ステップ 2: WorkSpace の作成 (p. 116) セク
ションにあるステップに従い、追加ユーザー用の WorkSpaces を起動します。
• 別の種類のディレクトリ、または既存の Active Directory を使用する必要がある場合は、WorkSpaces を
使用して仮想デスクトップを起動します。 (p. 110) で関連チュートリアルを参照してください。
複数のモニターのセットアップや周辺機器の使用など、WorkSpaces クライアントアプリケーションの使
用方法の詳細については、Amazon WorkSpaces ユーザーガイドの WorkSpaces クライアントおよび周辺
機器のサポートを参照してください。

9

Amazon WorkSpaces 管理ガイド
開始する前に

WorkSpaces の詳細設定を開始する
このチュートリアルでは、WorkSpaces と AWS Directory Service を使用して、仮想かつクラウドベース
の Microsoft Windows または Amazon Linux デスクトップ (WorkSpace とも呼ばれます) をプロビジョニン
グする方法を学びます。
このチュートリアルでは、詳細設定オプションを使用して WorkSpace を起動します。

Note
詳細設定は WorkSpaces のすべてのリージョンでサポートされています。
タスク
• 開始する前に (p. 10)
• 詳細設定を使用して WorkSpace を起動する (p. 10)

開始する前に
開始する前に、WorkSpace の作成や管理に使用できる AWS アカウントがあることを確認してください。
ユーザーは、WorkSpaces に接続して使用するためであれば AWS アカウントは必要ありません。
以下の概念を確認してから作業を進めてください。
• WorkSpace を起動するときは、WorkSpace バンドルを選択する必要があります。詳細については、
「Amazon WorkSpace バンドル」を参照してください。
• WorkSpace を起動するときは、バンドルで使用するプロトコル (PCoIP または WorkSpaces ストリーミ
ングプロトコル [WSP]) を選択する必要があります。詳細については、「Amazon WorkSpaces のプロト
コル (p. 11)」を参照してください
• WorkSpace を起動するときは、ユーザー名や E メールアドレスなどの、ユーザーのプロファイル情報
を指定する必要があります。パスワードを指定してプロファイルを完成させます。WorkSpace とユー
ザーに関する情報はディレクトリに保存されます。詳細については、「ディレクトリ (p. 95)」を参照
してください

詳細設定を使用して WorkSpace を起動する
詳細設定を使用して WorkSpace を起動するには
1.
2.

https://console.aws.amazon.com/workspaces/ で WorkSpaces コンソールを開きます。
次のいずれかのディレクトリタイプを選択してから、[Next] (次へ) をクリックします。
• AWS Managed Microsoft AD
• Simple AD
• AD Connector

3.
4.
5.

ディレクトリ情報の入力
2 つの異なるアベイラビリティーゾーンのいずれかから VPC 内の 2 つのサブネットを選択します。詳
細については、「パブリックサブネットを持つ VPC の設定」を参照してください。
ディレクトリの情報を確認し、[Create directory] (ディレクトリの作成) を選択します。
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WorkSpaces のネットワーキングと
アクセス
ネットワーク WorkSpace 管理者は、WorkSpaces のネットワーキングとアクセスについて以下のことを
理解する必要があります。
目次
• Amazon WorkSpaces のプロトコル (p. 11)
• WorkSpaces 用に VPC を設定する (p. 12)
• Amazon WorkSpaces のアベイラビリティーゾーン (p. 16)
• WorkSpaces の IP アドレスとポートの要件 (p. 17)
• Amazon WorkSpaces クライアントネットワークの要件 (p. 57)
• 信頼されたデバイスへの WorkSpaces アクセスを制限する (p. 59)
• WorkSpaces と SAML 2.0 の統合 (プレビュー) (p. 61)
• 認証にスマートカードを使用する (p. 71)
• WorkSpace からのインターネットアクセスを提供する (p. 78)
• WorkSpaces のセキュリティグループ (p. 79)
• WorkSpaces の IP アクセスコントロールグループ (p. 80)
• WorkSpaces の PCoIP ゼロクライアントをセットアップする (p. 82)
• Chromebook 用の Android のセットアップ (p. 83)
• Amazon WorkSpaces Web Access を有効化および設定する (p. 83)
• FedRAMP 認証または DoD SRG 準拠のために Amazon WorkSpaces をセットアップする (p. 86)
• Linux WorkSpaces の SSH 接続を有効にする (p. 87)
• WorkSpaces の必要な設定とサービスコンポーネント (p. 91)

Amazon WorkSpaces のプロトコル
Amazon WorkSpaces は、PCoIP と WorkSpaces Streaming Protocol (WSP) という 2 つのプロトコルをサ
ポートしています。選択するプロトコルは、ユーザーが WorkSpaces にアクセスする際に使用するデバイ
スの種類、WorkSpaces 上のオペレーティングシステム、ユーザーのネットワーク条件、ユーザーが双方
向の動画サポートを必要としているかどうかなど、いくつかの要因によって決まります。

PCoIP を使用すべき場合
• iPad、Android、または Linux クライアントを使用する場合。
• Teradici ゼロクライアントデバイスを使用する場合。
• GPU ベースのバンドル (Graphics.g4dn、GraphicsPro.g4dn、Graphics、GraphicsPro) を使用する必要
がある場合。
• スマートカード以外のユースケースに Linux バンドルを使用する必要がある場合。
• 中国 (寧夏) リージョンで WorkSpaces を使用する必要がある場合。
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WSP を使用する場合
• エンドユーザーのネットワーク状態をサポートするために、損失/レイテンシーの許容値を高くする必要
がある場合。例えば、グローバルに WorkSpaces にアクセスしているユーザーや、信頼性の低いネット
ワークを使用しているユーザーがいる場合です。
• ユーザーがスマートカードで認証したり、セッション内でスマートカードを使用したりする必要がある
場合。
• セッション内でウェブカメラサポート機能が必要な場合。
• Windows Server 2019 を搭載した WorkSpaces バンドルで Web Access を使用する必要がある場合。
• Ubuntu WorkSpaces を使用する必要がある場合。

Note
• ディレクトリには、PCoIP と WSP WorkSpaces を混在させることができます。
• 2 つの WorkSpaces が別々のディレクトリにある限り、ユーザーは PCoIP と WSP WorkSpace
の両方を持つことができます。同じユーザーが PCoIP と WSP WorkSpace を同じディレクト
リ内に持つことはできません。ユーザーのための複数の WorkSpaces の作成の詳細について
は、ユーザー用に複数の WorkSpaces を作成する (p. 126) を参照してください。
• WorkSpaces 移行機能を使用して、2 つのプロトコル間で WorkSpace を移行できます。これ
を実行するためには、WorkSpace の再構築が必要です。詳細については、「WorkSpace の移
行 (p. 191)」を参照してください。

WorkSpaces 用に VPC を設定する
WorkSpaces は、仮想プライベートクラウド (VPC) で WorkSpaces を起動します。オペレーティングシス
テムに更新をインストールし、Amazon WorkSpaces Application Manager (Amazon WAM) を使用してア
プリケーションをデプロイできるように、WorkSpaces はインターネットにアクセスできる必要がありま
す。
WorkSpaces 用の 2 つのプライベートサブネットと、パブリックサブネット内の NAT ゲートウェイを持
つ VPC を作成できます。または、WorkSpaces の 2 つのパブリックサブネットを持つ VPC を作成し、各
WorkSpace にパブリック ID アドレスまたは Elastic IP アドレスを関連付けることもできます。
VPC 設計の考慮事項の詳細については、「Best Practices for VPCs and Networking in Amazon
WorkSpaces Deployments」および「Best Practices for Deploying WorkSpaces - VPC Design」を参照して
ください。
目次
• 要件 (p. 12)
• プライベートサブネットの VPC および NAT ゲートウェイを設定する (p. 13)
• パブリックサブネットを持つ VPC を設定する (p. 14)

要件
VPC のサブネットは、WorkSpaces を起動するリージョンの異なるアベイラビリティーゾーンに存在す
る必要があります。アベイラビリティーゾーンとは、他のアベイラビリティーゾーンで発生した障害から
切り離すために作られた場所です。個別のアベイラビリティーゾーンでインスタンスを起動することによ
り、1 つの場所で発生した障害からアプリケーションを保護できます。各サブネットが完全に 1 つのアベ
イラビリティーゾーン内に含まれている必要があります。1 つのサブネットが複数のゾーンにまたがるこ
とはできません。
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Note
Amazon WorkSpaces は、サポートされる各リージョンのアベイラビリティーゾーンのサブセッ
トで利用できます。WorkSpaces で使用している VPC のサブネットに使用できるアベイラビリ
ティーゾーンを確認するには、Amazon WorkSpaces のアベイラビリティーゾーン (p. 16) を
参照してください。

プライベートサブネットの VPC および NAT ゲート
ウェイを設定する
AWS Directory Service を使用して AWS Managed Microsoft AD または Simple AD を作成する場合は、1
つのパブリックサブネットと 2 つのプライベートサブネットで VPC を設定することをお勧めします。プ
ライベートサブネットで WorkSpace を起動するようにディレクトリを設定します。プライベートサブ
ネット内の WorkSpaces にインターネットアクセスを提供するには、パブリックサブネットに NAT ゲー
トウェイを設定します。

1 つのパブリックサブネットと、2 つのプライベートサブネットを作成するには
1.
2.

Amazon VPC コンソール (https://console.aws.amazon.com/vpc/) を開きます。
[VPC の作成] を選択します。

3.
4.
5.

[Resources to create] (作成するリソース) で、[VPC only] (VPC など) を選択します。
[名前タグの自動生成] に、VPC の名前を入力します。
サブネットを設定するには、次の操作を行います。
a.

[アベイラビリティーゾーンの数] で、ニーズに応じて [1] または [2] を選択します。
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b.

[AZ のカスタマイズ] を展開し、アベイラビリティーゾーンを選択します。それ以外の場合
は、AWS によって自動的に選択されます。適切な選択を行う方法については、「Amazon
WorkSpaces のアベイラビリティーゾーン (p. 16)」を参照してください。

c.

[パブリックサブネットの数] で、アベイラビリティーゾーンごとに 1 つのパブリックサブネット
があることを確認します。

d.

[プライベートサブネットの数] で、アベイラビリティーゾーンごとに 1 つのプライベートサブ
ネットがあることを確認します。

e.

各サブネットの CIDR ブロックに入力します。詳細については、Amazon VPC ユーザーガイドの
「サブネットのサイズ設定」を参照してください。

6.

[NAT ゲートウェイ] には、[1 per AZ] (AZ あたり 1)を選択します。

7.

[VPC の作成] を選択します。

IPv6 CIDR ブロック
IPv6 CIDR ブロックを VPC とサブネットに関連付けることができます。ただし、サブネットで起動された
インスタンスに IPv6 アドレスを自動的に割り当てるようにサブネットを設定した場合、グラフィックスバ
ンドルを使用することはできません。(ただし、Graphics.g4dn、GraphicsPro.g4dn、GraphicsPro バンド
ルは使用できます)。この制限は、IPv6 をサポートしない旧世代のインスタンスタイプのハードウェア制
限から発生します。
この問題を回避するには、グラフィックスバンドルを起動する前に WorkSpaces サブネットで [autoassign IPv6 addresses (IPv6 アドレスの自動割り当て)] 設定を一時的に無効にし 、グラフィックスバンド
ルの起動後にこの設定を再度有効にして (必要な場合)、他のバンドルに必要な IP アドレスが割り当てられ
るようにします。
デフォルトでは、[auto-assign IPv6 addresses (IPv6 アドレスの自動割り当て)] 設定は無効になっていま
す 。Amazon VPC コンソールからこの設定を確認するには、ナビゲーションペインで [Subnets] (サブ
ネット) を選択します。サブネットを選択し、[アクション]、[自動割り当て IP 設定の変更] の順に選択しま
す。

パブリックサブネットを持つ VPC を設定する
必要に応じて、2 つのパブリックサブネットを持つ VPC を作成できます。パブリックサブネット内の
WorkSpaces へのインターネットアクセスを提供するには、ディレクトリを設定して Elastic IP アドレス
を自動的に割り当てるか、手動で各 WorkSpace に Elastic IP アドレスを割り当てます。
タスク
• ステップ 1: VPC を作成する (p. 14)
• ステップ 2: WorkSpaces にパブリック IP アドレスを割り当てる (p. 15)

ステップ 1: VPC を作成する
次のように、1 つのパブリックサブネットを持つVPCを作成します。

VPC を作成するには
1.

Amazon VPC コンソール (https://console.aws.amazon.com/vpc/) を開きます。

2.

[VPC の作成] を選択します。

3.

[Resources to create] (作成するリソース) で、[VPC only] (VPC など) を選択します。

4.

[名前タグの自動生成] に、VPC の名前を入力します。

5.

サブネットを設定するには、次の操作を行います。
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6.

a.

[アベイラビリティゾーンの数] で、[2] を選択します。

b.

[AZ のカスタマイズ] を展開し、アベイラビリティーゾーンを選択します。それ以外の場合
は、AWS によって自動的に選択されます。適切な選択を行う方法については、「Amazon
WorkSpaces のアベイラビリティーゾーン (p. 16)」を参照してください。

c.

[Number of public subnets] (パブリックサブネットの数) で 2 を選択します。

d.

[Number of private subnets] (プライベートサブネットの数) には、[0] を選択します。

e.

パブリックサブネットごとに CIDR ブロックを入力します。詳細については、Amazon VPC ユー
ザーガイドの「サブネットのサイズ設定」を参照してください。

[VPC の作成] を選択します。

IPv6 CIDR ブロック
IPv6 CIDR ブロックを VPC とサブネットに関連付けることができます。ただし、サブネットで起動され
たインスタンスに IPv6 アドレスを自動的に割り当てるようにサブネットを設定した場合、グラフィック
スバンドルを使用することはできません。（ただし、GraphicsPro バンドルを使用できます）。この制限
は、IPv6 をサポートしない旧世代のインスタンスタイプのハードウェア制限から発生します。
この問題を回避するには、グラフィックスバンドルを起動する前に WorkSpaces サブネットで [autoassign IPv6 addresses (IPv6 アドレスの自動割り当て)] 設定を一時的に無効にし 、グラフィックスバンド
ルの起動後にこの設定を再度有効にして (必要な場合)、他のバンドルに必要な IP アドレスが割り当てられ
るようにします。
デフォルトでは、[auto-assign IPv6 addresses (IPv6 アドレスの自動割り当て)] 設定は無効になっていま
す 。Amazon VPC コンソールからこの設定を確認するには、ナビゲーションペインで [Subnets] (サブ
ネット) を選択します。サブネットを選択し、[アクション]、[自動割り当て IP 設定の変更] の順に選択しま
す。

ステップ 2: WorkSpaces にパブリック IP アドレスを割り当てる
パブリック IP アドレスは、WorkSpaces に自動または手動で割り当てることができます。自動割り当て
を使用するには、the section called “自動パブリック IP アドレスを設定する” (p. 98) を参照してくださ
い。パブリック IP アドレスを手動で割り当てるには、以下の手順を使用します。
WorkSpace に Elastic IP アドレスを割り当てる方法のビデオチュートリアルについては、AWS ナレッジ
センターの動画の Elastic IP アドレスを WorkSpace に関連付けるにはどうすればよいですか? を参照して
ください。

WorkSpace にパブリック IP アドレスを手動で割り当てるには
1.

https://console.aws.amazon.com/workspaces/ で WorkSpaces コンソールを開きます。

2.

ナビゲーションペインで [WorkSpaces] を選択します。

3.

WorkSpace の行を展開 (矢印アイコンを選択) し、[WorkSpace IP] の値を書き留めます。これは
WorkSpaceのプライマリプライベート IP アドレスです。

4.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

5.

ナビゲーションペインで [Elastic IP] を選択します。使用可能な Elastic IP アドレスがない場合は、
[Allocate Elastic IP address] (Elastic IP アドレスの割り当て) を選択し、[Amazon's pool of IPv4
addresses] (Amazon の IPv4 アドレスプール) または [Customer owned pool of IPv4 addresses] (顧客
所有の IPv4 アドレスのプール) を選択し、[Allocate] (割り当て) を選択します。新しい IP アドレスを
書き留めます。

6.

ナビゲーションペインで、[Network Interfaces] を選択します。

7.

WorkSpace のネットワークインターフェイスを選択します。WorkSpace のネットワークインター
フェイスを検索するには、検索ボックスに [WorkSpace IP] 値 (前に書き留めた値) を入力し、Enter
キーを押します。[WorkSpace IP] の値は、ネットワークインターフェイスのプライマリプライベート
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IPv4 IP アドレスと一致します。ネットワークインターフェイスの VPC ID 値は、WorkSpaces VPC
の ID と一致することに注意してください。
8.

[Actions]、[Manage IP Addresses] の順に選択します。[Assign new IP (新しい IP を割り当てる)] を選
択し、[Yes, Update (はい、更新します)] を選択します。新しい IP アドレスを書き留めます。

9.

[Actions]、[Associate Address] の順に選択します。

10. [Associate Elastic IP Address (Elastic IP アドレスを関連付ける)] ページで、[Address (アドレス)] から
Elastic IP アドレスを選択します。[Associate to private IP address (プライベート IP アドレスに関連付
ける)] で、新しいプライベート IP アドレスを指定し、[Associate Address (アドレスを関連付ける)] を
選択します。

Amazon WorkSpaces のアベイラビリティーゾーン
Amazon WorkSpaces で使用する仮想プライベートクラウド (VPC) を作成する場合、VPC のサブネットは
WorkSpaces を起動するリージョンの異なるアベイラビリティーゾーンに存在する必要があります。アベ
イラビリティーゾーンとは、他のアベイラビリティーゾーンで発生した障害から切り離すために作られた
場所です。個別のアベイラビリティーゾーンでインスタンスを起動することにより、1 つの場所で発生し
た障害からアプリケーションを保護できます。各サブネットが完全に 1 つのアベイラビリティーゾーン内
に含まれている必要があります。1 つのサブネットが複数のゾーンにまたがることはできません。
アベイラビリティーゾーンは、リージョンコードとそれに続く文字識別子によって表されます (useast-1a など)。リソースがリージョンの複数のアベイラビリティーゾーンに分散されるようにするため
に、アベイラビリティーゾーンは各 AWS アカウントの名前に個別にマッピングされます。例えば、AWS
アカウントのアベイラビリティーゾーン us-east-1a の場所は、別の AWS アカウントの us-east-1a
の場所と異なる可能性があります。
アカウント間でアベイラビリティーゾーンを調整するには、アベイラビリティーゾーンの一意で一貫性の
ある識別子である AZ ID を使用する必要があります。例えば、use1-az2 は、us-east-1 リージョンの
AZ ID で、すべての AWS アカウントで同じ場所になります。
AZ ID を表示すると、あるアカウントのリソースの場所を別のアカウントのリソースに対して決定できま
す。たとえば、AZ ID use1-az2 のアベイラビリティーゾーンにあるサブネットを別のアカウントと共有
する場合、このサブネットは AZ ID が同じく use1-az2 であるアベイラビリティーゾーンのそのアカウン
トでも利用できます。各 VPC とサブネットの AZ ID は Amazon VPC コンソールに表示されます。
Amazon WorkSpaces は、サポートされる各リージョンのアベイラビリティーゾーンのサブセットで利用
できます。次の表に、各リージョンで使用できる AZ ID を示します。アカウント内のアベイラビリティー
ゾーンへの AZ ID のマッピングを確認するには、AWS RAM ユーザーガイドのリソースの AZ ID を参照し
てください。
リージョン名

リージョンコード

サポートされる AZ ID

米国東部 (バージニア北部)

us-east-1

use1-az2, use1-az4, use1az6

米国西部 (オレゴン)

us-west-2

usw2-az1, usw2-az2, usw2az3

アジアパシフィック (ムンバイ)

ap-south-1

aps1-az1, aps1-az2, aps1az3

アジアパシフィック (ソウル)

ap-northeast-2

apne2-az1, apne2-az3

アジアパシフィック (シンガポー
ル)

ap-southeast-1

apse1-az1, apse1-az2
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リージョン名

リージョンコード

サポートされる AZ ID

アジアパシフィック (シドニー)

ap-southeast-2

apse2-az1, apse2-az3

アジアパシフィック (東京)

ap-northeast-1

apne1-az1, apne1-az4

カナダ(中部)

ca-central-1

cac1-az1, cac1-az2

欧州(フランクフルト)

eu-central-1

euc1-az2, euc1-az3

ヨーロッパ (アイルランド)

eu-west-1

euw1-az1, euw1-az2, euw1az3

欧州 (ロンドン)

eu-west-2

euw2-az2, euw2-az3

南米 (サンパウロ)

sa-east-1

sae1-az1, sae1-az3

アフリカ (ケープタウン)

af-south-1

afs1-az1, afs1-az2, afs1az3

アベイラビリティーゾーンと AZ ID の詳細については、Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザーガイ
ドのリージョン、アベイラビリティーゾーン、およびローカルゾーンを参照してください。

WorkSpaces の IP アドレスとポートの要件
WorkSpace に接続するためには、WorkSpaces クライアントが接続されるネットワークに複数の AWS の
サービス (サブセットとして配置) の IP アドレス範囲に開放された特定のポートが存在する必要がありま
す。これらのアドレス範囲は、AWS リージョンごとに異なります。これらと同じポートが、クライアント
で実行されているファイアウォールで開かれている必要があります。異なるリージョンの AWS IP アドレ
ス範囲の詳細については、「AWS の全般のリファレンス」で AWS IP アドレス範囲を参照してください。
アーキテクチャ図については、WorkSpaces のアーキテクチャ (p. 1)を参照してください。その他のアー
キテクチャ図については、「Amazon WorkSpaces のデプロイのベストプラクティス」を参照してくださ
い。

クライアントアプリケーションのポート
WorkSpaces クライアントアプリケーションは、次のポートでアウトバウンドのアクセスが必要です。
ポート 53 (UDP)
このポートは、DNS サーバーにアクセスするために使用されます。クライアントがパブリックドメイ
ン名を解決できるように、DNS サーバーの IP アドレスを公開している必要があります。ドメイン名
の解決のために DNS サーバーを使用していない場合、このポート要件はオプションです。
ポート 443 (TCP)
このポートは、クライアントアプリケーションの更新、登録、認証に使用されます。デスクトップ
クライアントアプリケーションはポート 443 (HTTPS) トラフィックのプロキシサーバーの使用をサ
ポートします。プロキシサーバーの使用を有効にするには、クライアントアプリケーションを開き、
[Advanced Settings] で、[Use Proxy Server] をオンにし、プロキシサーバーのアドレスとポートを指
定して、[Save] を選択します。
このポートは、次の IP アドレス範囲に開放する必要があります。
• AMAZON リージョンの GLOBAL サブセット。

17

Amazon WorkSpaces 管理ガイド
ウェブアクセスのポート

• WorkSpace が存在するリージョンの AMAZON サブセット。
• AMAZON リージョンの us-east-1 サブセット。
• AMAZON リージョンの us-west-2 サブセット。
• S3 リージョンの us-west-2 サブセット。
ポート 4172 および 4195 (UDP および TCP)
これらのポートは WorkSpace デスクトップとヘルスチェックのストリーミングに使用されます。
デスクトップクライアントアプリケーションは、ポート 4172 と 4195 のトラフィックでのプロキシ
サーバーの使用をサポートしていません。ポート 4172 と 4195 への直接接続が必要です。これらの
ポートは、PCoIP Gateway および WorkSpaces Streaming Protocol (WSP) Gateway IP アドレス範
囲、ならびに WorkSpace があるリージョンのヘルスチェックサーバーに対して開放されている必要
があります。詳細については、「ヘルスチェックサーバー (p. 25)」、「PCoIP ゲートウェイサー
バー (p. 27)」、および「WSP ゲートウェイサーバー (p. 29)」を参照してください。

Note
ファイアウォールがステートフルフィルタリングを使用している場合、リターン通信用に一時
ポート (ダイナミックポートとも呼ばれる) が自動的に解放されます。ファイアウォールがステー
トレスフィルタリングを使用する場合には、リターン通信用に一時ポートを明示的に開放する必
要があります。開く必要のある一時ポート範囲は、構成によって異なります。

ウェブアクセスのポート
WorkSpaces Web Access は、次のポートでアウトバウンドアクセスする必要があります。
ポート 53 (UDP)
このポートは、DNS サーバーにアクセスするために使用されます。クライアントがパブリックドメイ
ン名を解決できるように、DNS サーバーの IP アドレスを公開している必要があります。ドメイン名
の解決のために DNS サーバーを使用していない場合、このポート要件はオプションです。
ポート 80 (UDP と TCP)
このポートは https://clients.amazonworkspaces.com への最初の接続に使用され、その後に
HTTPS に切り替えられます。WorkSpace があるリージョンの EC2 サブセット内の IP アドレス範囲
をすべて開放する必要があります。
ポート 443 (UDP と TCP)
このポートは、HTTPS を使用して登録および認証に使用されます。WorkSpace があるリージョンの
EC2 サブセット内の IP アドレス範囲をすべて開放する必要があります。
ポート 4195 (UDP と TCP)
WorkSpaces Streaming Protocol (WSP) に対応した WorkSpaces では、WorkSpaces デスクトップの
ストリーミングにこのポートが使用されます。ウェブアクセスでは、ポート 4195 のトラフィックで
のプロキシサーバーの使用はサポートされていません。直接接続が必要です。このポートは、WSP
ゲートウェイ IP アドレス範囲に開放する必要があります。詳細については、「WSP ゲートウェイ
サーバー (p. 29)」を参照してください。

Note
ファイアウォールがステートフルフィルタリングを使用している場合、リターン通信用に一時
ポート (ダイナミックポートとも呼ばれる) が自動的に解放されます。ファイアウォールがステー
トレスフィルタリングを使用する場合には、リターン通信用に一時ポートを明示的に開放する必
要があります。解放する必要のある一時ポート範囲は、構成によって異なります。
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通常、ウェブブラウザは、ストリーミングトラフィックに使用するために、高範囲のソースポートをラ
ンダムに選択します。WorkSpaces Web Access は、ブラウザが選択したポートを制御できません。この
ポートへのリターントラフィックが許可されていることを確認する必要があります。

許可リストに追加するドメインと IP アドレス
WorkSpaces クライアントアプリケーションがサービスにアクセスできるようにするには、クライアント
が WorkSpaces サービスにアクセスしようとしているネットワーク上の許可リストに、次のドメインと IP
アドレスを追加する必要があります。

許可リストに追加するドメインと IP アドレス
カテゴリ

ドメインまたは IP アドレス

キャプチャ

https://opfcaptcha-prod.s3.amazonaws.com/

クライアントの自動更新

• https://d2td7dqidlhjx7.cloudfront.net/
• AWS GovCloud (米国西部) リージョン:
https://s3.amazonaws.com/workspacesclient-updates/prod/pdt/windows/
WorkSpacesAppCast.xml

接続の確認

https://connectivity.amazonworkspaces.com/

デバイスメトリクス（1.0 以上および 2.0 以上の
WorkSpaces クライアントアプリケーション用）

https://device-metrics-us-2.amazon.com/

クライアントメトリクス（3.0 以上の WorkSpaces
クライアントアプリケーション用）

ドメイン:
• https://skylight-client-ds.useast-1.amazonaws.com
• https://skylight-client-ds.uswest-2.amazonaws.com
• https://skylight-client-ds.apsouth-1.amazonaws.com
• https://skylight-client-ds.apnortheast-2.amazonaws.com
• https://skylight-client-ds.apsoutheast-1.amazonaws.com
• https://skylight-client-ds.apsoutheast-2.amazonaws.com
• https://skylight-client-ds.apnortheast-1.amazonaws.com
• https://skylight-client-ds.cacentral-1.amazonaws.com
• https://skylight-client-ds.eucentral-1.amazonaws.com
• https://skylight-client-ds.euwest-1.amazonaws.com
• https://skylight-client-ds.euwest-2.amazonaws.com
• https://skylight-client-ds.saeast-1.amazonaws.com
• AWS GovCloud (米国西部) リージョン:
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カテゴリ

ドメインまたは IP アドレス
https://skylight-client-ds.us-govwest-1.amazonaws.com

ダイナミックメッセージングサービス (3.0 以降の
WorkSpaces クライアントアプリケーション用)

ドメイン:
• https://ws-client-service.useast-1.amazonaws.com
• https://ws-client-service.uswest-2.amazonaws.com
• https://ws-client-service.apsouth-1.amazonaws.com
• https://ws-client-service.apnortheast-2.amazonaws.com
• https://ws-client-service.apsoutheast-1.amazonaws.com
• https://ws-client-service.apsoutheast-2.amazonaws.com
• https://ws-client-service.apnortheast-1.amazonaws.com
• https://ws-client-service.cacentral-1.amazonaws.com
• https://ws-client-service.eucentral-1.amazonaws.com
• https://ws-client-service.euwest-1.amazonaws.com
• https://ws-client-service.euwest-2.amazonaws.com
• https://ws-client-service.saeast-1.amazonaws.com
• AWS GovCloud (米国西部) リージョン:
https://ws-client-service.us-govwest-1.amazonaws.com
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カテゴリ

ドメインまたは IP アドレス

ディレクトリ設定

WorkSpace にログインする前のクライアントから
お客様のディレクトリへの認証:
• https://d32i4gd7pg4909.cloudfront.net/
prod/<region>/<directory ID>
MacOS クライアントからの接続:
• https://d32i4gd7pg4909.cloudfront.net/
お客様のディレクトリ設定:
• https://d21ui22avrxoh6.cloudfront.net/prod/
<region>/<directory ID>
お客様のディレクトリレベルの共同ブランド化に
使用されるログインページのグラフィック:
• https://d1cbg795sa4g1u.cloudfront.net/prod/
<region>/<directory ID>
ログインページのスタイル設定に使用される CSS
ファイル:
• https://d3s98kk2h6f4oh.cloudfront.net/
• https://dyqsoz7pkju4e.cloudfront.net/
ログインページの JavaScript ファイル:
• 米国東部 (バージニア北部) — https://
d32i4gd7pg4909.cloudfront.net/
• 米国西部 (オレゴン) — https://
d18af777lco7lp.cloudfront.net/
• アジアパシフィック (ムンバイ) — https://
d78hovzzqqtsb.cloudfront.net/
• アジアパシフィック (ソウル) — https://
dtyv4uwoh7ynt.cloudfront.net/
• アジアパシフィック (シンガポール) — https://
d3qzmd7y07pz0i.cloudfront.net/
• アジアパシフィック (シドニー) — https://
dwcpoxuuza83q.cloudfront.net/
• アジアパシフィック (東京) — https://
d2c2t8mxjhq5z1.cloudfront.net/
• カナダ (中部) — https://
d2wfbsypmqjmog.cloudfront.net/
• 欧州 (フランクフルト) — https://
d1whcm49570jjw.cloudfront.net/
• 欧州 (アイルランド) — https://
d3pgffbf39h4k4.cloudfront.net/
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カテゴリ

ドメインまたは IP アドレス
• 欧州 (ロンドン) — https://
d16q6638mh01s7.cloudfront.net/
• 南米 (サンパウロ) — https://
d2lh2qc5bdoq4b.cloudfront.net/
AWS GovCloud (米国西部) リージョン:
• お客様のディレクトリ設定:
https://s3.amazonaws.com/workspaces-clientproperties/prod/pdt/<directory ID>
• お客様のディレクトリレベルの共同ブランド化
に使用されるログインページのグラフィック:
https://s3.amazonaws.com/workspaces-clientassets/prod/pdt/<directory ID>
• ログインページのスタイル設定に使用される
CSS ファイル:
https://s3.amazonaws.com/workspaces-clientscss/workspaces_v2.css
• ログインページの JavaScript ファイル:
該当しません

Forrester Log Service

https://fls-na.amazon.com/

ヘルスチェック (DRP) サーバー

ヘルスチェックサーバー (p. 25)

登録の依存関係 (ウェブアクセスおよび Teradici
PCoIP ゼロクライアントの場合)

https://s3.amazonaws.com

ユーザーログインページ

https://<directory id>.awsapps.com/ (<directory id>
はお客様のドメイン)
AWS GovCloud (米国西部) リージョン:
https://login.us-gov-home.awsapps.com/directory/
<directory id>/ (<directory id> はお客様のドメイン)

22

Amazon WorkSpaces 管理ガイド
許可リストに追加するドメインと IP アドレス

カテゴリ

ドメインまたは IP アドレス

WS ブローカー

ドメイン:
• https://ws-broker-service.useast-1.amazonaws.com
• https://ws-broker-service-fips.useast-1.amazonaws.com
• https://ws-broker-service.uswest-2.amazonaws.com
• https://ws-broker-service-fips.uswest-2.amazonaws.com
• https://ws-broker-service.apsouth-1.amazonaws.com
• https://ws-broker-service.apnortheast-2.amazonaws.com
• https://ws-broker-service.apsoutheast-1.amazonaws.com
• https://ws-broker-service.apsoutheast-2.amazonaws.com
• https://ws-broker-service.apnortheast-1.amazonaws.com
• https://ws-broker-service.cacentral-1.amazonaws.com
• https://ws-broker-service.eucentral-1.amazonaws.com
• https://ws-broker-service.euwest-1.amazonaws.com
• https://ws-broker-service.euwest-2.amazonaws.com
• https://ws-broker-service.saeast-1.amazonaws.com
• https://ws-broker-service.us-govwest-1.amazonaws.com
• https://ws-broker-service-fips.us-govwest-1.amazonaws.com
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カテゴリ

ドメインまたは IP アドレス

WorkSpaces API エンドポイント

ドメイン:
• https://workspaces.us-east-1.amazonaws.com
• https://workspaces-fips.useast-1.amazonaws.com
• https://workspaces.us-west-2.amazonaws.com
• https://workspaces-fips.uswest-2.amazonaws.com
• https://workspaces.ap-south-1.amazonaws.com
• https://workspaces.apnortheast-2.amazonaws.com
• https://workspaces.apsoutheast-1.amazonaws.com
• https://workspaces.apsoutheast-2.amazonaws.com
• https://workspaces.apnortheast-1.amazonaws.com
• https://workspaces.ca-central-1.amazonaws.com
• https://workspaces.eu-central-1.amazonaws.com
• https://workspaces.eu-west-1.amazonaws.com
• https://workspaces.eu-west-2.amazonaws.com
• https://workspaces.sa-east-1.amazonaws.com
• https://workspaces.us-govwest-1.amazonaws.com
• https://workspaces-fips.us-govwest-1.amazonaws.com

PCoIP の許可リストに追加するドメインと IP アドレス
カテゴリ

ドメインまたは IP アドレス

PCoIP Session Gateway (PSG)

PCoIP ゲートウェイサーバー (p. 27)

セッションブローカー（PCM）

ドメイン:
• https://skylight-cm.us-east-1.amazonaws.com
• https://skylight-cm-fips.useast-1.amazonaws.com
• https://skylight-cm.us-west-2.amazonaws.com
• https://skylight-cm-fips.uswest-2.amazonaws.com
• https://skylight-cm.ap-south-1.amazonaws.com
• https://skylight-cm.apnortheast-2.amazonaws.com
• https://skylight-cm.apsoutheast-1.amazonaws.com
• https://skylight-cm.apsoutheast-2.amazonaws.com
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カテゴリ

ドメインまたは IP アドレス
• https://skylight-cm.apnortheast-1.amazonaws.com
• https://skylight-cm.ca-central-1.amazonaws.com
• https://skylight-cm.eu-central-1.amazonaws.com
• https://skylight-cm.eu-west-1.amazonaws.com
• https://skylight-cm.eu-west-2.amazonaws.com
• https://skylight-cm.sa-east-1.amazonaws.com
• https://skylight-cm.us-govwest-1.amazonaws.com
• https://skylight-cm-fips.us-govwest-1.amazonaws.com

PCoIP のウェブアクセス TURN サーバー

サーバー:
• turn:*.us-east-1.rdn.amazonaws.com
• turn:*.us-west-2.rdn.amazonaws.com
• Web Access は現在、アジアパシフィック (ムン
バイ) リージョンではご利用いただけません。
• turn:*.ap-northeast-2.rdn.amazonaws.com
• turn:*.ap-southeast-1.rdn.amazonaws.com
• turn:*.ap-southeast-2.rdn.amazonaws.com
• turn:*.ap-northeast-1.rdn.amazonaws.com
• turn:*.ca-central-1.rdn.amazonaws.com
• turn:*.eu-central-1.rdn.amazonaws.com
• turn:*.eu-west-1.rdn.amazonaws.com
• turn:*.eu-west-2.rdn.amazonaws.com
• turn:*.sa-east-1.rdn.amazonaws.com

WorkSpaces Streaming Protocol (WSP) の許可リストに追加するドメインと IP アドレス
カテゴリ

ドメインまたは IP アドレス

WSP セッションゲートウェイ (WSG)

WSP ゲートウェイサーバー (p. 29)

WSP の Web Access TURN サーバー

WSP ゲートウェイサーバー (p. 29)

ヘルスチェックサーバー
WorkSpaces クライアントアプリケーションは、ポート 4172 および 4195 でヘルスチェックを行います。
これらのチェックで、TCP または UDP トラフィックが WorkSpaces サーバーからクライアントアプリ
ケーションにストリーミングされるかどうかを検証します。これらのチェックが正常に完了するには、
ファイアウォールポリシーで、以下のリージョン別ヘルスチェックサーバーの IP アドレスへのアウトバウ
ンドトラフィックを許可する必要があります。
リージョン

ヘルスチェックホスト名

IP アドレス

米国東部 (バージニア北部)

drp-iad.amazonworkspaces.com

3.209.215.252
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リージョン

ヘルスチェックホスト名

IP アドレス
3.212.50.30
3.225.55.35
3.226.24.234
34.200.29.95
52.200.219.150

米国西部 (オレゴン)

drp-pdx.amazonworkspaces.com

34.217.248.177
52.34.160.80
54.68.150.54
54.185.4.125
54.188.171.18
54.244.158.140

アジアパシフィック (ムンバイ)

アジアパシフィック (ソウル)

drpbom.amazonworkspaces.com

13.127.57.82

drp-icn.amazonworkspaces.com

13.124.44.166

13.234.250.73

13.124.203.105
52.78.44.253
52.79.54.102
アジアパシフィック (シンガポー
ル)

drp-sin.amazonworkspaces.com

3.0.212.144
18.138.99.116
18.140.252.123
52.74.175.118

アジアパシフィック (シドニー)

drp-syd.amazonworkspaces.com

3.24.11.127
13.237.232.125

アジアパシフィック (東京)

drp-nrt.amazonworkspaces.com

18.178.102.247
54.64.174.128

カナダ (中部)

drp-yul.amazonworkspaces.com

52.60.69.16
52.60.80.237
52.60.173.117
52.60.201.0
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リージョン

ヘルスチェックホスト名

IP アドレス

欧州 (フランクフルト)

drp-fra.amazonworkspaces.com

52.59.191.224
52.59.191.225
52.59.191.226
52.59.191.227

欧州 (アイルランド)

drp-dub.amazonworkspaces.com

18.200.177.86
52.48.86.38
54.76.137.224

欧州 (ロンドン)

drp-lhr.amazonworkspaces.com

35.176.62.54
35.177.255.44
52.56.46.102
52.56.111.36

南米 (サンパウロ)

drp-gru.amazonworkspaces.com

18.231.0.105
52.67.55.29
54.233.156.245
54.233.216.234

AWS GovCloud (米国西部)

drp-pdt.amazonworkspaces.com

52.61.60.65
52.61.65.14
52.61.88.170
52.61.137.87
52.61.155.110
52.222.20.88

PCoIP ゲートウェイサーバー
WorkSpaces は、PCoIP を使用してポート 4172 を介してクライアントにデスクトップセッションをスト
リーミングします。PCoIP ゲートウェイサーバーの場合、WorkSpaces は狭い範囲の Amazon EC2 パブ
リック IPv4 アドレスを使用します。そのため、WorkSpaces にアクセスするデバイスのファイアウォー
ルポリシーを非常に細かく設定することができます。現時点では、WorkSpaces クライアントは接続オプ
ションとして IPv6 アドレスをサポートしていないのでご注意ください。

Note
当社では、AWS IP Address Ranges ip-ranges.json ファイルの IP アドレス範囲を定期
的に更新しています。WorkSpaces の最新の IP アドレス範囲を取り込むには、service:
"WORKSPACES_GATEWAYS" の ip-ranges.json ファイルでエントリを見つけます。
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リージョン

パブリック IP アドレス範囲

米国東部 (バージニア北部)

3.217.228.0 - 3.217.231.255
3.235.112.0 - 3.235.119.255
52.23.61.0 - 52.23.62.255

米国西部 (オレゴン)

35.80.88.0 - 35.80.95.255
44.234.54.0 - 44.234.55.255
54.244.46.0 - 54.244.47.255

アジアパシフィック (ムンバイ)

13.126.243.0 - 13.126.243.255

アジアパシフィック (ソウル)

3.34.37.0 - 3.34.37.255
3.34.38.0 - 3.34.39.255
13.124.247.0 - 13.124.247.255

アジアパシフィック (シンガポール)

18.141.152.0 - 18.141.152.255
18.141.154.0 - 18.141.155.255
52.76.127.0 - 52.76.127.255

アジアパシフィック (シドニー)

3.25.43.0 - 3.25.43.255
3.25.44.0 - 3.25.45.255
54.153.254.0 - 54.153.254.255

アジアパシフィック (東京)

18.180.178.0 - 18.180.178.255
18.180.180.0 - 18.180.181.255
54.250.251.0 - 54.250.251.255

カナダ (中部)

15.223.100.0 - 15.223.100.255
15.223.102.0 - 15.223.103.255
35.183.255.0 - 35.183.255.255

欧州 (フランクフルト)

18.156.52.0 - 18.156.52.255
18.156.54.0 - 18.156.55.255
52.59.127.0 - 52.59.127.255

欧州 (アイルランド)

3.249.28.0 - 3.249.29.255
52.19.124.0 - 52.19.125.255

欧州 (ロンドン)

18.132.21.0 - 18.132.21.255
18.132.22.0 - 18.132.23.255
35.176.32.0 - 35.176.32.255
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リージョン

パブリック IP アドレス範囲

南米 (サンパウロ)

18.230.103.0 - 18.230.103.255
18.230.104.0 - 18.230.105.255
54.233.204.0 - 54.233.204.255

AWS GovCloud (米国西部)

52.61.193.0 - 52.61.193.255

WSP ゲートウェイサーバー
Important
2020 年 6 月から、WorkSpaces は WSP WorkSpaces のデスクトップセッションをポート 4172
ではなくポート 4195 経由でクライアントにストリーミングします。WSP WorkSpaces を使用す
る場合は、ポート 4195 がトラフィックに対して開かれていることを確認してください。
WorkSpaces は、WSP ゲートウェイサーバーに狭い範囲の Amazon EC2 パブリック IPv4 アドレスを使用
します。そのため、WorkSpaces にアクセスするデバイスのファイアウォールポリシーを非常に細かく設
定することができます。現時点では、WorkSpaces クライアントは接続オプションとして IPv6 アドレスを
サポートしていないのでご注意ください。
リージョン

パブリック IP アドレス範囲

米国東部 (バージニア北部)

• 3.227.4.0/22
• 44.209.84.0/22

米国西部 (オレゴン)

34.223.96.0/22

アジアパシフィック (ムンバイ)

65.1.156.0/22

アジアパシフィック (ソウル)

3.35.160.0/22

アジアパシフィック (シンガポール)

13.212.132.0/22

アジアパシフィック (シドニー)

3.25.248.0/22

アジアパシフィック (東京)

3.114.164.0/22

カナダ (中部)

3.97.20.0/22

欧州 (フランクフルト)

18.192.216.0/22

欧州 (アイルランド)

3.248.176.0/22

欧州 (ロンドン)

18.134.68.0/22

南米 (サンパウロ)

15.228.64.0/22

AWS GovCloud (米国西部)

• 3.32.139.0/24
• 3.30.129.0/24
• 3.30.130.0/23

ネットワークインターフェイス
各 WorkSpace に次のネットワークインターフェイスがあります。
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• プライマリネットワークインターフェイス (eth1) は、VPC およびインターネット内でのリソースへの接
続を可能にし、WorkSpace とディレクトリとの結合に使用されます。
• 管理ネットワークインターフェイス (eth0) は、セキュアな WorkSpaces 管理ネットワークに接続しま
す。WorkSpaces クライアントへの WorkSpace デスクトップのインタラクティブなストリーミング
と、WorkSpaces が WorkSpace を管理するために使用されます。
WorkSpaces は、WorkSpaces が作成されたリージョンに応じて、さまざまなアドレス範囲から管
理ネットワークインターフェイス用の IP アドレスを選択します。ディレクトリが登録されるとき
に、WorkSpaces は VPC CIDR と VPC 内のルートテーブルをテストし、これらのアドレス範囲が競合す
るかどうかを確認します。リージョンで使用可能なすべてのアドレス範囲で競合が見つかった場合、エ
ラーメッセージが表示され、ディレクトリは登録されません。ディレクトリが登録された後で VPC のルー
トテーブルを変更すると、競合が生じる可能性があります。

Warning
WorkSpace にアタッチされるネットワークインターフェイスを変更または削除しないでくださ
い。そうすると、WorkSpace にアクセスできなくなったり、インターネットにアクセスできな
くなったりすることがあります。たとえば、ディレクトリレベルで Elastic IP アドレスの自動割
り当てを有効 (p. 98)にしている場合、(Amazon が提供するプールからの) Elastic IP アドレ
スは、起動時に WorkSpace に割り当てられます。ただし、所有している Elastic IP アドレスを
WorkSpace に関連付けた後、その Elastic IP アドレスと WorkSpace との関連付けを解除する
と、WorkSpace はパブリック IP アドレスを失い、Amazon が提供するプールから新しいアドレ
スを自動的に取得しません。
Amazon が提供するプールからの新しいパブリック IP アドレスを WorkSpace に関連付けるに
は、WorkSpace を再構築 (p. 183)する必要があります。WorkSpace を再構築しない場合は、所
有する別の Elastic IP アドレスを WorkSpace に関連付ける必要があります。

管理インターフェイスの IP 範囲
次の表は、管理ネットワークインターフェイスで使用される IP アドレス範囲の一覧です。

Note
• ライセンス持ち込み (BYOL) Windows WorkSpaces を使用している場合は、次の表の IP アド
レスの範囲は適用されません。代わりに、PCoIP BYOL WorkSpaces は、すべての AWS リー
ジョンの管理インターフェイストラフィックに 54.239.224.0/20 IP アドレス範囲を使用しま
す。WSP BYOL Windows WorkSpaces の場合、すべての AWS リージョンで 54.239.224.0/20
および 10.0.0.0/8 の IP アドレス範囲の両方が適用されます。(これらの IP アドレス範囲
は、BYOL WorkSpaces の管理トラフィック用に選択した /16 CIDR ブロックに加えて使用され
ます。)
• パブリックバンドルから作成された WSP WorkSpaces を使用している場合、次の表に示す
PCoIP/WSP 範囲に加えて、すべての AWS リージョンの管理インターフェイストラフィックに
10.0.0.0/8 の IP アドレス範囲も適用されます。

リージョン

IP アドレス範囲

米国東部 (バージニア北部)

PCoIP/WSP:
172.31.0.0/16、192.168.0.0/16、198.19.0.0/16
WSP: 10.0.0.0/8

米国西部 (オレゴン)

PCoIP/WSP: 172.31.0.0/16、192.168.0.0/16、およ
び 198.19.0.0/16
WSP: 10.0.0.0/8

アジアパシフィック (ムンバイ)

PCoIP/WSP: 192.168.0.0/16
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リージョン

IP アドレス範囲
WSP: 10.0.0.0/8

アジアパシフィック (ソウル)

PCoIP/WSP: 198.19.0.0/16
WSP: 10.0.0.0/8

アジアパシフィック (シンガポール)

PCoIP/WSP: 198.19.0.0/16
WSP: 10.0.0.0/8

アジアパシフィック (シドニー)

PCoIP/WSP: 172.31.0.0/16、192.168.0.0/16、およ
び 198.19.0.0/16
WSP: 10.0.0.0/8

アジアパシフィック (東京)

PCoIP/WSP: 198.19.0.0/16
WSP: 10.0.0.0/8

カナダ (中部)

PCoIP/WSP: 198.19.0.0/16
WSP: 10.0.0.0/8

欧州 (フランクフルト)

PCoIP/WSP: 198.19.0.0/16
WSP: 10.0.0.0/8

欧州 (アイルランド)

PCoIP/WSP: 172.31.0.0/16、192.168.0.0/16、およ
び 198.19.0.0/16
WSP: 10.0.0.0/8

欧州 (ロンドン)

PCoIP/WSP: 198.19.0.0/16
WSP: 10.0.0.0/8

南米 (サンパウロ)

PCoIP/WSP: 198.19.0.0/16
WSP: 10.0.0.0/8

AWS GovCloud (米国西部)

PCoIP/WSP: 198.19.0.0/16
WSP: 10.0.0.0/8

管理インターフェイスポート
次のポートはすべての WorkSpaces の管理ネットワークインターフェイスで開いている必要があります。
• ポート 4172 のインバウンド TCP。これは、PCoIP プロトコルでストリーミング接続を確立するために
使用されます。
• ポート 4172 のインバウンド UDP。これは、PCoIP プロトコルでユーザー入力をストリーミングするた
めに使用されます。
• ポート 4489 のインバウンド TCP。これはウェブクライアントを使用したアクセスに使用されます。
• ポート 8200 のインバウンド TCP。これは、PCoIP プロトコルでの WorkSpace の管理および設定に使
用されます。
• ポート 8201-8250 のインバウンド TCP。これらのポートは、ストリーミング接続の確立および WSP プ
ロトコルでのユーザー入力のストリーミングに使用されます。
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• ポート 8220 のインバウンド UDP。このポートは、ストリーミング接続の確立および WSP プロトコル
でのユーザー入力のストリーミングに使用されます。
• ポート 8443 および 9997 のアウトバウンド TCP。これはウェブクライアントを使用したアクセスに使
用されます。
• ポート 3478、4172、および 4195 のアウトバウンド UDP。これはウェブクライアントを使用したアク
セスに使用されます。
• ポート 50002 および 55002 のアウトバウンド UDP。これはストリーミングに使用されます。ファイア
ウォールがステートフルフィルタリングを使用している場合、リターン通信用に一時ポート 50002 が自
動的に開放されます。ファイアウォールがステートレスフィルタリングを使用する場合には、リターン
通信用に一時ポート 49152～65535 を開放する必要があります。
• EC2 メタデータサービスへのアクセス向けの、IP アドレス 169.254.169.254 へのポート 80 のアウトバ
ウンド TCP。WorkSpaces に割り当てられているすべての HTTP プロキシで、169.254.169.254 も除外
されている必要があります。
• パブリックバンドルに基づく WorkSpaces の Windows アクティベーション用の Microsoft KMS へのア
クセスを許可する、ポート 1688 での IP アドレス 169.254.169.250 および 169.254.169.251 への送信
TCP。ライセンス持ち込み (BYOL) Windows WorkSpaces を使用している場合は、Windows アクティ
ベーションのために独自の KMS サーバーへのアクセスを許可する必要があります。
• ポート 1688 での IP アドレス 54.239.236.220 への送信 TCP を使用して、BYOL WorkSpaces の Office
用 Microsoft KMS のアクティベーションのためのアクセスを許可します。
WorkSpaces パブリックバンドルの 1 つを通じて Office を使用している場合は、Office アクティベー
ション用の Microsoft KMS の IP アドレスは異なります。その IP アドレスを特定するには、WorkSpace
の管理インターフェイスの IP アドレスを検索し、最後の 2 つのオクテットを 64.250 に置き換えま
す。例えば、管理インターフェイスの IP アドレスが 192.168.3.5 の場合、Microsoft KMS Office アク
ティベーションの IP アドレスは 192.168.64.250 です。
• WorkSpace ホストがプロキシサーバーを使用するように設定されている場合における、WSP
WorkSpaces 用の IP アドレス 127.0.0.2 への送信 TCP。
通常の状況では、WorkSpaces サービスは WorkSpaces に対してこれらのポートを設定します。これら
のいずれかのポートをブロックするセキュリティソフトウェアまたはファイアウォールソフトウェアが
WorkSpace にインストールされている場合、WorkSpace は適切に機能することもあれば、アクセスでき
ないこともあります。

プライマリインターフェイスポート
ディレクトリの種類にかかわらず、すべての WorkSpaces のプライマリネットワークインターフェイス
で、次のポートが開いている必要があります。
• インターネット接続の場合、次のポートがすべての宛先への送信と WorkSpaces VPC からの受信
に対して開いている必要があります。これらのポートは、インターネットアクセスを許可する場
合、WorkSpaces のセキュリティグループに手動で追加する必要があります。
• TCP 80（HTTP）
• TCP 443（HTTPS）
• ディレクトリコントローラーと通信するには、WorkSpaces VPC とディレクトリコントローラーの間で
次のポートが開かれている必要があります。Simple AD ディレクトリの場合、AWS Directory Service に
よって作成されたセキュリティグループでは、これらのポートが正しく設定されます。AD Connector
ディレクトリでは、VPC がそれらのポートを開くために、デフォルトのセキュリティグループの調整が
必要になる場合があります。
• TCP/UDP 53 - DNS
• TCP/UDP 88 - Kerberos 認証
• UDP 123 – NTP
• TCP 135 - RPC
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• UDP 137-138 - Netlogon
• TCP 139 - Netlogon
• TCP/UDP 389 - LDAP
• TCP/UDP 445 - SMB
• TCP 1024-65535 - RPC 用ダイナミックポート
これらのいずれかのポートをブロックするセキュリティソフトウェアまたはファイアウォールソフト
ウェアが WorkSpace にインストールされている場合、WorkSpace は適切に機能することもあれば、ア
クセスできないこともあります。

リージョンごとの IP アドレスとポートの要件
米国東部 (バージニア北部)
許可リストに追加するドメインと IP アドレス
カテゴリ

詳細

キャプチャ

https://opfcaptcha-prod.s3.amazonaws.com/

クライアントの自動更新

https://d2td7dqidlhjx7.cloudfront.net/

接続の確認

https://connectivity.amazonworkspaces.com/

デバイスメトリクス（1.0 以上および 2.0 以上の
WorkSpaces クライアントアプリケーション用）

https://device-metrics-us-2.amazon.com/

クライアントメトリクス（3.0 以上の WorkSpaces
クライアントアプリケーション用）

ドメイン:

ダイナミックメッセージングサービス (3.0 以降の
WorkSpaces クライアントアプリケーション用)

ドメイン:

ディレクトリ設定

WorkSpace にログインする前のクライアントから
お客様のディレクトリへの認証:

https://skylight-client-ds.us-east-1.amazonaws.com

https://ws-client-service.us-east-1.amazonaws.com

• https://d32i4gd7pg4909.cloudfront.net/prod/
<region>/<directory ID>
MacOS クライアントからの接続:
• https://d32i4gd7pg4909.cloudfront.net/
お客様のディレクトリ設定:
• https://d21ui22avrxoh6.cloudfront.net/prod/
<region>/<directory ID>
お客様のディレクトリレベルの共同ブランド化に
使用されるログインページのグラフィック:
• https://d1cbg795sa4g1u.cloudfront.net/prod/
<region>/<directory ID>
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カテゴリ

詳細
ログインページのスタイル設定に使用される CSS
ファイル:
• https://d3s98kk2h6f4oh.cloudfront.net/
• https://dyqsoz7pkju4e.cloudfront.net/
ログインページの JavaScript ファイル:
• 米国東部 (バージニア北部) — https://
d32i4gd7pg4909.cloudfront.net/

Forrester Log Service

https://fls-na.amazon.com/

ヘルスチェック (DRP) サーバー

ヘルスチェックサーバー (p. 25)

登録の依存関係 (ウェブアクセスおよび Teradici
PCoIP ゼロクライアントの場合)

https://s3.amazonaws.com

ユーザーログインページ

https://<directory id>.awsapps.com/ (<directory id>
はお客様のドメイン)

WS ブローカー

ドメイン:
• https://ws-broker-service.useast-1.amazonaws.com
• https://ws-broker-service-fips.useast-1.amazonaws.com

WorkSpaces API エンドポイント

ドメイン:
https://workspaces.us-east-1.amazonaws.com

セッションブローカー（PCM）

ドメイン:
• https://skylight-cm.us-east-1.amazonaws.com
• https://skylight-cm-fips.useast-1.amazonaws.com

PCoIP のウェブアクセス TURN サーバー

サーバー:
• turn:*.us-east-1.rdn.amazonaws.com

ヘルスチェックホスト名

drp-iad.amazonworkspaces.com

ヘルスチェック IP アドレス

• 3.209.215.252
• 3.212.50.30
• 3.225.55.35
• 3.226.24.234
• 34.200.29.95
• 52.200.219.150

PCoIP ゲートウェイサーバーのパブリック IP アド
レス範囲
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• 3.217.228.0 - 3.217.231.255
• 3.235.112.0 - 3.235.119.255
• 52.23.61.0 - 52.23.62.255

Amazon WorkSpaces 管理ガイド
リージョンごとの IP アドレスとポートの要件

カテゴリ

詳細

WSP ゲートウェイサーバーの IP アドレス範囲

• 3.227.4.0/22
• 44.209.84.0/22

管理インターフェイスの IP アドレス範囲

• PCoIP/WSP:
172.31.0.0/16、192.168.0.0/16、198.19.0.0/16
• WSP: 10.0.0.0/8

米国西部 (オレゴン)
許可リストに追加するドメインと IP アドレス
カテゴリ

詳細

キャプチャ

https://opfcaptcha-prod.s3.amazonaws.com/

クライアントの自動更新

https://d2td7dqidlhjx7.cloudfront.net/

接続の確認

https://connectivity.amazonworkspaces.com/

デバイスメトリクス（1.0 以上および 2.0 以上の
WorkSpaces クライアントアプリケーション用）

https://device-metrics-us-2.amazon.com/

クライアントメトリクス（3.0 以上の WorkSpaces
クライアントアプリケーション用）

ドメイン:

ダイナミックメッセージングサービス (3.0 以降の
WorkSpaces クライアントアプリケーション用)

ドメイン:

ディレクトリ設定

WorkSpace にログインする前のクライアントから
お客様のディレクトリへの認証:

https://skylight-client-ds.us-west-2.amazonaws.com

https://ws-client-service.us-west-2.amazonaws.com

• https://d32i4gd7pg4909.cloudfront.net/prod/
<region>/<directory ID>
MacOS クライアントからの接続:
• https://d32i4gd7pg4909.cloudfront.net/
お客様のディレクトリ設定:
• https://d21ui22avrxoh6.cloudfront.net/prod/
<region>/<directory ID>
お客様のディレクトリレベルの共同ブランド化に
使用されるログインページのグラフィック:
• https://d1cbg795sa4g1u.cloudfront.net/prod/
<region>/<directory ID>
ログインページのスタイル設定に使用される CSS
ファイル:
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リージョンごとの IP アドレスとポートの要件

カテゴリ

詳細
• https://d3s98kk2h6f4oh.cloudfront.net/
• https://dyqsoz7pkju4e.cloudfront.net/
ログインページの JavaScript ファイル:
• 米国西部 (オレゴン) — https://
d18af777lco7lp.cloudfront.net/

Forrester Log Service

https://fls-na.amazon.com/

ヘルスチェック (DRP) サーバー

ヘルスチェックサーバー (p. 25)

登録の依存関係 (ウェブアクセスおよび Teradici
PCoIP ゼロクライアントの場合)

https://s3.amazonaws.com

ユーザーログインページ

https://<directory id>.awsapps.com/ (<directory id>
はお客様のドメイン)

WS ブローカー

ドメイン:
• https://ws-broker-service.uswest-2.amazonaws.com
• https://ws-broker-service-fips.uswest-2.amazonaws.com

WorkSpaces API エンドポイント

ドメイン:
• https://workspaces.us-west-2.amazonaws.com
• https://workspaces-fips.uswest-2.amazonaws.com

セッションブローカー（PCM）

ドメイン:
• https://skylight-cm.us-west-2.amazonaws.com
• https://skylight-cm-fips.uswest-2.amazonaws.com

PCoIP のウェブアクセス TURN サーバー

サーバー:
• turn:*.us-west-2.rdn.amazonaws.com

ヘルスチェックホスト名

drp-pdx.amazonworkspaces.com

ヘルスチェック IP アドレス

• 34.217.248.177
• 52.34.160.80
• 54.68.150.54
• 54.185.4.125
• 54.188.171.18
• 54.244.158.140

PCoIP ゲートウェイサーバーのパブリック IP アド
レス範囲

• 35.80.88.0 - 35.80.95.255

WSP ゲートウェイサーバーの IP アドレス範囲

34.223.96.0/22
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• 44.234.54.0 - 44.234.55.255
• 54.244.46.0 - 54.244.47.255

Amazon WorkSpaces 管理ガイド
リージョンごとの IP アドレスとポートの要件

カテゴリ

詳細

管理インターフェイスの IP アドレス範囲

• PCoIP/WSP:
172.31.0.0/16、192.168.0.0/16、198.19.0.0/16
• WSP: 10.0.0.0/8

アジアパシフィック (ムンバイ)
許可リストに追加するドメインと IP アドレス
カテゴリ

詳細

キャプチャ

https://opfcaptcha-prod.s3.amazonaws.com/

クライアントの自動更新

https://d2td7dqidlhjx7.cloudfront.net/

接続の確認

https://connectivity.amazonworkspaces.com/

デバイスメトリクス（1.0 以上および 2.0 以上の
WorkSpaces クライアントアプリケーション用）

https://device-metrics-us-2.amazon.com/

クライアントメトリクス（3.0 以上の WorkSpaces
クライアントアプリケーション用）

ドメイン:

ダイナミックメッセージングサービス (3.0 以降の
WorkSpaces クライアントアプリケーション用)

ドメイン:

ディレクトリ設定

WorkSpace にログインする前のクライアントから
お客様のディレクトリへの認証:

https://skylight-client-ds.apsouth-1.amazonaws.com

https://ws-client-service.apsouth-1.amazonaws.com

• https://d32i4gd7pg4909.cloudfront.net/prod/
<region>/<directory ID>
MacOS クライアントからの接続:
• https://d32i4gd7pg4909.cloudfront.net/
お客様のディレクトリ設定:
• https://d21ui22avrxoh6.cloudfront.net/prod/
<region>/<directory ID>
お客様のディレクトリレベルの共同ブランド化に
使用されるログインページのグラフィック:
• https://d1cbg795sa4g1u.cloudfront.net/prod/
<region>/<directory ID>
ログインページのスタイル設定に使用される CSS
ファイル:
• https://d3s98kk2h6f4oh.cloudfront.net/
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カテゴリ

詳細
• https://dyqsoz7pkju4e.cloudfront.net/
ログインページの JavaScript ファイル:
• アジアパシフィック (ムンバイ) — https://
d78hovzzqqtsb.cloudfront.net/

Forrester Log Service

https://fls-na.amazon.com/

ヘルスチェック (DRP) サーバー

ヘルスチェックサーバー (p. 25)

登録の依存関係 (ウェブアクセスおよび Teradici
PCoIP ゼロクライアントの場合)

https://s3.amazonaws.com

ユーザーログインページ

https://<directory id>.awsapps.com/ (<directory id>
はお客様のドメイン)

WS ブローカー

ドメイン:
• https://ws-broker-service.apsouth-1.amazonaws.com

WorkSpaces API エンドポイント

ドメイン:
• https://workspaces.ap-south-1.amazonaws.com

セッションブローカー（PCM）

ドメイン:
• https://skylight-cm.ap-south-1.amazonaws.com

PCoIP のウェブアクセス TURN サーバー

Web Access は現在、アジアパシフィック (ムンバ
イ) リージョンではご利用いただけません。

ヘルスチェックホスト名

drp-bom.amazonworkspaces.com

ヘルスチェック IP アドレス

• 13.127.57.82
• 13.234.250.73

PCoIP ゲートウェイサーバーのパブリック IP アド
レス範囲

13.126.243.0 - 13.126.243.255

WSP ゲートウェイサーバーの IP アドレス範囲

65.1.156.0/22

管理インターフェイスの IP アドレス範囲

• PCoIP/WSP: 192.168.0.0/16
• WSP: 10.0.0.0/8

アジアパシフィック (ソウル)
許可リストに追加するドメインと IP アドレス
カテゴリ

詳細

キャプチャ

https://opfcaptcha-prod.s3.amazonaws.com/

クライアントの自動更新

https://d2td7dqidlhjx7.cloudfront.net/

接続の確認

https://connectivity.amazonworkspaces.com/
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カテゴリ

詳細

デバイスメトリクス（1.0 以上および 2.0 以上の
WorkSpaces クライアントアプリケーション用）

https://device-metrics-us-2.amazon.com/

クライアントメトリクス（3.0 以上の WorkSpaces
クライアントアプリケーション用）

ドメイン:

ダイナミックメッセージングサービス (3.0 以降の
WorkSpaces クライアントアプリケーション用)

ドメイン:

ディレクトリ設定

WorkSpace にログインする前のクライアントから
お客様のディレクトリへの認証:

https://skylight-client-ds.apnortheast-2.amazonaws.com

https://ws-client-service.apnortheast-2.amazonaws.com

• https://d32i4gd7pg4909.cloudfront.net/prod/
<region>/<directory ID>
MacOS クライアントからの接続:
• https://d32i4gd7pg4909.cloudfront.net/
お客様のディレクトリ設定:
• https://d21ui22avrxoh6.cloudfront.net/prod/
<region>/<directory ID>
お客様のディレクトリレベルの共同ブランド化に
使用されるログインページのグラフィック:
• https://d1cbg795sa4g1u.cloudfront.net/prod/
<region>/<directory ID>
ログインページのスタイル設定に使用される CSS
ファイル:
• https://d3s98kk2h6f4oh.cloudfront.net/
• https://dyqsoz7pkju4e.cloudfront.net/
ログインページの JavaScript ファイル:
• アジアパシフィック (ソウル) — https://
dtyv4uwoh7ynt.cloudfront.net/
Forrester Log Service

https://fls-na.amazon.com/

ヘルスチェック (DRP) サーバー

ヘルスチェックサーバー (p. 25)

登録の依存関係 (ウェブアクセスおよび Teradici
PCoIP ゼロクライアントの場合)

https://s3.amazonaws.com

ユーザーログインページ

https://<directory id>.awsapps.com/ (<directory id>
はお客様のドメイン)
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カテゴリ

詳細

WS ブローカー

ドメイン:
• https://ws-broker-service.apnortheast-2.amazonaws.com

WorkSpaces API エンドポイント

ドメイン:
• https://workspaces.apnortheast-2.amazonaws.com

セッションブローカー（PCM）

ドメイン:
• https://skylight-cm.apnortheast-2.amazonaws.com

PCoIP のウェブアクセス TURN サーバー

サーバー:
• turn:*.ap-northeast-2.rdn.amazonaws.com

ヘルスチェックホスト名

drp-icn.amazonworkspaces.com

ヘルスチェック IP アドレス

• 13.124.44.166
• 13.124.203.105
• 52.78.44.253
• 52.79.54.102

PCoIP ゲートウェイサーバーのパブリック IP アド
レス範囲

• 3.34.37.0 - 3.34.37.255

WSP ゲートウェイサーバーの IP アドレス範囲

3.35.160.0/22

管理インターフェイスの IP アドレス範囲

• PCoIP/WSP: 198.19.0.0/16

• 3.34.38.0 - 3.34.39.255
• 13.124.247.0 - 13.124.247.255

• WSP: 10.0.0.0/8

アジアパシフィック (シンガポール)
許可リストに追加するドメインと IP アドレス
カテゴリ

詳細

キャプチャ

https://opfcaptcha-prod.s3.amazonaws.com/

クライアントの自動更新

https://d2td7dqidlhjx7.cloudfront.net/

接続の確認

https://connectivity.amazonworkspaces.com/

デバイスメトリクス（1.0 以上および 2.0 以上の
WorkSpaces クライアントアプリケーション用）

https://device-metrics-us-2.amazon.com/

クライアントメトリクス（3.0 以上の WorkSpaces
クライアントアプリケーション用）

ドメイン:
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https://skylight-client-ds.apsoutheast-1.amazonaws.com

Amazon WorkSpaces 管理ガイド
リージョンごとの IP アドレスとポートの要件

カテゴリ

詳細

ダイナミックメッセージングサービス (3.0 以降の
WorkSpaces クライアントアプリケーション用)

ドメイン: https://ws-client-service.apsoutheast-1.amazonaws.com

ディレクトリ設定

WorkSpace にログインする前のクライアントから
お客様のディレクトリへの認証:
• https://d32i4gd7pg4909.cloudfront.net/prod/
<region>/<directory ID>
MacOS クライアントからの接続:
• https://d32i4gd7pg4909.cloudfront.net/
お客様のディレクトリ設定:
• https://d21ui22avrxoh6.cloudfront.net/prod/
<region>/<directory ID>
お客様のディレクトリレベルの共同ブランド化に
使用されるログインページのグラフィック:
• https://d1cbg795sa4g1u.cloudfront.net/prod/
<region>/<directory ID>
ログインページのスタイル設定に使用される CSS
ファイル:
• https://d3s98kk2h6f4oh.cloudfront.net/
• https://dyqsoz7pkju4e.cloudfront.net/
ログインページの JavaScript ファイル:
• アジアパシフィック (シンガポール) — https://
d3qzmd7y07pz0i.cloudfront.net/

Forrester Log Service

https://fls-na.amazon.com/

ヘルスチェック (DRP) サーバー

ヘルスチェックサーバー (p. 25)

登録の依存関係 (ウェブアクセスおよび Teradici
PCoIP ゼロクライアントの場合)

https://s3.amazonaws.com

ユーザーログインページ

https://<directory id>.awsapps.com/ (<directory id>
はお客様のドメイン)

WS ブローカー

ドメイン:
• https://ws-broker-service.apsoutheast-1.amazonaws.com

WorkSpaces API エンドポイント

ドメイン:
• https://workspaces.apsoutheast-1.amazonaws.com
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カテゴリ

詳細

セッションブローカー（PCM）

ドメイン:
• https://skylight-cm.apsoutheast-1.amazonaws.com

PCoIP のウェブアクセス TURN サーバー

サーバー:
• turn:*.ap-southeast-1.rdn.amazonaws.com

ヘルスチェックホスト名

drp-sin.amazonworkspaces.com

ヘルスチェック IP アドレス

• 3.0.212.144
• 18.138.99.116
• 18.140.252.123
• 52.74.175.118

PCoIP ゲートウェイサーバーのパブリック IP アド
レス範囲

• 18.141.152.0 - 18.141.152.255

WSP ゲートウェイサーバーの IP アドレス範囲

13.212.132.0/22

管理インターフェイスの IP アドレス範囲

• PCoIP/WSP: 198.19.0.0/16

• 18.141.154.0 - 18.141.155.255
• 52.76.127.0 - 52.76.127.255

• WSP: 10.0.0.0/8

アジアパシフィック (シドニー)
許可リストに追加するドメインと IP アドレス
カテゴリ

詳細

キャプチャ

https://opfcaptcha-prod.s3.amazonaws.com/

クライアントの自動更新

https://d2td7dqidlhjx7.cloudfront.net/

接続の確認

https://connectivity.amazonworkspaces.com/

デバイスメトリクス（1.0 以上および 2.0 以上の
WorkSpaces クライアントアプリケーション用）

https://device-metrics-us-2.amazon.com/

クライアントメトリクス（3.0 以上の WorkSpaces
クライアントアプリケーション用）

ドメイン:

ダイナミックメッセージングサービス (3.0 以降の
WorkSpaces クライアントアプリケーション用)

ドメイン:

ディレクトリ設定

WorkSpace にログインする前のクライアントから
お客様のディレクトリへの認証:

https://skylight-client-ds.apsoutheast-2.amazonaws.com

https://ws-client-service.apsoutheast-2.amazonaws.com

• https://d32i4gd7pg4909.cloudfront.net/prod/
<region>/<directory ID>
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カテゴリ

詳細
MacOS クライアントからの接続:
• https://d32i4gd7pg4909.cloudfront.net/
お客様のディレクトリ設定:
• https://d21ui22avrxoh6.cloudfront.net/prod/
<region>/<directory ID>
お客様のディレクトリレベルの共同ブランド化に
使用されるログインページのグラフィック:
• https://d1cbg795sa4g1u.cloudfront.net/prod/
<region>/<directory ID>
ログインページのスタイル設定に使用される CSS
ファイル:
• https://d3s98kk2h6f4oh.cloudfront.net/
• https://dyqsoz7pkju4e.cloudfront.net/
ログインページの JavaScript ファイル:
• アジアパシフィック (シドニー) — https://
dwcpoxuuza83q.cloudfront.net/

Forrester Log Service

https://fls-na.amazon.com/

ヘルスチェック (DRP) サーバー

ヘルスチェックサーバー (p. 25)

登録の依存関係 (ウェブアクセスおよび Teradici
PCoIP ゼロクライアントの場合)

https://s3.amazonaws.com

ユーザーログインページ

https://<directory id>.awsapps.com/ (<directory id>
はお客様のドメイン)

WS ブローカー

ドメイン:
• https://ws-broker-service.apsoutheast-2.amazonaws.com

WorkSpaces API エンドポイント

ドメイン:
• https://workspaces.apsoutheast-2.amazonaws.com

セッションブローカー（PCM）

ドメイン:
• https://skylight-cm.apsoutheast-2.amazonaws.com

PCoIP のウェブアクセス TURN サーバー

サーバー:
• turn:*.ap-southeast-2.rdn.amazonaws.com

43

Amazon WorkSpaces 管理ガイド
リージョンごとの IP アドレスとポートの要件

カテゴリ

詳細

ヘルスチェックホスト名

drp-syd.amazonworkspaces.com

ヘルスチェック IP アドレス

• 3.24.11.127
• 13.237.232.125

PCoIP ゲートウェイサーバーのパブリック IP アド
レス範囲

• 3.25.43.0 - 3.25.43.255

WSP ゲートウェイサーバーの IP アドレス範囲

3.25.248.0/22

管理インターフェイスの IP アドレス範囲

• PCoIP/WSP: 172.31.0.0/16、192.168.0.0/16、お
よび 198.19.0.0/16

• 3.25.44.0 - 3.25.45.255
• 54.153.254.0 - 54.153.254.255

• WSP: 10.0.0.0/8

アジアパシフィック (東京)
許可リストに追加するドメインと IP アドレス
カテゴリ

詳細

キャプチャ

https://opfcaptcha-prod.s3.amazonaws.com/

クライアントの自動更新

https://d2td7dqidlhjx7.cloudfront.net/

接続の確認

https://connectivity.amazonworkspaces.com/

デバイスメトリクス（1.0 以上および 2.0 以上の
WorkSpaces クライアントアプリケーション用）

https://device-metrics-us-2.amazon.com/

クライアントメトリクス（3.0 以上の WorkSpaces
クライアントアプリケーション用）

ドメイン:

ダイナミックメッセージングサービス (3.0 以降の
WorkSpaces クライアントアプリケーション用)

ドメイン:

ディレクトリ設定

WorkSpace にログインする前のクライアントから
お客様のディレクトリへの認証:

https://skylight-client-ds.apnortheast-1.amazonaws.com

https://ws-client-service.apnortheast-1.amazonaws.com

• https://d32i4gd7pg4909.cloudfront.net/prod/
<region>/<directory ID>
MacOS クライアントからの接続:
• https://d32i4gd7pg4909.cloudfront.net/
お客様のディレクトリ設定:
• https://d21ui22avrxoh6.cloudfront.net/prod/
<region>/<directory ID>
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リージョンごとの IP アドレスとポートの要件

カテゴリ

詳細
お客様のディレクトリレベルの共同ブランド化に
使用されるログインページのグラフィック:
• https://d1cbg795sa4g1u.cloudfront.net/prod/
<region>/<directory ID>
ログインページのスタイル設定に使用される CSS
ファイル:
• https://d3s98kk2h6f4oh.cloudfront.net/
• https://dyqsoz7pkju4e.cloudfront.net/
ログインページの JavaScript ファイル:
• アジアパシフィック (東京) — https://
d2c2t8mxjhq5z1.cloudfront.net/

Forrester Log Service

https://fls-na.amazon.com/

ヘルスチェック (DRP) サーバー

ヘルスチェックサーバー (p. 25)

登録の依存関係 (ウェブアクセスおよび Teradici
PCoIP ゼロクライアントの場合)

https://s3.amazonaws.com

ユーザーログインページ

https://<directory id>.awsapps.com/ (<directory id>
はお客様のドメイン)

WS ブローカー

ドメイン:
• https://ws-broker-service.apnortheast-1.amazonaws.com

WorkSpaces API エンドポイント

ドメイン:
• https://workspaces.apnortheast-1.amazonaws.com

セッションブローカー（PCM）

ドメイン:
• https://skylight-cm.apnortheast-1.amazonaws.com

PCoIP のウェブアクセス TURN サーバー

サーバー:
• turn:*.ap-northeast-1.rdn.amazonaws.com

ヘルスチェックホスト名

drp-nrt.amazonworkspaces.com

ヘルスチェック IP アドレス

• 18.178.102.247
• 54.64.174.128

PCoIP ゲートウェイサーバーのパブリック IP アド
レス範囲

• 18.180.178.0 - 18.180.178.255

WSP ゲートウェイサーバーの IP アドレス範囲

3.114.164.0/22
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• 18.180.180.0 - 18.180.181.255
• 54.250.251.0 - 54.250.251.255

Amazon WorkSpaces 管理ガイド
リージョンごとの IP アドレスとポートの要件

カテゴリ

詳細

管理インターフェイスの IP アドレス範囲

• PCoIP/WSP: 198.19.0.0/16
• WSP: 10.0.0.0/8

カナダ (中部)
許可リストに追加するドメインと IP アドレス
カテゴリ

詳細

キャプチャ

https://opfcaptcha-prod.s3.amazonaws.com/

クライアントの自動更新

https://d2td7dqidlhjx7.cloudfront.net/

接続の確認

https://connectivity.amazonworkspaces.com/

デバイスメトリクス（1.0 以上および 2.0 以上の
WorkSpaces クライアントアプリケーション用）

https://device-metrics-us-2.amazon.com/

クライアントメトリクス（3.0 以上の WorkSpaces
クライアントアプリケーション用）

ドメイン:

ダイナミックメッセージングサービス (3.0 以降の
WorkSpaces クライアントアプリケーション用)

ドメイン:

ディレクトリ設定

WorkSpace にログインする前のクライアントから
お客様のディレクトリへの認証:

https://skylight-client-ds.cacentral-1.amazonaws.com

https://ws-client-service.cacentral-1.amazonaws.com

• https://d32i4gd7pg4909.cloudfront.net/prod/
<region>/<directory ID>
MacOS クライアントからの接続:
• https://d32i4gd7pg4909.cloudfront.net/
お客様のディレクトリ設定:
• https://d21ui22avrxoh6.cloudfront.net/prod/
<region>/<directory ID>
お客様のディレクトリレベルの共同ブランド化に
使用されるログインページのグラフィック:
• https://d1cbg795sa4g1u.cloudfront.net/prod/
<region>/<directory ID>
ログインページのスタイル設定に使用される CSS
ファイル:
• https://d3s98kk2h6f4oh.cloudfront.net/
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Amazon WorkSpaces 管理ガイド
リージョンごとの IP アドレスとポートの要件

カテゴリ

詳細
• https://dyqsoz7pkju4e.cloudfront.net/
ログインページの JavaScript ファイル:
• カナダ (中部) — https://
d2wfbsypmqjmog.cloudfront.net/

Forrester Log Service

https://fls-na.amazon.com/

ヘルスチェック (DRP) サーバー

ヘルスチェックサーバー (p. 25)

登録の依存関係 (ウェブアクセスおよび Teradici
PCoIP ゼロクライアントの場合)

https://s3.amazonaws.com

ユーザーログインページ

https://<directory id>.awsapps.com/ (<directory id>
はお客様のドメイン)

WS ブローカー

ドメイン:
• https://ws-broker-service.cacentral-1.amazonaws.com

WorkSpaces API エンドポイント

ドメイン:
• https://workspaces.ca-central-1.amazonaws.com

セッションブローカー（PCM）

ドメイン:
• https://skylight-cm.ca-central-1.amazonaws.com

PCoIP のウェブアクセス TURN サーバー

サーバー:
• turn:*.ca-central-1.rdn.amazonaws.com

ヘルスチェックホスト名

drp-yul.amazonworkspaces.com

ヘルスチェック IP アドレス

• 52.60.69.16
• 52.60.80.237
• 52.60.173.117
• 52.60.201.0

PCoIP ゲートウェイサーバーのパブリック IP アド
レス範囲

• 15.223.100.0 - 15.223.100.255

WSP ゲートウェイサーバーの IP アドレス範囲

3.97.20.0/22

管理インターフェイスの IP アドレス範囲

• PCoIP/WSP: 198.19.0.0/16

• 15.223.102.0 - 15.223.103.255
• 35.183.255.0 - 35.183.255.255

• WSP: 10.0.0.0/8
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Amazon WorkSpaces 管理ガイド
リージョンごとの IP アドレスとポートの要件

欧州 (フランクフルト)
許可リストに追加するドメインと IP アドレス
カテゴリ

詳細

キャプチャ

https://opfcaptcha-prod.s3.amazonaws.com/

クライアントの自動更新

https://d2td7dqidlhjx7.cloudfront.net/

接続の確認

https://connectivity.amazonworkspaces.com/

デバイスメトリクス（1.0 以上および 2.0 以上の
WorkSpaces クライアントアプリケーション用）

https://device-metrics-us-2.amazon.com/

クライアントメトリクス（3.0 以上の WorkSpaces
クライアントアプリケーション用）

ドメイン:

ダイナミックメッセージングサービス (3.0 以降の
WorkSpaces クライアントアプリケーション用)

ドメイン:

ディレクトリ設定

WorkSpace にログインする前のクライアントから
お客様のディレクトリへの認証:

https://skylight-client-ds.eucentral-1.amazonaws.com

https://ws-client-service.eucentral-1.amazonaws.com

• https://d32i4gd7pg4909.cloudfront.net/prod/
<region>/<directory ID>
MacOS クライアントからの接続:
• https://d32i4gd7pg4909.cloudfront.net/
お客様のディレクトリ設定:
• https://d21ui22avrxoh6.cloudfront.net/prod/
<region>/<directory ID>
お客様のディレクトリレベルの共同ブランド化に
使用されるログインページのグラフィック:
• https://d1cbg795sa4g1u.cloudfront.net/prod/
<region>/<directory ID>
ログインページのスタイル設定に使用される CSS
ファイル:
• https://d3s98kk2h6f4oh.cloudfront.net/
• https://dyqsoz7pkju4e.cloudfront.net/
ログインページの JavaScript ファイル:
• 欧州 (フランクフルト) — https://
d1whcm49570jjw.cloudfront.net/
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Amazon WorkSpaces 管理ガイド
リージョンごとの IP アドレスとポートの要件

カテゴリ

詳細

Forrester Log Service

https://fls-na.amazon.com/

ヘルスチェック (DRP) サーバー

ヘルスチェックサーバー (p. 25)

登録の依存関係 (ウェブアクセスおよび Teradici
PCoIP ゼロクライアントの場合)

https://s3.amazonaws.com

ユーザーログインページ

https://<directory id>.awsapps.com/ (<directory id>
はお客様のドメイン)

WS ブローカー

ドメイン:
• https://ws-broker-service.eucentral-1.amazonaws.com

WorkSpaces API エンドポイント

ドメイン:
• https://workspaces.eu-central-1.amazonaws.com

セッションブローカー（PCM）

ドメイン:
• https://skylight-cm.eu-central-1.amazonaws.com

PCoIP のウェブアクセス TURN サーバー

サーバー:
• turn:*.eu-central-1.rdn.amazonaws.com

ヘルスチェックホスト名

drp-fra.amazonworkspaces.com

ヘルスチェック IP アドレス

• 52.59.191.224
• 52.59.191.225
• 52.59.191.226
• 52.59.191.227

PCoIP ゲートウェイサーバーのパブリック IP アド
レス範囲

• 18.156.52.0 - 18.156.52.255

WSP ゲートウェイサーバーの IP アドレス範囲

18.192.216.0/22

管理インターフェイスの IP アドレス範囲

• PCoIP/WSP: 198.19.0.0/16

• 18.156.54.0 - 18.156.55.255
• 52.59.127.0 - 52.59.127.255

• WSP: 10.0.0.0/8

欧州 (アイルランド)
許可リストに追加するドメインと IP アドレス
カテゴリ

詳細

キャプチャ

https://opfcaptcha-prod.s3.amazonaws.com/

クライアントの自動更新

https://d2td7dqidlhjx7.cloudfront.net/

接続の確認

https://connectivity.amazonworkspaces.com/
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Amazon WorkSpaces 管理ガイド
リージョンごとの IP アドレスとポートの要件

カテゴリ

詳細

デバイスメトリクス（1.0 以上および 2.0 以上の
WorkSpaces クライアントアプリケーション用）

https://device-metrics-us-2.amazon.com/

クライアントメトリクス（3.0 以上の WorkSpaces
クライアントアプリケーション用）

ドメイン:

ダイナミックメッセージングサービス (3.0 以降の
WorkSpaces クライアントアプリケーション用)

ドメイン:

ディレクトリ設定

WorkSpace にログインする前のクライアントから
お客様のディレクトリへの認証:

https://skylight-client-ds.eu-west-1.amazonaws.com

https://ws-client-service.eu-west-1.amazonaws.com

• https://d32i4gd7pg4909.cloudfront.net/prod/
<region>/<directory ID>
MacOS クライアントからの接続:
• https://d32i4gd7pg4909.cloudfront.net/
お客様のディレクトリ設定:
• https://d21ui22avrxoh6.cloudfront.net/prod/
<region>/<directory ID>
お客様のディレクトリレベルの共同ブランド化に
使用されるログインページのグラフィック:
• https://d1cbg795sa4g1u.cloudfront.net/prod/
<region>/<directory ID>
ログインページのスタイル設定に使用される CSS
ファイル:
• https://d3s98kk2h6f4oh.cloudfront.net/
• https://dyqsoz7pkju4e.cloudfront.net/
ログインページの JavaScript ファイル:
• 欧州 (アイルランド) — https://
d3pgffbf39h4k4.cloudfront.net/
Forrester Log Service

https://fls-na.amazon.com/

ヘルスチェック (DRP) サーバー

ヘルスチェックサーバー (p. 25)

登録の依存関係 (ウェブアクセスおよび Teradici
PCoIP ゼロクライアントの場合)

https://s3.amazonaws.com

ユーザーログインページ

https://<directory id>.awsapps.com/ (<directory id>
はお客様のドメイン)
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Amazon WorkSpaces 管理ガイド
リージョンごとの IP アドレスとポートの要件

カテゴリ

詳細

WS ブローカー

ドメイン:
• https://ws-broker-service.euwest-1.amazonaws.com

WorkSpaces API エンドポイント

ドメイン:
• https://workspaces.eu-west-1.amazonaws.com

セッションブローカー（PCM）

ドメイン:
• https://skylight-cm.eu-west-1.amazonaws.com

PCoIP のウェブアクセス TURN サーバー

サーバー:
• turn:*.eu-west-1.rdn.amazonaws.com

ヘルスチェックホスト名

drp-dub.amazonworkspaces.com

ヘルスチェック IP アドレス

• 18.200.177.86
• 52.48.86.38
• 54.76.137.224

PCoIP ゲートウェイサーバーのパブリック IP アド
レス範囲

• 3.249.28.0 - 3.249.29.255

WSP ゲートウェイサーバーの IP アドレス範囲

3.248.176.0/22

管理インターフェイスの IP アドレス範囲

• PCoIP/WSP: 172.31.0.0/16、192.168.0.0/16、お
よび 198.19.0.0/16

• 52.19.124.0 - 52.19.125.255

• WSP: 10.0.0.0/8

欧州 (ロンドン)
許可リストに追加するドメインと IP アドレス
カテゴリ

詳細

キャプチャ

https://opfcaptcha-prod.s3.amazonaws.com/

クライアントの自動更新

https://d2td7dqidlhjx7.cloudfront.net/

接続の確認

https://connectivity.amazonworkspaces.com/

デバイスメトリクス（1.0 以上および 2.0 以上の
WorkSpaces クライアントアプリケーション用）

https://device-metrics-us-2.amazon.com/

クライアントメトリクス（3.0 以上の WorkSpaces
クライアントアプリケーション用）

ドメイン:

ダイナミックメッセージングサービス (3.0 以降の
WorkSpaces クライアントアプリケーション用)

ドメイン:

ディレクトリ設定

WorkSpace にログインする前のクライアントから
お客様のディレクトリへの認証:
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https://skylight-client-ds.eu-west-2.amazonaws.com

https://ws-client-service.eu-west-2.amazonaws.com

Amazon WorkSpaces 管理ガイド
リージョンごとの IP アドレスとポートの要件

カテゴリ

詳細
• https://d32i4gd7pg4909.cloudfront.net/prod/
<region>/<directory ID>
MacOS クライアントからの接続:
• https://d32i4gd7pg4909.cloudfront.net/
お客様のディレクトリ設定:
• https://d21ui22avrxoh6.cloudfront.net/prod/
<region>/<directory ID>
お客様のディレクトリレベルの共同ブランド化に
使用されるログインページのグラフィック:
• https://d1cbg795sa4g1u.cloudfront.net/prod/
<region>/<directory ID>
ログインページのスタイル設定に使用される CSS
ファイル:
• https://d3s98kk2h6f4oh.cloudfront.net/
• https://dyqsoz7pkju4e.cloudfront.net/
ログインページの JavaScript ファイル:
• 欧州 (ロンドン) — https://
d16q6638mh01s7.cloudfront.net/

Forrester Log Service

https://fls-na.amazon.com/

ヘルスチェック (DRP) サーバー

ヘルスチェックサーバー (p. 25)

登録の依存関係 (ウェブアクセスおよび Teradici
PCoIP ゼロクライアントの場合)

https://s3.amazonaws.com

ユーザーログインページ

https://<directory id>.awsapps.com/ (<directory id>
はお客様のドメイン)

WS ブローカー

ドメイン:
• https://ws-broker-service.euwest-2.amazonaws.com

WorkSpaces API エンドポイント

ドメイン:
• https://workspaces.eu-west-2.amazonaws.com

セッションブローカー（PCM）

ドメイン:
• https://skylight-cm.eu-west-2.amazonaws.com

52

Amazon WorkSpaces 管理ガイド
リージョンごとの IP アドレスとポートの要件

カテゴリ

詳細

PCoIP のウェブアクセス TURN サーバー

サーバー:
• turn:*.eu-west-2.rdn.amazonaws.com

ヘルスチェックホスト名

drp-lhr.amazonworkspaces.com

ヘルスチェック IP アドレス

• 35.176.62.54
• 35.177.255.44
• 52.56.46.102
• 52.56.111.36

PCoIP ゲートウェイサーバーのパブリック IP アド
レス範囲

• 18.132.21.0 - 18.132.21.255

WSP ゲートウェイサーバーの IP アドレス範囲

18.134.68.0/22

管理インターフェイスの IP アドレス範囲

• 198.19.0.0/16

• 18.132.22.0 - 18.132.23.255
• 35.176.32.0 - 35.176.32.255

• WSP: 10.0.0.0/8

南米 (サンパウロ)
許可リストに追加するドメインと IP アドレス
カテゴリ

詳細

キャプチャ

https://opfcaptcha-prod.s3.amazonaws.com/

クライアントの自動更新

https://d2td7dqidlhjx7.cloudfront.net/

接続の確認

https://connectivity.amazonworkspaces.com/

デバイスメトリクス（1.0 以上および 2.0 以上の
WorkSpaces クライアントアプリケーション用）

https://device-metrics-us-2.amazon.com/

クライアントメトリクス（3.0 以上の WorkSpaces
クライアントアプリケーション用）

ドメイン:

ダイナミックメッセージングサービス (3.0 以降の
WorkSpaces クライアントアプリケーション用)

ドメイン:

ディレクトリ設定

WorkSpace にログインする前のクライアントから
お客様のディレクトリへの認証:

https://skylight-client-ds.sa-east-1.amazonaws.com

https://ws-client-service.sa-east-1.amazonaws.com

• https://d32i4gd7pg4909.cloudfront.net/prod/
<region>/<directory ID>
MacOS クライアントからの接続:
• https://d32i4gd7pg4909.cloudfront.net/
お客様のディレクトリ設定:
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Amazon WorkSpaces 管理ガイド
リージョンごとの IP アドレスとポートの要件

カテゴリ

詳細
• https://d21ui22avrxoh6.cloudfront.net/prod/
<region>/<directory ID>
お客様のディレクトリレベルの共同ブランド化に
使用されるログインページのグラフィック:
• https://d1cbg795sa4g1u.cloudfront.net/prod/
<region>/<directory ID>
ログインページのスタイル設定に使用される CSS
ファイル:
• https://d3s98kk2h6f4oh.cloudfront.net/
• https://dyqsoz7pkju4e.cloudfront.net/
ログインページの JavaScript ファイル:
• 南米 (サンパウロ) — https://
d2lh2qc5bdoq4b.cloudfront.net/

Forrester Log Service

https://fls-na.amazon.com/

ヘルスチェック (DRP) サーバー

ヘルスチェックサーバー (p. 25)

登録の依存関係 (ウェブアクセスおよび Teradici
PCoIP ゼロクライアントの場合)

https://s3.amazonaws.com

ユーザーログインページ

https://<directory id>.awsapps.com/ (<directory id>
はお客様のドメイン)

WS ブローカー

ドメイン:
• https://ws-broker-service.saeast-1.amazonaws.com

WorkSpaces API エンドポイント

ドメイン:
• https://workspaces.sa-east-1.amazonaws.com

セッションブローカー（PCM）

ドメイン:
• https://skylight-cm.sa-east-1.amazonaws.com

PCoIP のウェブアクセス TURN サーバー

サーバー:
• turn:*.sa-east-1.rdn.amazonaws.com

ヘルスチェックホスト名

drp-gru.amazonworkspaces.com

ヘルスチェック IP アドレス

• 18.231.0.105
• 52.67.55.29
• 54.233.156.245
• 54.233.216.234
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Amazon WorkSpaces 管理ガイド
リージョンごとの IP アドレスとポートの要件

カテゴリ

詳細

PCoIP ゲートウェイサーバーのパブリック IP アド
レス範囲

• 18.230.103.0 - 18.230.103.255

WSP ゲートウェイサーバーの IP アドレス範囲

15.228.64.0/22

管理インターフェイスの IP アドレス範囲

• 198.19.0.0/16

• 18.230.104.0 - 18.230.105.255
• 54.233.204.0 - 54.233.204.255

• WSP: 10.0.0.0/8

AWS GovCloud (米国西部) リージョン
許可リストに追加するドメインと IP アドレス
カテゴリ

詳細

キャプチャ

https://opfcaptcha-prod.s3.amazonaws.com/

クライアントの自動更新

https://s3.amazonaws.com/workspacesclient-updates/prod/pdt/windows/
WorkSpacesAppCast.xml

接続の確認

https://connectivity.amazonworkspaces.com/

デバイスメトリクス（1.0 以上および 2.0 以上の
WorkSpaces クライアントアプリケーション用）

https://device-metrics-us-2.amazon.com/

クライアントメトリクス（3.0 以上の WorkSpaces
クライアントアプリケーション用）

ドメイン:

ダイナミックメッセージングサービス (3.0 以降の
WorkSpaces クライアントアプリケーション用)

ドメイン:

ディレクトリ設定

WorkSpace にログインする前のクライアントから
お客様のディレクトリへの認証:

hhttps://skylight-client-ds.us-govwest-1.amazonaws.com

https://ws-client-service.us-govwest-1.amazonaws.com

• https://d32i4gd7pg4909.cloudfront.net/prod/
<region>/<directory ID>
MacOS クライアントからの接続:
• https://d32i4gd7pg4909.cloudfront.net/
お客様のディレクトリ設定:
• https://s3.amazonaws.com/workspaces-clientproperties/prod/pdt/<directory ID>
お客様のディレクトリレベルの共同ブランド化に
使用されるログインページのグラフィック:
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Amazon WorkSpaces 管理ガイド
リージョンごとの IP アドレスとポートの要件

カテゴリ

詳細
• https://s3.amazonaws.com/workspaces-clientassets/prod/pdt/<directory ID>
ログインページのスタイル設定に使用される CSS
ファイル:
• https://s3.amazonaws.com/workspaces-clientscss/workspaces_v2.css
ログインページの JavaScript ファイル:
• 該当しません

Forrester Log Service

https://fls-na.amazon.com/

ヘルスチェック (DRP) サーバー

ヘルスチェックサーバー (p. 25)

登録の依存関係 (ウェブアクセスおよび Teradici
PCoIP ゼロクライアントの場合)

https://s3.amazonaws.com

ユーザーログインページ

https://login.us-gov-home.awsapps.com/directory/
<directory id>/ (<directory id> はお客様のドメイン)

WS ブローカー

ドメイン:
• https://ws-broker-service.us-govwest-1.amazonaws.com
• https://ws-broker-service-fips.us-govwest-1.amazonaws.com

WorkSpaces API エンドポイント

ドメイン:
• https://workspaces.us-govwest-1.amazonaws.com
• https://workspaces-fips.us-govwest-1.amazonaws.com

セッションブローカー（PCM）

ドメイン:
• https://skylight-cm.us-govwest-1.amazonaws.com
• https://skylight-cm-fips.us-govwest-1.amazonaws.com

ヘルスチェックホスト名

drp-pdt.amazonworkspaces.com

ヘルスチェック IP アドレス

• 52.61.60.65
• 52.61.65.14
• 52.61.88.170
• 52.61.137.87
• 52.61.155.110
• 52.222.20.88

PCoIP ゲートウェイサーバーのパブリック IP アド
レス範囲
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カテゴリ

詳細

WSP ゲートウェイサーバーの IP アドレス範囲

• 3.32.139.0/24
• 3.30.129.0/24
• 3.30.130.0/23

管理インターフェイスの IP アドレス範囲

• 198.19.0.0/16
• WSP: 10.0.0.0/8

Amazon WorkSpaces クライアントネットワークの
要件
WorkSpaces ユーザーは、サポートされているデバイスのクライアントアプリケーションを使用して
WorkSpaces に接続することができます。また、ウェブブラウザを使用して、このアクセス形式をサポー
トする WorkSpaces に接続することができます。ウェブブラウザのアクセスをサポートする WorkSpaces
のリストについては、「ウェブアクセスはどの Amazon WorkSpaces バンドルでサポートされていま
すか?」を参照してください。クライアントアクセス、Web アクセス、およびユーザーエクスペリエン
スで。

Note
ウェブブラウザを使用して Amazon Linux WorkSpaces に接続することはできません。

Important
2020 年 10 月 1 日以降、お客様は Amazon WorkSpaces Web Access クライアントを使用して
Windows 7 カスタム WorkSpaces または Windows 7 自分のライセンス使用 (BYOL) WorkSpaces
に接続できなくなります。
ユーザーに WorkSpaces の優れた体験を提供するために、クライアントデバイスが以下のネットワーク要
件を満たしていることを確認します。
• クライアントデバイスには、ブロードバンドインターネット接続が必要です。480p ビデオウィンドウを
視聴する同時ユーザーあたり 1 Mbps 以上を計画することをお勧めします。ビデオ解像度に対するユー
ザー品質の要件によっては、より多くの帯域幅が必要になる場合があります。
• クライアントデバイスが接続されているネットワーク、およびクライアントデバイスのファイアウォー
ルに、さまざまな AWS サービスの IP アドレス範囲に対して開かれている特定のポートが存在している
必要があります。詳細については、「」を参照してくださいWorkSpaces の IP アドレスとポートの要
件 (p. 17)
• PCoIP のパフォーマンスを最大限に高めるには、クライアントネットワークから WorkSpaces がある
リージョンまでのラウンドトリップ時間 (RTT) が 100ms 未満でなければなりません。RTT が 100 ミリ
秒から 200 ミリ秒の間にある場合、ユーザーは WorkSpace にアクセスできますが、パフォーマンスに
影響します。RTT が 200 ミリ秒～375 ミリ秒の間にある場合、パフォーマンスは低下します。RTT が
375 ミリ秒を超えると、WorkSpaces クライアント接続は終了します。
WorkSpaces Streaming Protocol (WSP) の最高のパフォーマンスのためには、クライアントのネット
ワークから WorkSpaces があるリージョンまでの RTT が 250 ミリ秒未満でなければなりません。RTT
が 250 ミリ秒から 400 ミリ秒の間にある場合、ユーザーは WorkSpace にアクセスできますが、パ
フォーマンスは低下します。
自分の場所からさまざまな AWS リージョンへの RTT を確認するには、Amazon WorkSpaces 接続ヘル
スチェックを使用します。
• WSP でウェブカメラを使用する場合、アップロードの帯域幅には最低 1 秒あたり 1.7 メガビットの確保
が推奨されます。
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• ユーザーが仮想プライベートネットワーク（VPN）経由で WorkSpace にアクセスする場合は、少なく
とも 1200 バイトの最大送信単位（MTU）をサポートする接続が必用です。

Note
Virtual Private Cloud (VPC) に接続された VPN を介して WorkSpaces にアクセスすることはで
きません。VPN を使用して WorkSpaces にアクセスするには、WorkSpaces の IP アドレスと
ポートの要件 (p. 17) で説明されているように、(VPN のパブリック IP アドレス経由の) イン
ターネット接続が必要です。
• クライアントには、サービスと Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) がホストする
WorkSpaces リソースへの HTTPS アクセスが必要です。クライアントは、アプリケーションレベルの
プロキシリダイレクトをサポートしていません。ユーザーが登録を完了して Workspace にアクセスでき
るようにするには、HTTPS アクセスが必要です。
• PCoIP ゼロクライアントデバイスからのアクセスを許可するには、WorkSpaces の PCoIP プロトコルバ
ンドルを使用する必要があります。また、Teradici でネットワークタイムプロトコル (NTP) を有効にす
る必要があります。詳細については、「」を参照してくださいWorkSpaces の PCoIP ゼロクライアント
をセットアップする (p. 82)
• 3.0 以降のクライアントの場合、Amazon WorkDocs で Single Sign-On (SSO) を使用している場合
は、AWS Directory Service 管理ガイドの Single Sign-On の手順に従う必要があります。
次の方法で､クライアントデバイスがネットワーキング要件を満たしていることを確認できます。

3.0 以上のクライアントのネットワーク要件を確認するには
1.

WorkSpaces クライアントを開きます。クライアントを初めて開いた場合は、招待メールで受け取っ
た登録コードを入力するよう求められます。

2.

使用しているクライアントに応じて、以下のいずれかを実行します。
使用しているクライアント

操作

Windows または Linux クライアント

クライアントアプリケーションの右上にある
[Network (ネットワーク)] アイコン を選択しま
す。

macOS クライアント

[Connections (接続)]、[Network (ネットワーク)]
の順に選択します。

クライアントアプリケーションによって、ネットワーク接続、ポート、ラウンドトリップ時間がテス
トされ、これらのテストの結果がレポートされます。
3.

[Network (ネットワーク)] ダイアログボックスを閉じて、サインインページに戻ります。

1.0 以上および 2.0 以上のクライアントのネットワーク要件を確
認するには
1.

WorkSpaces クライアントを開きます。クライアントを初めて開いた場合は、招待メールで受け取っ
た登録コードを入力するよう求められます。

2.

クライアントアプリケーションの右下隅にある [Network (ネットワーク)] を選択します。クライアン
トアプリケーションによって、ネットワーク接続、ポート、ラウンドトリップ時間がテストされ、こ
れらのテストの結果がレポートされます。

3.

[Dismiss] を選択してサインインページに戻ります。
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信頼されたデバイスへの WorkSpaces アクセスを
制限する
デフォルトでは、ユーザーはインターネットに接続されているサポートされているデバイスから
WorkSpaces にアクセスできます。会社が信頼されたデバイス（管理デバイスとも呼ばれます）への企業
データアクセスを制限している場合、有効な証明書を使用して WorkSpaces へのアクセスを信頼されたデ
バイスに制限することができます。
この機能を有効にすると、WorkSpaces は証明書ベースの認証を使用して、デバイスが信頼できるかどう
かを判断します。WorkSpaces クライアントアプリケーションは、デバイスが信頼されていることを確認
できない場合、デバイスへのログインまたは再接続をブロックします。
各ディレクトリにで、最大 2 つのルート証明書をインポートできます。2 つのルート証明書をインポー
トすると、WorkSpaces はそれらをクライアントに提示し、クライアントはいずれかのルート証明書に
チェーンする最初の有効な一致証明書を見つけます。

Supported Clients (サポートされるクライアント)
• Android、Android または Android 対応の Chrome OS システム
• macOS
• Windows

Important
この機能は次のクライアントではサポートされていません。
• Linux、または iPad 用の WorkSpaces クライアントアプリケーション
• WorkSpaces Web Access
• サードパーティークライアント (Teradici PCoIP、RDP クライアント、リモートデスクトップ
アプリケーションを含みますが、これらに限定されません)。

ステップ 1: 証明書を作成する
この機能には、内部認証局（CA）によって生成されるルート証明書と、ルート証明書に連鎖するクライア
ント証明書の 2 種類の証明書が必要です。

要件
• ルート証明書は、Base64 でエンコードされた CRT、CERT、または PEM 形式の証明書ファイルである
必要があります。
• ルート証明書は、次の正規表現パターンを満たす必要があります。つまり、最後の行の横
にあるすべてのエンコードされた行は、正確に 64 文字でなければなりません: -{5}BEGIN
CERTIFICATE-{5}\u000D?\u000A([A-Za-z0-9/+]{64} \u000D?\u000A)*[A-Za-z0-9/+]
{1,64}={0,2}\u000D?\u000A-{5}END CERTIFICATE-{5}(\u000D?\u000A)。
• デバイス証明書には共通名が含まれている必要があります。
• デバイス証明書には、Key Usage: Digital Signature およびEnhanced Key Usage: Client
Authentication の拡張機能が含まれている必要があります。
• デバイス証明書から信頼されたルート認証局へのチェーン内の、すべての証明書をクライアントデバイ
スにインストールする必要があります。
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• 証明書チェーンでサポートされている最大長は 4 です。
• WorkSpaces は現在、クライアント証明書の証明書失効リスト (CRL) やオンライン証明書ステータスプ
ロトコル (OCSP) などのデバイス失効メカニズムをサポートしていません。
• 強力な暗号化アルゴリズムを使用します。SHA256 (RSA)、SHA256 (ECDSA)、SHA384
(ECDSA)、SHA512 (ECDSA) をお勧めします。
• macOS の場合、デバイス証明書がシステムキーチェーンにある場合は、WorkSpaces クライアントアプ
リケーションがこれらの証明書にアクセスする権限を与えることをお勧めします。それ以外の場合は、
ユーザーがログインまたは再接続するときに、キーチェーンの資格情報を入力する必要があります。

ステップ 2: クライアント証明書を信頼されたデバイ
スにデプロイする
ユーザーの信頼されたデバイスで、デバイス証明書から信頼されたルート証明書認証へのチェーン内
の、すべての証明書を含む証明書バンドルをインストールする必要があります。任意のソリューショ
ンを使用して、一連のクライアントデバイスに証明書をインストールすることができます。たとえ
ば、SCCM（System Center Configuration Manager）や MDM（Mobile Device Management）などで
す。SCCM と MDM は、オプションでセキュリティポスチャ評価を実行して、デバイスが WorkSpaces に
アクセスするための企業ポリシーを満たしているかどうかを判断できます。
WorkSpaces クライアントアプリケーションは、次のように証明書を検索します。
• Android - Android では、キーチェーンでクライアント証明書を検索します。Android 互換の Chrome OS
システムでは、キーチェーンでユーザー証明書を検索します。
• macOS - キーチェーンでクライアント証明書を検索します。
• Windows - ユーザーストアとルート証明書ストアでクライアント証明書を探します。

ステップ 3: 制限を設定する
信頼されたデバイスにクライアント証明書をデプロイした後で、ディレクトリレベルでの制限付きアクセ
スを有効にすることができます。このため、WorkSpaces クライアントアプリケーションは、ユーザーが
WorkSpaces にログインする前に、デバイス上の証明書を検証する必要があります。

制限を設定するには
1.

https://console.aws.amazon.com/WorkSpaces/ で WorkSpaces コンソールを開きます。

2.

ナビゲーションペインで [Directories] を選択します。

3.

ディレクトリを選択し、[Actions]、[Update Details] の順に選択します。

4.

[Access Control Options] を展開します｡

5.

デバイスの種類を「デバイスタイプごとに、WorkSpaces にアクセスできるデバイスを指定」を選択
します。

6.

最大 2 つのルート証明書をインポートします。各ルート証明書について、次の操作を行います。

7.

a.

[Import] (インポート) を選択します。

b.

証明書の本文をフォームにコピーします。

c.

[Import] (インポート) を選択します。

(オプション) 他のタイプのデバイスが WorkSpaces にアクセスできるかどうかを指定します。
a.

[Other Platforms] セクションまで下にスクロールします。デフォルトでは WorkSpaces Web
Access および Linux クライアントは無効になっており、ユーザーは iOS デバイス、Android デバ
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イス、Chromebook、および PCoIP ゼロクライアントデバイスから WorkSpaces にアクセスでき
ます。

8.

b.

有効にするデバイスタイプを選択し、無効にするデバイスタイプをクリアします。

c.

選択したすべてのデバイスタイプからのアクセスをブロックするには、[Block] を選択します。

[Update and Exit] を選択します。

WorkSpaces と SAML 2.0 の統合 (プレビュー)
SAML 2.0 をデスクトップセッションの認証のために WorkSpaces と統合すると、ユーザーはデフォルト
のウェブブラウザから既存の SAML 2.0 ID プロバイダー (IdP) 認証情報と認証方法を使用できるようにな
ります。IdP を使用して WorkSpaces へのユーザーの認証を行うと、多要素認証やコンテキストに応じた
アクセスポリシーなどの IdP 機能を採用することで、WorkSpaces を保護することができます。

認証ワークフロー
以下のセクションでは、WorkSpaces と SAML 2.0 ID プロバイダー (IdP) 間の認証ワークフローについて
説明します。
• フローが IdP によって開始されるとき。例えば、ユーザーが IdP ユーザーポータルのアプリケーション
をウェブブラウザでクリックしたときです。
• フローが WorkSpaces クライアントによって開始されるとき。例えば、ユーザーがクライアントを開い
てサインインしたときです。
これらの例では、ユーザーは「user@example.com」と入力して IdP にサインインします。IdP に
は、WorkSpaces ディレクトリ用に設定された SAML 2.0 サービスプロバイダーアプリケーションがあ
り、ユーザーは WorkSpaces SAML 2.0 アプリケーションに対して承認されています。ユーザーは、SAML
2.0 認証が有効になっているディレクトリにユーザー名 user の WorkSpace を作成します。さらに、ユー
ザーはデバイスに WorkSpaces クライアントアプリケーションをインストールします。

ID プロバイダー (IdP) 主導フロー
IdP 主導のフローでは、ユーザーは WorkSpaces 登録コードを入力せずに、デバイスに WorkSpaces ク
ライアントアプリケーションを自動的に登録できます。ユーザーは、IdP 主導のフローを使用して自身の
WorkSpaces に対してサインインしません。WorkSpaces 認証は、クライアントアプリケーションから開
始する必要があります。
1.

ユーザーは Web ブラウザを使用して、IdP にサインインします。

2.

IdP にサインインした後、ユーザーは IdP ユーザーポータルから WorkSpaces アプリケーションをク
リックします。

3.

ユーザーはブラウザでこのページにリダイレクトされ、WorkSpaces クライアントアプリケーション
が自動的に開きます。
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4.

WorkSpaces クライアントが登録されました。ユーザーは、[Continue to sign in to WorkSpaces]
(WorkSpaces へのサインインを続ける) をクリックして続行できます。

WorkSpaces クライアント主導フロー
クライアント主導のフローでは、ユーザーは IdP にサインインした後に WorkSpaces にサインインできま
す。
1.

ユーザーが WorkSpaces クライアントアプリケーションを起動し (まだ実行されていない場合)、
[WorkSpaces へのサインインを続行] をクリックします。

2.

ユーザーはデフォルトの Web ブラウザにリダイレクトされ、IdP にサインインします。ユーザーが
ブラウザで既に IdP にサインインしている場合、再度サインインする必要はなく、このステップをス
キップします。

3.

IdP にサインインすると、ユーザーはブラウザでこのページにリダイレクトされ、[Log in to
WorkSpaces] (WorkSpaces にログインする) をクリックします。
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4.

ユーザーは WorkSpaces クライアントアプリケーションにリダイレクトされ、WorkSpace へのサイ
ンインが完了します。WorkSpaces のユーザー名は、IdP SAML 2.0 アサーションから自動的に入力さ
れます。
ユーザーは自分の WorkSpace にサインインしています。

5.

SAML 2.0 の設定 (プレビュー)
SAML 2.0 を使用して ID フェデレーションを設定することにより、ユーザーの SAML 2.0 ID プロバイダー
(IdP) 認証情報と認証方法を使用して WorkSpaces クライアントアプリケーションの登録と WorkSpaces
へのサインインを有効にします。SAML 2.0 を使用した ID フェデレーションを設定するには、IAM ロール
とリレーステート URL を使用して、IdP を設定し、AWS を有効にします。これにより、フェデレーショ
ンユーザーに対して WorkSpaces ディレクトリへのアクセス権が付与されます。リレーステートは、AWS
に正常にサインインした後にユーザーが転送される WorkSpaces ディレクトリエンドポイントです。
目次
• 要件 (プレビュー) (p. 63)
• 前提条件 (p. 64)
• ステップ 1: AWS IAM で SAML ID プロバイダーを作成する (p. 64)
• ステップ 2: SAML 2.0 フェデレーション IAM ロールを作成する (p. 65)
• ステップ 3: IAM ロールにインラインポリシーを埋め込む (p. 66)
• ステップ 4: SAML 2.0 ID プロバイダーを設定する (p. 67)
• ステップ 5: SAML 認証レスポンスのアサーションを作成する (p. 67)
• ステップ 6: フェデレーションのリレーステートを設定する (p. 68)
• ステップ 7: WorkSpaces ディレクトリで SAML 2.0 との統合を有効にする (p. 69)

要件 (プレビュー)
• SAML 2.0 認証は、以下のリージョンで使用できます。
• 米国東部 (バージニア北部) リージョン
• 米国西部 (オレゴン) リージョン
• Asia Pacific (Mumbai) Region
• Asia Pacific (Seoul) Region
• アジアパシフィック (シンガポール) リージョン
• アジアパシフィック (シドニー) リージョン
• アジアパシフィック (東京) リージョン
• カナダ (中部) リージョン
• Europe (Frankfurt) Region
• 欧州 (アイルランド) リージョン
• 欧州 (ロンドン) リージョン
• SAML 2.0 認証のプレビュー中に、WorkSpaces API または AWS CLI を使用して WorkSpaces ディレク
トリで SAML を設定する必要があります。WorkSpaces 管理コンソールは、SAML プロパティの設定に
は使用できません。
• ユーザーは、ドメインなしで AD ユーザー名を username のように入力して WorkSpaces にサ
インインできる必要があります。corp\username、corp.example.com\username、または
username@corp.example.com のようなユーザー名形式を必要とするディレクトリのユースケースは
サポートされていません。そのため、SAML 2.0 認証は AWS Managed Microsoft AD の信頼されたドメ
インを使用して起動した WorkSpaces ではサポートされません。
• WorkSpaces で SAML 2.0 認証を使用するには、IdP がリレーステート URL の IdP 主導ディープ
リンクをサポートしている必要があります。IdP の例には、ADFS、Azure AD、Duo Single Sign-
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On、Okta、PingFederate、および PingOne などがあります。詳細については、IdP のユーザードキュ
メントを参照してください。
• SAML 2.0 認証は、Simple AD を使用して起動された WorkSpaces で機能しますが、Simple AD は
SAML 2.0 IdP と統合されないため、これは推奨されません。
• SAML 2.0 認証は、次の WorkSpaces クライアントでサポートされています。Amazon WorkSpaces ク
ライアントダウンロードを開いて、最新バージョンを確認します。他のクライアントバージョンは、
フォールバックが有効になっていない限り、SAML 2.0 認証が有効になっている WorkSpaces に接続で
きません。詳細については、「WorkSpaces ディレクトリで SAML 2.0 認証を有効にする」を参照して
ください。
• WorkSpaces Windows クライアントアプリケーションのバージョン 5.1.0.3029 以降
• macOS クライアントバージョン 5.x 以降

Important
WorkSpaces エンドポイント暗号化の FIPS 140-2 検証済みモード設定は、SAML 2.0 認証プ
レビューに使用されるリレーステートエンドポイントには適用されません。詳細については、
「FIPS エンドポイント暗号化」を参照してください。

前提条件
WorkSpaces ディレクトリへの SAML 2.0 ID プロバイダー (IdP) 接続を設定する前に、以下の前提条件を
満たしていることを確認してください。
1.

WorkSpaces ディレクトリで使用する Microsoft Active Directory からのユーザー ID を統合するように
IdP を設定します。WorkSpace を持つユーザーの場合、IdP を使用して WorkSpaces にサインインす
るには、Active Directory ユーザーと IdP ユーザーの sAMAccountName そして email 属性が一致して
いる必要があります。Active Directory を IdP と統合する方法の詳細については、IdP のドキュメント
を参照してください。

2.

AWS との信頼関係を確立するために IdP を設定します。
• AWS フェデレーションの構成の詳細については、「サードパーティーの SAML ソリューションプ
ロバイダーと AWS の統合」を参照してください。関連する例には、AWS マネジメントコンソール
にアクセスするための AWS IAM との IdP 統合があります。
• IdP を使用して、組織を IdP として定義するフェデレーションメタデータドキュメントを生成し、
ダウンロードします。署名されたこの XML ドキュメントは、証明書利用者の信頼を確立するため
に使用されます。後で IAM コンソールからアクセスできる場所にこのファイルを保存します。

3.

WorkSpaces 管理コンソールを使用して、WorkSpaces のディレクトリを作成または登録します。詳
細については、「WorkSpaces のディレクトリを管理する」を参照してください。WorkSpaces の
SAML 2.0 認証は、次のディレクトリタイプでサポートされています。
• AD Connector
• AWS Managed Microsoft AD

4.

サポートされているディレクトリタイプを使用して IdP にサインインできるユーザー用の WorkSpace
を作成します。WorkSpaces 管理コンソール、AWS CLI、または WorkSpaces API を使用して
WorkSpace を作成できます。詳細については、「WorkSpaces を使用して仮想デスクトップを起動す
る」を参照してください。

ステップ 1: AWS IAM で SAML ID プロバイダーを作成する
まず、AWS IAM で SAML IdP を作成します。この IdP は、組織の IdP ソフトウェアで生成するメタデー
タドキュメントを使用して、組織の IdP と AWS との間の信頼関係を定義します。詳細については、
「SAML ID プロバイダーの作成と管理 (アマゾン ウェブ サービス管理コンソール)」を参照してくださ
い。
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ステップ 2: SAML 2.0 フェデレーション IAM ロールを作成する
次に、SAML 2.0 フェデレーション IAM ロールを作成します。この手順では、IAM と組織の IdP 間に、IdP
をフェデレーションの信頼されるエンティティと識別する信頼関係を確立します。
SAML IdP への IAM ロールを作成するには
1.

IAM コンソール (https://console.aws.amazon.com/iam/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで [Roles] (ロール) を選択してから、[Create role] (ロールを作成する) を選択し
ます。

3.

[ロールタイプ] で [SAML 2.0 フェデレーション] を選択します。

4.

[SAML Provider] (SAML プロバイダー) で、作成した SAML IdP を選択します。

Important
2 つの SAML 2.0 アクセスメソッド ([プログラムによるアクセスのみを許可する] または [プ
ログラムによるアクセスと Amazon Web Services マネジメントコンソールによるアクセスを
許可する]) のいずれも選択しないでください。
5.

[属性] で 、[SAML:sub_type] を選択します。

6.

[Value] (値) に「persistent」と入力します。この値は、persistent の値の SAML サブジェクトタ
イプアサーションを含む SAML ユーザーストリーミングリクエストへのロールアクセスを制限しま
す。SAML:sub_type が persistent の場合、IdP は特定のユーザーからのすべての SAML リクエストで
同じ一意の値を NameID 要素に送信します。SAML:sub_type アサーションに関する詳細は、「SAML
ベースのフェデレーションを使用した AWS への API アクセス」の「SAML ベースのフェデレーショ
ンでユーザーを一意に識別する」を参照してください。

7.

正しい信頼されたエンティティおよび条件を確認して SAML 2.0 の信頼情報を確かめたら、[Next:
Permissions] (次: アクセス許可) を選択します。

8.

[アクセス権限ポリシーをアタッチする] ページで、[Next: Tags] を選択します。

9.

(オプション) 追加する各タグのキーと値を入力します。詳細については、「IAM ユーザーとロールの
タグ付け」を参照してください。

10. 終了したら、[Next: Review] を選択します。後でこのロールにインラインポリシーを作成して埋め込
みます。
11. [Role name] (ロール名) に、このロールの目的を識別できる名前を入力します。なぜなら複数エンティ
ティがロールを参照している可能性があります。ロールが作成された後のロールの名前の編集はでき
ません。
12. (オプション) [Role description] (ロールの説明) に、新しいロールの説明を入力します。
13. ロールの詳細を確認し、[ロールの作成] を選択します。
14. 新しい IAM ロールの信頼ポリシーに sts:TagSession アクセス権限を追加します。詳細については、
「サードパーティーの SAML 2.0 ID プロバイダーを使用した属性ベースのアプリケーションの使用権
限」と「AWS STS でのセッションタグの受け渡し」を参照してください。新しい IAM ロールの詳細
ページで、[Trust relationships] (信頼関係) タブを選択してから、[Edit trust relationship] (信頼関係の編
集) を選択します。信頼関係の編集ポリシーエディタが開いたら、[sts:TagSession*] アクセス許可を
次のように設定します。

{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Federated": "arn:aws:iam::ACCOUNT-ID-WITHOUT-HYPHENS:saml-provider/IDENTITYPROVIDER"
},
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}

]

}

"Action": [
"sts:AssumeRoleWithSAML",
"sts:TagSession"
],
"Condition": {
"StringEquals": {
"SAML:sub_type": "persistent"
}
}

IDENTITY-PROVIDER をステップ 1 で作成した SAML IdP の名前で置き換えます。次に、[Update Trust
Policy] (信頼ポリシーの更新) を選択します。

ステップ 3: IAM ロールにインラインポリシーを埋め込む
次に、作成したロールにインライン IAM ポリシーを埋め込みます。インラインポリシーを埋め込むと、
ポリシーのアクセス許可が、間違ったプリンシパルエンティティにアタッチされることを回避できます。
インラインポリシーは、フェデレーションユーザーに WorkSpaces ディレクトリへのアクセスを提供しま
す。
1.

作成した IAM ロールの詳細で、[Permissions (アクセス許可)] タブを選択し、[Add inline policy (イン
ラインポリシーの追加)] を選択します。ポリシーの作成ウィザードが起動します。

2.

[ポリシーの作成] で、[JSON] タブを選択します。

3.

次の JSON ポリシーを JSON ウィンドウにコピーして貼り付けます。次に、AWS AWS リージョ
ンコード、アカウント ID、ディレクトリ ID を入力してリソースを編集します。以下のポリシーで
は、"Action": "workspaces:Stream" は、WorkSpaces ディレクトリのデスクトップセッショ
ンに接続する権限を WorkSpaces ユーザーに提供するアクションです。

{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "workspaces:Stream",
"Resource": "arn:aws:workspaces:REGION-CODE:ACCOUNT-ID-WITHOUTHYPHENS:directory/DIRECTORY-ID",
"Condition": {
"StringEquals": {
"workspaces:userId": "${saml:sub}"
}
}
}
]
}

REGION-CODE を WorkSpaces ディレクトリが存在する AWS リージョンに置換しま
す。DIRECTORY-ID を WorkSpaces 管理コンソールで確認できる WorkSpaces ディレクトリ ID に置
換します。
4.

完了したら、[ポリシーの確認] をクリックします。構文エラーがある場合は、「ポリシーの検証」に
よってレポートされます。

66

Amazon WorkSpaces 管理ガイド
SAML 2.0 の設定 (プレビュー)

ステップ 4: SAML 2.0 ID プロバイダーを設定する
SAML 2.0 IdP によっては、https://signin.aws.amazon.com/static/saml-metadata.xml に samlmetadata.xml ファイルを手動でアップロードして、AWS を信頼するサービスプロバイダーとするよう
に、その IdP をアップデートする必要が生じます。このステップは、IdP のメタデータを更新します。一
部の IdP では、すでに更新が設定されています。この場合は、次のステップに進みます。
IdP でこの更新がまだ設定されていない場合には、IdP から提供されるドキュメントでメタデータを更新
する方法に関する情報を確認します。プロバイダーによっては、URL を入力し、また IdP によってファイ
ルを取得してインストールするオプションが提供されます。また、URL からファイルをダウンロードし、
ローカルファイルとして指定する必要があるプロバイダーもあります。

Important
このとき、IdP のユーザーに、IdP で設定した WorkSpaces アプリケーションへのアクセスを許
可することもできます。ディレクトリの WorkSpaces アプリケーションにアクセスする権限を与
えられているユーザーに対して、自動的に WorkSpace が作成されるわけではありません。同様
に、WorkSpace が作成されるユーザーに対して、自動的に WorkSpaces アプリケーションへのア
クセス権が与えられるわけではありません。SAML 2.0 認証を使用して WorkSpace に正常に接続
するには、ユーザーが IdP によって承認され、WorkSpace が作成されている必要があります。

ステップ 5: SAML 認証レスポンスのアサーションを作成する
次に、認証レスポンスの中に IdP が AWS に送信する SAML 属性としての情報を設定します。IdP によっ
ては、既に設定されています。その場合、「ステップ 6: フェデレーションのリレーステートを設定する」
へ進んでください。
この情報がまだ IdP で設定されていない場合は、次の操作を実行します。
• SAML Subject NameID (SAML サブジェクト名 ID) – 署名するユーザーの一意の識別子。値は
WorkSpaces ユーザー名と一致する必要があります。通常は、Active Directory ユーザー用の
sAMAccountName 属性です。
• SAML Subject Type (SAML サブジェクトタイプ) (値を persistent に設定) – 値を persistent に設
定すると、特定のユーザーからのすべての SAML リクエストの NameID 要素に同じ一意の値を IdP が送
信することを確保できます。ステップ 2: SAML 2.0 フェデレーション IAM ロールを作成するで説明され
ているように、SAML sub_type が persistent に設定されている SAML リクエストのみを許可する条
件が IAM ポリシーに含まれていることを確認します。
• Attribute 要素 (Name 属性が https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/Role に設定) – こ
の要素には、IdP によってマッピングされたユーザーの IAM ロールと SAML IdP を一覧表示する 1 つ以
上の AttributeValue 要素が含まれます。このロールと IdP は、カンマ区切りの ARN のペアとして
指定されます。
• Attribute 要素 (Name 属性が https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/
RoleSessionName に設定) – この要素には SSO 用に発行される一時的な AWS 認証情報用の識別子を
提供する 1 つの AttributeValue 要素が含まれています。AttributeValue 要素の値は 2～64 文字
で、英数字、アンダースコア、および .、,、+、=、@、- のみを含めることができます。スペースを含
めることはできません。値は通常、E メールアドレスまたはユーザープリンシパル名 (UPN) です。ユー
ザーの表示名のように、スペースを含む値とすることはできません。
• Attribute 要素 (Name 属性が https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/
PrincipalTag:Email 設定) – この要素には、ユーザーの E メールアドレスを提供する
AttributeValue 要素が含まれます。この値は、WorkSpaces ディレクトリで定義されている
WorkSpaces ユーザーの E メールアドレスと一致する必要があります。タグ値には、文字、数字、空
白、および特殊文字 (_、:、/.、,、+、=、@、-) の組み合わせを含めることができます。詳細について
は、「IAM ユーザーガイド」の「IAM および AWS STS でのタグ付けの規則」を参照してください。
• Attribute 要素 (Name 属性が https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/SessionDuration に設定) (オプ
ション) – この要素には、再認証が必要となる前にユーザーがアクティブでいられるフェデレーティッド
ストリーミングセッションの最大時間を特定する 1 つの AttributeValue 要素が含まれています。デ
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フォルト値は 60 分です。SAML IdP の詳細については、「SAML SessionDurationAttribute」を
参照してください。

Note
SessionDuration はオプションの属性ですが、これを SAML レスポンスに含めることをお
勧めします。この属性を指定しない場合、セッション時間はデフォルト値の 60 分に設定され
ます。WorkSpaces デスクトップセッションは、セッションの有効期限が切れると切断されま
す。
これらの要素を設定する方法については、「IAM ユーザーガイド」の「認証レスポンスの SAML アサー
ションを設定する」を参照してください。IdP の特定の設定要件に関する詳細は、IdP のドキュメントを参
照してください。

ステップ 6: フェデレーションのリレーステートを設定する
次に、IdP を使用して WorkSpaces ディレクトリのリレーステートの URL を指すようにフェデレーション
のリレーステートを設定します。AWS による認証に成功すると、ユーザーは WorkSpaces ディレクトリ
エンドポイントに誘導され、SAML 認証レスポンスでリレーステートとして定義されます。
リレーステート URL は次の形式です。

https://relay-state-region-endpoint/sso-idp?registrationCode=registration-code

WorkSpaces ディレクトリ登録コード、およびディレクトリが位置するリージョンと関連付けられたリ
レーステートのエンドポイントから、リレーステートの URL を構築します。登録コードは WorkSpaces
管理コンソールで確認できます。
必要に応じて、WorkSpaces でクロスリージョンリダイレクトを使用している場合は、登録コードをプラ
イマリリージョンおよびフェイルオーバーリージョンのディレクトリに関連付けられた完全修飾ドメイン
名 (FQDN) に置き換えることができます。詳細については、「 Amazon WorkSpaces のクロスリージョン
リダイレクト」を参照してください。クロスリージョンリダイレクトと SAML 2.0 認証を使用する場合、
プライマリディレクトリとフェイルオーバーディレクトリの両方を SAML 2.0 認証に対して有効にし、各
リージョンに関連付けられたリレーステートエンドポイントを使用して IdP で個別に設定する必要があり
ます。これにより、ユーザーがサインインする前に WorkSpaces クライアントアプリケーションを登録す
るときに FQDN を正しく構成でき、フェイルオーバーイベント中にユーザーが認証できるようになりま
す。
次の表は、WorkSpaces SAML 2.0 認証を利用できるリージョンのリレーステートエンドポイントを示して
います。

WorkSpaces SAML 2.0 認証が利用可能なリージョン
リージョン

リレーステートのエンドポイント

米国東部 (バージニア北部) リージョン

workspaces.euc-sso.us-east-1.aws.amazon.com

米国西部 (オレゴン) リージョン

workspaces.euc-sso.us-west-2.aws.amazon.com

アジアパシフィック (ムンバイ) リージョン

workspaces.euc-sso.ap-south-1.aws.amazon.com

アジアパシフィック (ソウル) リージョン

workspaces.euc-sso.apnortheast-2.aws.amazon.com

アジアパシフィック (シンガポール) リージョン

workspaces.euc-sso.apsoutheast-1.aws.amazon.com
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リージョン

リレーステートのエンドポイント

アジアパシフィック (シドニー) リージョン

workspaces.euc-sso.apsoutheast-2.aws.amazon.com

アジアパシフィック (東京) リージョン

workspaces.euc-sso.apnortheast-1.aws.amazon.com

カナダ (中部) リージョン

workspaces.euc-sso.ca-central-1.aws.amazon.com

欧州 (フランクフルト) リージョン

workspaces.euc-sso.eu-central-1.aws.amazon.com

欧州 (アイルランド) リージョン

workspaces.euc-sso.eu-west-1.aws.amazon.com

欧州 (ロンドン) リージョン

workspaces.euc-sso.eu-west-2.aws.amazon.com

ステップ 7: WorkSpaces ディレクトリで SAML 2.0 との統合を
有効にする
最後に、次の手順を実行して、WorkSpaces ディレクトリで SAML 2.0 認証を有効にします。このステッ
プが完了すると、IdP が開始するフローとクライアントアプリケーションが開始するフローを使用して
WorkSpaces クライアントアプリケーションを登録し、WorkSpaces にサインインできます。

Note
SAML 2.0 認証のプレビュー中に、AWS CLI または WorkSpaces API を使用して WorkSpaces
ディレクトリで SAML を設定する必要があります。詳細については、「WorkSpaces の AWS CLI
コマンドリファレンス」、および「Amazon WorkSpaces API リファレンス」を参照してくださ
い。次の例では、AWS CLI を参照しています。
1.

次の「saml.json」ファイルを作成します。

{

}

"ResourceId": "DIRECTORY-ID",
"SamlProperties": {
"Status": "DISABLED | ENABLED | ENABLED_WITH_DIRECTORY_LOGIN_FALLBACK",
"UserAccessUrl": "USER-ACCESS-URL",
"RelayStateParameterName": "RELAY-STATE-PARAMETER-NAME"
}

DIRECTORY-ID を WorkSpaces 管理コンソールで確認できる WorkSpaces ディレクトリ ID に置換し
ます。
Status では、検証方法を使用する場合、次のいずれかの有効なオプションを選択しま
す。DISABLED、ENABLED、ENABLED_WITH_DIRECTORY_LOGIN_FALLBACK。
• DISABLED は WorkSpaces ディレクトリのデフォルトステータスで、SAML 2.0 認証は有効になり
ません。
• ENABLED ステータスは SAML 2.0 認証を有効にします。SAML 2.0 認証をサポートしていないクラ
イアントアプリケーションから WorkSpaces に接続しようとするユーザーは、接続できません。
• ENABLED_WITH_DIRECTORY_LOGIN_FALLBACK ステータスは、サポートされているクライアント
アプリケーションで SAML 2.0 認証を有効にしますが、SAML 2.0 認証をサポートしていないクライ
アントが、SAML 2.0 認証が無効になっているかのように接続することを妨げません。
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UserAccessUrl と RelayStateParameterName については、USER-ACCESS-URL および RELAYSTATE-PARAMETER-NAME をお使いの IdP と、ステップ 1 で設定したアプリケーションに適用でき
る値に置換します。RelayStateParameterName のデフォルト値は、パラメータを省略すると、
「RelayState」になります。次の表に、アプリケーションのさまざまな ID プロバイダーに固有のユー
ザーアクセス URL とリレーステートパラメータ名を示します。この表を使用して、正しい値を判断し
てください。通常、ユーザーアクセス URL は、SAML 2.0 サービスプロバイダー (SP) バインディン
グなしで、アプリケーションをフェデレートして直接アクセスするために、ユーザーが Web ブラウ
ザで移動する URL です。

許可リストに追加するドメインと IP アドレス

2.

ID プロバイダー

パラメータ

ユーザーアクセス URL

ADFS

RelayState

https://<host>/adfs/ls/
idpinitiatedsignon.aspx?
RelayState=RPID=<relayingparty-uri>

Azure AD

RelayState

https://
myapps.microsoft.com/
signin/<app_name>/
<app_id>?
tenantId=<tenant_id>

Duo Single Sign-On

RelayState

https://<subdomain>.sso.duosecurity.com/
saml2/sp/<app_id>/sso

Okta

RelayState

https://
<sub_domain>.okta.com/
app/<app_name>/
<app_id>/sso/saml

OneLogin

RelayState

https://<subdomain>.onelogin.com/
trust/saml2/http-post/
sso/<app-id>

PingFederate

TargetResource

https://<host>/
idp/startSSO.ping?
PartnerSpId=<sp_id>

PingOne

TargetResource

https://
sso.connect.pingidentity.com/
sso/sp/initsso?
saasid=<app_id>&idpid=<idp_id>

必要に応じて「saml.json」パスを調整し、次のコマンドを実行して WorkSpaces ディレクトリを変更
して SAML 認証を有効にします。

aws workspaces modify-saml-properties --region REGION-CODE --cli-input-json file://
saml.json

REGION-CODE を WorkSpaces ディレクトリが存在する AWS リージョンに置換します。
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認証にスマートカードを使用する
WorkSpaces Streaming Protocol (WSP) バンドルの Windows および Linux WorkSpaces では、認証に共通
アクセスカード (CAC) およびパーソナル ID 検証 (PIV) スマートカードを使用できます。
Amazon WorkSpaces は、セッション前認証とセッション内認証の両方でスマートカードの使用をサポー
トします。セッション前認証とは、ユーザーが WorkSpaces にログインしている間に実行されるスマート
カード認証をいいます。セッション内認証とは、ログイン後に実行される認証をいいます。
例えば、ユーザーは、ウェブブラウザやアプリケーションを操作しながら、セッション内認証にスマート
カードを使用できます。また、管理アクセス許可が必要な操作にスマートカードを使用することもできま
す。例えば、ユーザーが Linux WorkSpace に対する管理アクセス許可を持っている場合、sudo および
sudo -i コマンドの実行時にスマートカードを使用して自身を認証できます。
目次
• 要件 (p. 71)
• 制約事項 (p. 71)
• ディレクトリ設定 (p. 72)
• Windows WorkSpaces のスマートカードを有効にする (p. 72)
• Linux WorkSpaces のスマートカードを有効にする (p. 74)

要件
• セッション前認証には、Active Directory Connector (AD Connector) ディレクトリが必要です。AD
Connector は、証明書ベースの相互 Transport Layer Security (相互 TLS) 認証を使用し、ハードウェアま
たはソフトウェアベースのスマートカード証明書を使用して Active Directory に対してユーザーを認証し
ます。AD Connector およびオンプレミスのディレクトリを設定する方法の詳細については、ディレクト
リ設定 (p. 72) を参照してください。
• Windows または Linux WorkSpace でスマートカードを使用するには、Amazon WorkSpaces Windows
クライアントバージョン 3.1.1 以降または WorkSpaces MacOS クライアントのバージョン 3.1.5 以降
を使用する必要があります。Windows および MacOSクライアントでスマートカードを使用する方法の
詳細については、Amazon WorkSpaces ユーザーガイドのスマートカードのサポートを参照してくださ
い。
• ルート CA 証明書およびスマートカード証明書は、特定の要件を満たしている必要があります。詳細に
ついては、 AWS Directory Service 管理ガイドの「スマートカードで使用する AD Connector で mTLS
認証を有効にする」および Microsoft のドキュメントの「証明書の要件」を参照してください。
これらの要件に加えて、Amazon WorkSpaces へのスマートカード認証に使用されるユーザー証明書に
は、以下の属性を含める必要があります。
• 証明書の subjectAltName (SAN) フィールドの AD ユーザーの userPrincipalName (UPN)。ユーザーの
デフォルト UPN のスマートカード証明書を発行することをお勧めします。
• クライアント認証 (1.3.6.1.5.5.7.3.2) 拡張キー使用法 (EKU) 属性。
• スマートカードログオン (1.3.6.1.4.1.311.20.2.2) EKU 属性。
• セッション前認証では、証明書失効チェックにオンライン証明書状態プロトコル (OCSP) は必須です。
セッション内認証では、OCSP を使用することをお勧めしますが、必須ではありません。

制約事項
• 現在、WorkSpaces の Windows クライアントアプリケーションバージョン 3.1.1 以降と macOS クライ
アントアプリケーションバージョン 3.1.5 以降のみが、スマートカード認証をサポートしています。
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• WorkSpaces Windows クライアントアプリケーション 3.1.1 以降では、クライアントが 64 ビットバー
ジョンの Windows で実行されている場合にのみ、スマートカードがサポートされます。
• Ubuntu WorkSpaces は現在スマートカード認証をサポートしていません。
• 現在、スマートカード認証では、AD Connector ディレクトリのみがサポートされています。
• セッション内認証は、WSP がサポートされているすべてのリージョンで利用可能です。セッション前認
証は、以下のリージョンで使用できます。
• アジアパシフィック (シドニー) リージョン
• アジアパシフィック (東京) リージョン
• 欧州 (アイルランド) リージョン
• AWS GovCloud (米国西部) リージョン
• 米国東部 (バージニア北部) リージョン
• 米国西部 (オレゴン) リージョン
• 現在、Linux または Windows WorkSpaces でのセッション内認証およびセッション前認証では、一度に
1 つのスマートカードのみが許可されています。
• 現在、セッション前認証では、同じディレクトリでスマートカード認証とユーザー名およびパスワード
を使用する認証の両方を有効にすることはサポートされていません。
• 現時点では、CAC カードと PIV カードのみがサポートされています。他のタイプのハードウェアまたは
ソフトウェアベースのスマートカードも機能する可能性がありますが、WSP での使用は完全にはテスト
されていません。
• 現在、Windows WorkSpace または Linux WorkSpace セッション中にスマートカードを使用して画
面のロックを解除することはサポートされていません。Windows WorkSpaces でこの問題を回避す
るには、「Windows ロック画面を検出し、セッションを切断するには (p. 73)」をご参照くださ
い。Linux WorkSpaces でこの問題を回避するには、「Linux WorkSpaces でロック画面を無効にするに
は (p. 76)」をご参照ください。

ディレクトリ設定
スマートカード認証を有効にするには、AD Connector ディレクトリおよびオンプレミスのディレクトリを
次の方法で設定する必要があります。
AD Connector ディレクトリの設定
開始する前に、AWS Directory Service 管理ガイドの AD Connector の前提条件の説明に従って AD
Connector ディレクトリが設定されていることを確認します。特に、ファイアウォールで必要なポートを
開いていることを確認してください。
AD Connector ディレクトリの設定を完了するには、AWS Directory Service 管理ガイドの「スマートカー
ドで使用する AD Connector で mTLS 認証を有効にする」の手順に従います。
オンプレミスのディレクトリの設定
AD Connector ディレクトリを設定するだけでなく、オンプレミスのディレクトリのドメインコントロー
ラーに発行される証明書に「KDC 認証」拡張キー使用法 (EKU) が設定されていることも確認する必要が
あります。これを行うには、Active Directory Domain Services (AD DS) のデフォルトの Kerberos 認証証
明書テンプレートを使用します。ドメインコントローラー証明書テンプレートまたはドメインコントロー
ラー認証証明書テンプレートには、スマートカード認証に必要な設定が含まれていないため、これらのテ
ンプレートを使用しないでください。

Windows WorkSpaces のスマートカードを有効にする
Windows でスマートカード認証を有効にする方法の一般的なガイダンスについては、Microsoft のドキュ
メントの「サードパーティの証明機関でスマートカードログオンを有効にするためのガイドライン」をご
参照ください。
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Windows ロック画面を検出してセッションを切断するには
画面がロックされているときに、スマートカードのセッション前認証が有効になっている Windows
WorkSpaces のロックをユーザーが解除できるようにするには、ユーザーのセッションで Windows ロック
画面の検出を有効にします。Windows ロック画面が検出されると、WorkSpace セッションは切断され、
ユーザーはスマートカードを使用して WorkSpaces クライアントから再接続できます。
グループポリシー設定を使用して、Windows ロック画面が検出されたときに、セッションの切断を有
効にできます。詳細については、「WSP の画面ロックの場合のセッションの切断を有効化/無効化す
る (p. 152)」を参照してください
セッション内認証またはセッション前認証を有効にするには
デフォルトでは、Windows WorkSpaces は、セッション前認証またはセッション内認証にスマート
カードの使用をサポートするために有効化されていません。必要に応じグループポリシー設定を使用し
て、Windows WorkSpaces のセッション前認証およびセッション内認証を有効にできます。詳細について
は、「WSP のスマートカードリダイレクトを有効化/無効化する (p. 151)」を参照してください
セッション前認証を使用するには、グループポリシー設定の更新に加えて、AD Connector ディレクトリ設
定からセッション前認証を有効にする必要があります。詳細については、AWS Directory Service 管理ガイ
ドの「スマートカードで使用する AD Connector で mTLS 認証を有効にする」を参照してください。
ユーザーがブラウザでスマートカードを使用できるようにするには
ユーザーが Chrome をブラウザとして使用している場合、スマートカードを使用するために特別な設定は
必要ありません。
ユーザーが Firefox をブラウザとして使用している場合は、グループポリシーを通じて Firefox でスマー
トカードを使用できるように設定できます。GitHub では、これらの Firefox グループポリシーテンプレー
トを使用できます。
例えば、PKCS #11 をサポートするために、Windows 用 OpenSC の 64 ビットバージョンをインストー
ルし、次のグループポリシー設定を使用できます。ここで、NAME_OF_DEVICE は PKCS #11 の識別に使
用する任意の値 (OpenSC など)、PATH_TO_LIBRARY_FOR_DEVICE は PKCS #11 モジュールへのパス
です。このパスは、.DLL 拡張子の付いたライブラリ (C:\Program Files\OpenSC Project\OpenSC
\pkcs11\onepin-opensc-pkcs11.dll など) をポイントする必要があります。
Software\Policies\Mozilla\Firefox\SecurityDevices\NAME_OF_DEVICE
= PATH_TO_LIBRARY_FOR_DEVICE

Tip
OpenSC を使用している場合は、pkcs11 プログラムを実行して OpenSC pkcs11register.exe モジュールを Firefox にロードすることもできます。このプログラムを実行する
には、C:\Program Files\OpenSC Project\OpenSC\tools\pkcs11-register.exe の
ファイルをダブルクリックするか、コマンドプロンプトウィンドウを開き、次のコマンドを実行
します。
"C:\Program Files\OpenSC Project\OpenSC\tools\pkcs11-register.exe"

OpenSC pkcs11 モジュールが Firefox にロードされたことを確認するには、次の操作を行いま
す。
1.

Firefox が既に実行されている場合は、Firefox を終了します。

2.

Firefox を開きます。右上のメニューボタン を選択し、[Options] (オプション) を選択しま
す。
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3.

[about:preferences] ページの左側のナビゲーションペインで、[Privacy & Security] (プライバ
シーとセキュリティ) を選択します。

4.

[Certificates] (証明書) で、[Security Devices] (セキュリティデバイス) を選択します。

5.

[Device Manager] (デバイスマネージャー) ダイアログボックスで、左側のナビゲーションに
OpenSC スマートカードフレームワーク (0.21) が表示され、選択すると次の値が表示されま
す。
モジュール: OpenSC smartcard framework (0.21)
パス: C:\Program Files\OpenSC Project\OpenSC\pkcs11\onepin-openscpkcs11.dll

トラブルシューティング
スマートカードのトラブルシューティングについては、Microsoft のドキュメントの「証明書と構成に関す
る問題」をご参照ください。
問題を引き起こす可能性のある一般的な問題は次のとおりです。
• 証明書へのスロットのマッピングが正しくありません。
• ユーザーと一致する複数の証明書がスマートカードにあること。証明書は、以下の基準を使用して照合
されます。
• 証明書のルート CA。
• 証明書の <KU> フィールドおよび <EKU> フィールド。
• 証明書のサブジェクトの UPN。
• キーの使用に <EKU>msScLogin が含まれる複数の証明書を有していること。
一般的に、スマートカード認証のために、スマートカードの最初のスロットにマッピングされた証明書を
1 つだけ使用することがベストプラクティスです。
スマートカード上の証明書およびキーを管理するためのツール (証明書およびキーの削除または再マッピ
ングなど) は、製造元によって異なる場合があります。詳細については、スマートカードの製造元から提
供されているドキュメントをご参照ください。

Linux WorkSpaces のスマートカードを有効にする
Note
Linux WorkSpaces on WorkSpaces Streaming Protocol (WSP) バンドルは、現時点では AWS
GovCloud (米国西部)リージョンでのみ利用できます。
現在、WSP の Linux WorkSpaces には、次の制限があります。
• クリップボード、オーディオ入力、ビデオ入力、およびタイムゾーンのリダイレクトはサポー
トされていません。
• マルチモニターはサポートされていません。
• WSP の Linux WorkSpaces に接続するには、WorkSpaces Windows クライアントアプリケー
ションを使用する必要があります。
Linux WorkSpaces でスマートカードを使用できるようにするには、ルート CA 証明書ファイルを PEM 形
式で WorkSpace イメージに含める必要があります。
ルート CA 証明書を取得するには
ルート CA 証明書は、いくつかの方法で取得できます。
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• サードパーティーの証明機関によって運用されるルート CA 証明書を使用できます。
• ウェブ登録サイト (http://ip_address/certsrv または http://fqdn/certsrv) を使用して、独
自のルート CA 証明書をエクスポートできます。ここで、ip_address および fqdn はルート証明書
CA サーバーの IP アドレスおよび完全修飾ドメイン名 (FQDN) です。ウェブ登録サイトの使用の詳細に
ついては、Microsoft のドキュメントの「ルート証明機関の証明書をエクスポートする方法」をご参照く
ださい。
• 次の手順を使用して、Active Directory 証明書サービス (AD CS) を実行しているルート CA 証明書
サーバーからルート CA 証明書をエクスポートできます。AD CS のインストールの詳細について
は、Microsoft のドキュメントの「証明機関をインストールする」をご参照ください。
1.

管理者アカウントを使用してルート CA サーバーにログインします。

2.

Windows の [Start] (スタート) メニューから、コマンドプロンプトウィンドウ ([Start] (スタート) >
[Windows System] (Windows システム) > [Command Prompt] (コマンドプロンプト)) を開きます。

3.

次のコマンドを使用して、ルート CA 証明書を新しいファイルにエクスポートします。ここ
で、rootca.cer は新しいファイルの名前です。
certutil -ca.cert rootca.cer

certutil の実行の詳細については、Microsoft のドキュメントの「certutil」をご参照ください。
4.

次の OpenSSL コマンドを使用して、エクスポートされたルート CA 証明書を DER 形式から
PEM 形式に変換します。ここで、rootca は証明書の名前です。OpenSSL の詳細について
は、www.openssl.org をご参照ください。
openssl x509 -inform der -in rootca.cer -out /tmp/rootca.pem

Linux WorkSpaces にルート CA 証明書を追加するには
お客様がスマートカードを有効にするのをサポートするために、この enable_smartcard スクリプトを
当社の Amazon Linux WSP バンドルに追加しました。このスクリプトは以下のアクションを実行します。
• ルート CA 証明書をネットワークセキュリティサービス (NSS) データベースにインポートします。
• PAM (Pluggable Authentication Module) 認証用の pam_pkcs11 モジュールをインストールします。
• WorkSpace プロビジョニング中の pkinit の有効化を含む、デフォルト設定を実行します。
次の手順では、enable_smartcard スクリプトを使用して Linux WorkSpaces にルート CA 証明書を追
加し、Linux WorkSpaces でスマートカードを有効にする方法について説明します。
1.

WSP プロトコルを有効にして新しい Linux WorkSpace を作成します。Amazon WorkSpaces コン
ソールで WorkSpace を起動する際に、[Select Bundles] (バンドルの選択) ページで、プロトコルとし
て [WSP] を選択し、いずれかの Amazon Linux 2 パブリックバンドルを選択します。

2.

新しい WorkSpace で、次のコマンドをルートとして実行します。ここで、pem-path は PEM 形式の
ルート CA 証明書ファイルへのパスです。
/usr/lib/skylight/enable_smartcard --ca-cert pem-path

Note
Linux WorkSpaces では、スマートカード上の証明書が、ユーザーのデフォルト
のユーザープリンシパル名 (UPN) について発行されることを前提としています
(sAMAccountName@domain など)。ここで、domain は完全修飾ドメイン名 (FQDN) です。
代替 UPN サフィックスを使用するには、run /usr/lib/skylight/enable_smartcard
--help をご参照ください。代替 UPN サフィックスのマッピングは、各ユーザーに固有で
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す。したがって、そのマッピングは、各ユーザーの WorkSpace で個別に実行する必要があ
ります。
3.

(オプション) デフォルトでは、Linux WorkSpaces ですべてのサービスについてスマートカード認証が
使用できるように設定されています。特定のサービスについてのみスマートカード認証を使用できる
ようにするには、/etc/pam.d/system-auth を編集する必要があります。必要に応じて、auth の
pam_succeed_if.so 行のコメントを解除し、サービスのリストを編集します。
auth 行のコメントを解除した後、あるサービスについてスマートカード認証を使用できるようにす
るには、その行をリストに追加する必要があります。あるサービスにについてパスワード認証のみを
使用するには、リストからそのサービスを削除する必要があります。

4.

(オプション) 現在、スマートカードを使用して画面のロックを解除することはサポートされていませ
ん。Linux WorkSpaces でロック画面を無効にするには、次の内容を持つ /usr/share/glib-2.0/
schemas/10_screensaver.gschema.override という名前のファイルを作成します。
[org.mate.screensaver]
lock-enabled=false

このファイルを作成したら、次のコマンドを実行します。
sudo glib-compile-schemas /usr/share/glib-2.0/schemas/

5.

WorkSpace に追加のカスタマイズを実行します。例えば、システム全体のポリシーを追加して、ユー
ザーが Firefox でスマートカードを使用できるようにします (p. 76)。(Chrome ユーザーは、ユー
ザー自身がスマートカードを有効にする必要があります。 詳細については、Amazon WorkSpaces
ユーザーガイドの「スマートカードのサポート」を参照してください。

6.

WorkSpace からカスタム WorkSpace イメージとバンドルを作成 (p. 197)します。

7.

新しいカスタムバンドルを使用して、ユーザーの WorkSpaces を起動します。

ユーザーが Firefox でスマートカードを使用できるようにするには
Linux WorkSpace イメージに SecurityDevices ポリシーを追加することで、ユーザーが Firefox でスマート
カードを使用できるようにすることができます。システム全体のポリシーの Firefox への追加の詳細につい
ては、GitHub の Mozilla のポリシーテンプレートをご参照ください。
1.

WorkSpace イメージの作成に使用している WorkSpace で、policies.json という名前の新しい
ファイルを /usr/lib64/firefox/distribution/ で作成します。

2.

JSON ファイルで、次の SecurityDevices ポリシーを追加します。ここで、NAME_OF_DEVICE は
pkcs モジュールの識別に使用する任意の値です。例えば、"OpenSC" などの値を使用できます。
{

}

"policies": {
"SecurityDevices": {
"NAME_OF_DEVICE": "/usr/lib64/opensc-pkcs11.so"
}
}

トラブルシューティング
トラブルシューティングのために、pkcs11-tools ユーティリティを追加することをお勧めします。この
ユーティリティを使用すると、次のアクションを実行できます。
• 各スマートカードを一覧表示します。
• 各スマートカードのスロットを一覧表示します。
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• 各スマートカードの証明書を一覧表示します。
問題を引き起こす可能性のある一般的な問題は次のとおりです。
• 証明書へのスロットのマッピングが正しくありません。
• ユーザーと一致する複数の証明書がスマートカードにあること。証明書は、以下の基準を使用して照合
されます。
• 証明書のルート CA。
• 証明書の <KU> フィールドおよび <EKU> フィールド。
• 証明書のサブジェクトの UPN。
• キーの使用に <EKU>msScLogin が含まれる複数の証明書を有していること。
一般的に、スマートカード認証のために、スマートカードの最初のスロットにマッピングされた証明書を
1 つだけ使用することがベストプラクティスです。
スマートカード上の証明書およびキーを管理するためのツール (証明書およびキーの削除または再マッピ
ングなど) は、製造元によって異なる場合があります。スマートカードの操作に使用できるその他のツー
ルは次のとおりです。
• opensc-explorer
• opensc-tool
• pkcs11_inspect
• pkcs11_listcerts
• pkcs15-tool

デバッグログを有効にするには
pam_pkcs11 および pam-krb5 の設定のトラブルシューティングを行うには、デバッグのログを有効に
します。
1.

/etc/pam.d/system-auth-ac ファイルで、auth アクションを編集し、nodebug の
pam_pksc11.so パラメータを debug に変更します。

2.

/etc/pam_pkcs11/pam_pkcs11.conf ファイルで、debug = false; を debug = true; に変
更します。debug オプションは、各マッパーモジュールに個別に適用されるので、pam_pkcs11 セク
ションの直下と適切なマッパーセクション (デフォルトでは、これは mapper generic) の両方で変
更する必要がある場合があります。

3.

/etc/pam.d/system-auth-ac ファイルで、auth アクションを編集し、debug または
debug_sensitive パラメータを pam_krb5.so に追加します。

デバッグのログを有効にすると、システムはアクティブな端末に直接 pam_pkcs11 デバッグメッセージを
出力します。pam_krb5 からのメッセージは /var/log/secure でログインされます。
スマートカード証明書がマップされるユーザー名を確認するには、次の pklogin_finder コマンドを使
用します。
sudo pklogin_finder debug config_file=/etc/pam_pkcs11/pam_pkcs11.conf

プロンプトが表示されたら、スマートカードの PIN を入力します。pklogin_finder は、スマート
カード証明書のユーザー名を stdout に NETBIOS\username 形式で出力します。このユーザー名は
WorkSpace ユーザー名と一致する必要があります。
Active Directory Domain Services (AD DS) では、NetBIOS ドメイン名は Windows 2000 より前のドメイン
名です。通常 (ただし、常にではありません)、NetBIOS ドメイン名はドメインネームシステム (DNS) ドメ
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イン名のサブドメインです。例えば、DNS ドメイン名が example.com の場合、NetBIOS ドメイン名は
通常 EXAMPLE です。DNS ドメイン名が corp.example.com の場合、NetBIOS ドメイン名は通常 CORP
です。
例えば、mmajor ドメイン内のユーザー corp.example.com の場合、pklogin_finder からの出力は
CORP\mmajor です。

Note
メッセージ "ERROR:pam_pkcs11.c:504: verify_certificate() failed" を受け取った
場合、このメッセージは、pam_pkcs11 がユーザー名の条件に一致する証明書をスマートカード
上に見つけたものの、マシンで認識されるルート CA 証明書に連鎖していないことを示します。
この場合、pam_pkcs11 は上記のメッセージを出力し、次の証明書を試します。認証を許可する
のは、ユーザー名と一致し、かつ、認識されたルート CA 証明書まで連鎖する証明書が見つかっ
た場合だけです。
pam_krb5 設定をトラブルシューティングするには、次のコマンドを使用して、デバッグモードで手動で
kinit を起動できます。
KRB5_TRACE=/dev/stdout kinit -V

このコマンドは、Kerberos Ticket Granting Ticket (TGT) を正常に取得するはずです。失敗する場合は、正
しい Kerberos プリンシパル名をコマンドに明示的に追加してみてください。例えば、ドメイン mmajor
内のユーザー corp.example.com の場合は、次のコマンドを使用します。
KRB5_TRACE=/dev/stdout kinit -V mmajor

このコマンドが成功した場合、WorkSpace ユーザー名から Kerberos プリンシパル名へのマッピングに問
題がある可能性が最も高いです。[appdefaults]/pam/mappings ファイル内の /etc/krb5.conf セ
クションを確認してください。
このコマンドが成功せず、パスワードベースの kinit コマンドが成功した場合は、pkinit_ ファイル内
の /etc/krb5.conf に関連する設定を確認してください。例えば、スマートカードに複数の証明書が含
まれている場合は、pkinit_cert_match に変更を加える必要がある場合があります。

WorkSpace からのインターネットアクセスを提供
する
オペレーティングシステムの更新をインストールしてアプリケーションをデプロイできるよう
に、WorkSpaces はインターネットにアクセスできる必要があります。次のいずれかのオプションを使用
して、Virtual Private Cloud (VPC) の WorkSpaces がインターネットにアクセスできるようにします。

オプション
• プライベートサブネットで WorkSpaces を起動し、VPC のパブリックサブネットで NAT ゲートウェイ
を設定します。
• パブリックサブネットで WorkSpaces を起動し、WorkSpaces にパブリック IP アドレスを自動的また
は手動で割り当てます。
これらのオプションの詳細については、WorkSpaces 用に VPC を設定する (p. 12) の対応するセクショ
ンを参照してください。
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これらのオプションのいずれかを使用して、WorkSpaces のセキュリティグループがすべての宛先
（0.0.0.0/0）へのポート 80（HTTP）および 443（HTTPS）のアウトバウンドトラフィックを許可し
ていることを確認する必要があります。
Amazon WAM
Amazon WorkSpaces Application Manager (Amazon WAM) を使用して WorkSpaces にアプリケーション
をデプロイする場合は、WorkSpaces がインターネットにアクセスできる必要があります。
Amazon Linux Extras Library
Amazon Linux リポジトリを使用している場合は、Amazon Linux WorkSpaces がインターネットにアクセ
スできるか、このリポジトリおよびメイン Amazon Linux リポジトリへの VPC エンドポイントを設定する
必要があります。詳細については、Amazon S3 のエンドポイントの例: Amazon Linux AMI リポジトリへ
のアクセスの有効化のセクションを参照してください。Amazon Linux AMI リポジトリは、各リージョン
内の Amazon S3 バケットです。VPC 内のインスタンスが、エンドポイント経由でリポジトリにアクセス
できるようにする場合、それらのバケットへのアクセスを有効にするエンドポイントポリシーを作成しま
す。次のポリシーでは、Amazon Linux リポジトリへのアクセスが許可されます。
{

}

"Statement": [
{
"Sid": "AmazonLinux2AMIRepositoryAccess",
"Principal": "*",
"Action": [
"s3:GetObject"
],
"Effect": "Allow",
"Resource": [
"arn:aws:s3:::amazonlinux.*.amazonaws.com/*"
]
}
]

WorkSpaces のセキュリティグループ
WorkSpaces にディレクトリを登録すると、2 つのセキュリティグループが作成されます。1 つはディ
レクトリコントローラー用で、もう 1 つはディレクトリ内の WorkSpaces 用です。ディレクトリコント
ローラーのセキュリティグループの名前は、ディレクトリ識別子の後に _controllers が続きます (たとえ
ば、d-12345678e1_controllers)。WorkSpaces のセキュリティグループの名前は、ディレクトリ識別子の
後に _workspacesMembers が続きます (たとえば、d-123456fc11_workspacesMembers)。

Warning
_controllers および _workspacesMembers セキュリティグループを変更または削除しないでくだ
さい。これらのセキュリティグループを変更または削除する場合は注意が必要です。これらのグ
ループを再作成したり、変更または削除した後に追加し直したりすることはできないからです。
詳細は、「Linux インスタンス用の Amazon EC2 セキュリティグループ」または「Windows イン
スタンス用 Amazon EC2 セキュリティグループ」を参照してください。
デフォルトの WorkSpaces セキュリティグループをディレクトリに追加できます。新しいセキュリティ
グループを WorkSpaces ディレクトリに関連付けると、新しい WorkSpaces を起動したときや、既存の
WorkSpaces を再構築したときに、新しいセキュリティグループが追加されます。このトピックで後ほど
説明するように、既存の WorkSpaces を再構築することなく、この新しいデフォルトのセキュリティグ
ループを追加する (p. 80)こともできます。
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複数のセキュリティグループを WorkSpaces ディレクトリに関連付けると、すべてのセキュリティグルー
プのルールが効率的にまとめられて 1 つのルールセットが作成されます。セキュリティグループルールを
できるだけ凝縮することをお勧めします。
VPC セキュリティグループの詳細については、Amazon VPC ユーザーガイドの VPC のセキュリティグ
ループを参照してください。

WorkSpaces ディレクトリにセキュリティグループを追加するには
1.

https://console.aws.amazon.com/workspaces/ で WorkSpaces コンソールを開きます。

2.

ナビゲーションペインで [Directories] を選択します。

3.

ディレクトリを選択し、[Actions]、[Update Details] の順に選択します。

4.

[Security Group] を展開して、セキュリティグループを選択します。

5.

[Update and Exit] を選択します。

既存の WorkSpaces を再構築せずにそこにセキュリティグループを追加するには、新しいセキュリティグ
ループを WorkSpaces の Elastic Network Interface (ENI) に割り当てます。

既存の WorkSpace にセキュリティグループを追加するには
1.

2.

更新が必要な各 WorkSpace の IP アドレスを確認します。
a.

https://console.aws.amazon.com/workspaces/ で WorkSpaces コンソールを開きます。

b.

各 WorkSpace を展開し、その WorkSpace IP アドレスを記録します。

各 WorkSpace の ENI を見つけ、セキュリティグループの割り当てを更新します。
a.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

b.

[ネットワークとセキュリティ] で、[ネットワークインターフェイス] を選択します。

c.

ステップ 1 で記録した最初の IP アドレスを検索します。

d.

IP アドレスに関連付けられている ENI を選択し、[アクション]、[セキュリティグループの変更]
の順に選択します。

e.

新しいセキュリティグループを選択し、[保存] を選択します。

f.

他の WorkSpaces についても、必要に応じてこのプロセスを繰り返します。

WorkSpaces の IP アクセスコントロールグループ
Amazon WorkSpaces では、WorkSpaces にアクセスできる IP アドレスを制御できます。IP アドレスに基
づくコントロールグループを使用すると、信頼できる IP アドレスのグループを定義および管理し、信頼で
きるネットワークに接続しているときにだけ WorkSpaces にアクセスできるようにすることができます。
IP アクセスアクセスコントロールグループは、ユーザーが自分の WorkSpaces にアクセスできる IP アド
レスを制御する仮想ファイアウォールとして機能します。CIDR アドレス範囲を指定するには、IP アクセ
スコントロールグループにルールを追加し、グループをディレクトリに関連付けます。各 IP アクセスコン
トロールグループを1 つまたは複数のディレクトリに関連付けることができます。AWS アカウントあたり
最大 100 の IP アクセスコントロールグループをリージョンごとに作成できます。ただし、1 つのディレク
トリに関連付けることができるのは、最大 25 の IP アクセスコントロールグループのみです。
デフォルトの IP アクセスコントロールグループが各ディレクトリに関連付けられています。このデフォル
トのグループには、ユーザーがどこからでも自分の WorkSpaces にアクセスできるようにするデフォルト
のルールが含まれています。ディレクトリのデフォルトの IP アクセスコントロールグループを変更するこ
とはできません。IP アクセスコントロールグループをディレクトリに関連付けない場合は、デフォルトの
グループが使用されます。IP アクセスコントロールグループをディレクトリに関連付けると、デフォルト
の IP アクセスコントロールグループの関連付けが解除されます。
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信頼できるネットワークのパブリック IP アドレスと IP アドレスの範囲を指定するには、IP アクセスコン
トロールグループにルールを追加します。ユーザーが NAT ゲートウェイまたは VPN 経由で WorkSpaces
にアクセスする場合は、NAT ゲートウェイまたは VPN のパブリック IP アドレスからのトラフィックを許
可するルールを作成する必要があります。

Note
• IP アクセスコントロールグループでは、NAT 用に動的 IP アドレスを使用することはできませ
ん。NAT を使用している場合は、動的 IP アドレスではなく静的 IP アドレスを使用するように
設定します。WorkSpaces セッションの間、NAT がすべての UDP トラフィックを同じ静的 IP
アドレス経由でルーティングするようにします。
• IP アクセス制御グループは、ユーザーが WorkSpaces にストリーミングセッションを接続でき
る IP アドレスを制御します。ユーザーは、Amazon WorkSpaces パブリック API を使用して、
任意の IP アドレスから再起動、再構築、シャットダウンなどの機能を実行できます。
この機能は、Web Access、PCoIP ゼロクライアント、ならびに
macOS、iPad、Windows、Chromebook、および Android 用のクライアントアプリケーションで使用でき
ます。

IP アクセスコントロールグループを作成する
IP アクセスコントロールグループは、次のように作成できます。各 IP アクセスコントロールグループに
は、最大 10 個のルールを含めることができます。

IP アクセスコントロールグループを作成するには
1.

https://console.aws.amazon.com/workspaces/ で WorkSpaces コンソールを開きます。

2.

ナビゲーションペインで [IP アクセスコントロール] を選択します。

3.

[IP グループの作成] を選択します。

4.

[IP グループの作成] ダイアログボックスで、グループ名と説明を入力し、[作成] を選択します。

5.

グループを選択してから、[編集] を選択します。

6.

各 IP アドレスで、[Add Rule (ルールの追加)] を選択します。[Source (送信元)] に IP アドレスまたは
IP アドレスの範囲を入力します。[説明] に説明を入力します。ルールの追加を完了したら、[保存] を
選択します。

IP アクセスコントロールグループをディレクトリに関
連付ける
IP アクセスコントロールグループをディレクトリに関連付けることで、信頼できるネットワークからのみ
WorkSpaces にアクセスできるようにすることができます。
ルールを持たない IP アクセスコントロールグループをディレクトリに関連付けると、すべての
WorkSpaces へのすべてのアクセスがブロックされます。

IP アクセスコントロールグループをディレクトリに関連付けるには
1.

https://console.aws.amazon.com/workspaces/ で WorkSpaces コンソールを開きます。

2.

ナビゲーションペインで [Directories] を選択します。

3.

ディレクトリを選択し、[Actions]、[Update Details] の順に選択します。

4.

[IP アクセスコントロールグループ] を展開し、1 つ以上の IP アクセスコントロールグループを選択し
ます。

5.

[Update and Exit] を選択します。
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IP アクセスコントロールグループをコピーする
既存の IP アクセスコントロールグループを新しい IP アクセスコントロールグループを作成するための
ベースとして使用できます。

既存の IP アクセスコントロールグループから新しいグループを作成するには
1.

https://console.aws.amazon.com/workspaces/ で WorkSpaces コンソールを開きます。

2.
3.
4.

ナビゲーションペインで [IP アクセスコントロール] を選択します。
グループを選択して、[アクション]、[コピーして新規作成] の順に選択します。
[IP グループのコピー] ダイアログボックスで、新しいグループの名前と説明を入力し、[グループのコ
ピー] を選択します。

5.

(オプション) 元のグループからコピーしたルールを変更するには、新しいグループを選択し、[編集]
を選択します。必要に応じてルールを追加、更新、または削除します。[保存] を選択します。

IP アクセスコントロールグループを削除する
IP アクセスコントロールグループからいつでもルールを削除できます。WorkSpace への接続を許可する
ために使用されたルールを削除すると、そのユーザーは WorkSpace から切断されます。
IP アクセスコントロールグループを削除する前に、任意のディレクトリから関連付けを解除する必要があ
ります。

IP アクセスコントロールグループを削除するには
1.
2.

https://console.aws.amazon.com/workspaces/ で WorkSpaces コンソールを開きます。
ナビゲーションペインで [Directories] を選択します。

3.

IP アクセスコントロールグループに関連付けられている各ディレクトリで、ディレクトリを選択し、
[アクション]、[更新の詳細] の順に選択します。[IP アクセスコントロールグループ] を展開し、IP ア
クセスコントロールグループのチェックボックスをオフにして、[更新と終了] を選択します。

4.
5.

ナビゲーションペインで [IP アクセスコントロール] を選択します。
グループを選択し、[アクション]、[IP グループの削除] を選択します。

WorkSpaces の PCoIP ゼロクライアントをセット
アップする
PCoIP ゼロクライアントは、PCoIP プロトコルを使用する WorkSpaces バンドルと互換性があります。
ゼロクライアントデバイスにファームウェアバージョン 6.0.0 以降がある場合、ユーザーは各自の
WorkSpaces に直接接続できます。ユーザーが、ゼロクライアントデバイスを使用して WorkSpaces に直
接接続する場合には、WorkSpaces ディレクトリに Multi-Factor Authentication (MFA) を使用することをお
勧めします。ディレクトリに MFA を使用する方法については、次のドキュメントを参照してください。
• AWS Managed Microsoft AD — AWS Directory Service管理ガイドの AWS Managed Microsoft AD の多
要素認証を有効にする
• AD Connector — AWS Directory Service 管理ガイドの AD Connector の多要素認証を有効にするおよび
多要素認証 (AD Connector) (p. 100)
• 信頼されたドメイン — AWS Directory Service 管理ガイドの AWS Managed Microsoft AD の多要素認証
を有効にする
• Simple AD — 多要素認証は、Simple AD では使用できません。
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2021 年 4 月 13 日以降、バージョンが 4.6.0～6.0.0 のゼロクライアントデバイスファームウェアで
は、PCoIP Connection Manager の使用がサポートされなくなりました。バージョンが 6.0.0 以降では
ないゼロクライアントファームウェアをご使用のお客様は、https://www.teradici.com/desktop-access の
Desktop Access サブスクリプションを通じて最新のファームウェアをご入手いただけます。

Important
• Teradici PCoIP Administrative Web Interface (AWI) または Teradici PCoIP Management
Console (MC) で、必ずネットワークタイムプロトコル (NTP) を有効にします。NTP ホストの
DNS 名には pool.ntp.org を使用し、NTP ホストポートを 123 に設定します。NTP が有効
になっていない場合、PCoIP ゼロクライアントユーザーに、「指定された証明書はタイムスタ
ンプのため無効です」などの証明書の失敗エラーが表示されることがあります。
• PCoIP エージェントのバージョン 20.10.4 以降、Amazon WorkSpaces は、Windows レジスト
リを介して USB リダイレクトをデフォルトで無効にします。このレジストリ設定は、ユーザー
が PCoIP ゼロクライアントデバイスを使用して WorkSpaces に接続する場合の USB 周辺機
器の動作に影響します。詳細については、「」を参照してくださいPCoIP ゼロクライアントで
USB プリンタと他の USB 周辺機器が動作しない (p. 280)
PCoIP ゼロクライアントデバイスをセットアップし、接続する方法については、Amazon WorkSpaces
ユーザーガイドの PCoIP ゼロクライアントを参照してください。承認された PCoIP ゼロクライアントデ
バイスのリストについては、Teradici ウェブサイトの「PCoIP Zero Clients」をご参照ください。

Chromebook 用の Android のセットアップ
バージョン 2.4.13 は、Amazon WorkSpaces Chromebook クライアントアプリケーションの最終リリース
です。Google は Chrome アプリのサポートを段階的に廃止するため、WorkSpaces Chromebook クライア
ントアプリケーションはこれ以上更新されず、その使用はサポートされません。
Android アプリケーションのインストールに対応している Chromebook では、代わりに WorkSpaces
Android クライアントアプリケーションを使用することをお勧めします。
2019 年より前に発売された一部の Chromebook では、ユーザーが Amazon WorkSpaces Android クライ
アントアプリケーションをインストールするには、事前に Android アプリのインストールを有効にする
必要があります。詳細については、「Chrome OS Systems Supporting Android Apps」を参照してくださ
い。
ユーザーの Chromebook で Android アプリをインストールできるようにリモート管理する方法について
は、「Set up Android on Chrome devices」を参照してください。

Amazon WorkSpaces Web Access を有効化および
設定する
ほとんどの WorkSpaces バンドルは、Amazon WorkSpaces Web Access をサポートしています。ウェブ
ブラウザのアクセスをサポートする WorkSpaces のリストについては、「ウェブアクセスはどの Amazon
WorkSpaces バンドルでサポートされていますか?」を参照してください。クライアントアクセス、Web
アクセス、およびユーザーエクスペリエンスで。

Note
• Web Access は現在、アジアパシフィック (ムンバイ) リージョンではご利用いただけません。
• Web Access は、PCoIP プロトコルを使用する一部の Windows 10 WorkSpaces では使用でき
ません。PCoIP WorkSpace が Windows Server 2019 に搭載されている場合、Web Access は
使用できません。
• ウェブブラウザを使用して Amazon Linux WorkSpaces に接続することはできません。
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Important
2020 年 10 月 1 日以降、お客様は Amazon WorkSpaces Web Access クライアントを使用
して Windows 7 カスタム WorkSpaces または Windows 7 Bring-Your-Own-License (BYOL)
WorkSpaces に接続できなくなります。

ステップ 1: WorkSpaces で Web Access を有効にす
る
WorkSpaces への Web Access は、ディレクトリレベルで制御します。Web Access クライアント経由の
アクセスをユーザーに許可する WorkSpaces を含むディレクトリごとに、以下のステップを実行します。

WorkSpaces への Web Access を有効にするには
1.
2.

https://console.aws.amazon.com/workspaces/ で WorkSpaces コンソールを開きます。
ナビゲーションペインで [Directories] を選択します。

3.

該当するディレクトリを選択し、[Actions]、[Update Details] の順に選択します。

4.

[ アクセスコントロールのオプション] を展開し、[Other Platforms] セクションを検索します。

5.

[Web Access] を選択します。

6.

[Update and Exit] を選択します。

ステップ 2: Web Access 用のポートへのインバウンド
およびアウトバウンドアクセスを設定する
Amazon WorkSpaces Web Access では、特定のポートに対するインバウンドおよびアウトバウンドアク
セスが必要です。詳細については、「」を参照してくださいウェブアクセスのポート (p. 18)

ステップ 3: グループポリシーとセキュリティポリ
シーの設定を構成してユーザーがログオンできるよう
にする
Amazon WorkSpaces では、ユーザーが Web Access クライアントから正常にログオンできるように、専
用のログオン画面設定を使用しています。
Web Access ユーザーが WorkSpaces にログオンできるようにするには、グループポリシー設定と 3 つの
セキュリティポリシー設定を構成する必要があります。これらの設定が正しく設定されていないと、ログ
オン時間が長くなったり、WorkSpaces にログオンする際にブラックスクリーンがユーザーに表示された
りする場合があります。これらの設定を構成するには、次の手順に従います。
グループポリシーオブジェクト (GPO) を使用して、Windows WorkSpaces または Windows WorkSpaces
ディレクトリの一部であるユーザーを管理するための設定を適用できます。WorkSpaces コンピュータオ
ブジェクト用の組織単位と WorkSpaces ユーザーオブジェクト用の組織単位を作成することをお勧めしま
す。
Active Directory 管理ツールを使用して GPO を操作する方法の詳細については、AWS Directory Service 管
理ガイドの Active Directory 管理ツールのインストールを参照してください。

WorkSpaces ログオンエージェントを有効にしてユーザーを切り替えるには
ほとんどの場合、ユーザーが WorkSpace にログオンする際、そのユーザーの名前にユーザー名フィール
ドがあらかじめ設定されています。ただし、管理者が WorkSpace への RDP 接続を確立してメンテナンス
タスクを実行した場合、ユーザー名フィールドには管理者の名前が追加されます。
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この問題を回避するには、グループポリシー設定の [Hide entry points for Fast User Switching] を無効にし
ます。この設定を無効にすると、WorkSpaces ログオンエージェントで [Switch User] ボタンを使用して、
ユーザー名フィールドに正しい名前を追加することができます。
1.

グループポリシー管理ツール (gpmc.msc) を開き、WorkSpaces に使用するディレクトリのドメイン
またはドメインコントローラーレベルで GPO に移動して選択します (ドメインに WorkSpaces グルー
プポリシー管理用テンプレート (p. 136)がインストールされている場合は、WorkSpaces マシンアカ
ウント用の WorkSpaces GPO を使用できます。)

2.

メインメニューの [Action]、[Edit] を選択します。

3.

グループポリシー管理エディタで、[Computer Configuration]、[Policies]、[Administrative
Templates]、[System]、[Logon] の順に選択します。

4.

[Hide entry points for Fast User Switching] 設定を開きます。

5.

[Hide entry points for Fast User Switching] ダイアログボックスで、[無効]、[OK] の順に選択します。

最後にログオンしたユーザー名を非表示にするには
デフォルトでは、[Switch User] ボタンではなく、最後にログオンしたユーザーのリストが表示されま
す。WorkSpace の設定によって、このリストは [Other User] タイルに表示されない場合があります。リス
トが表示されない場合や、あらかじめ設定されたユーザー名が正しくない場合は、WorkSpaces ログオン
エージェントを使用してフィールドに正しい名前を追加することはできません。
この問題を回避するには、セキュリティポリシー設定 [Interactive logon: Don't display last signed-in] また
は [Interactive logon: Do not display last user name] (使用している Windows のバージョンに応じて) を有
効にします。
1.

グループポリシー管理ツール (gpmc.msc) を開き、WorkSpaces に使用するディレクトリのドメイン
またはドメインコントローラーレベルで GPO に移動して選択します (ドメインに WorkSpaces グルー
プポリシー管理用テンプレート (p. 136)がインストールされている場合は、WorkSpaces マシンアカ
ウント用の WorkSpaces GPO を使用できます。)

2.

メインメニューの [Action]、[Edit] を選択します。

3.

グループポリシー管理エディタで、[Computer Configuration]、[Windows Settings]、[Security
Settings]、[Local Policies]、[Security Options] の順に選択します。

4.

次のいずれかの設定を開きます。
• Windows 7 の場合 — Interactive logon: Don't display last signed-in
• Windows 10 の場合 — Interactive logon: Do not display last user name

5.

該当する設定の [プロパティ] ダイアログボックスで、[有効]、[OK] の順に選択します。

ユーザーがログオンするために Ctrl+Alt+Del キーを押すようにするには
WorkSpaces Web Access では、ユーザーがログオンする前に Ctrl+Alt+Del キーを押す必要があります。
ユーザーがログオンする前に Ctrl+Alt+Del キーを押すように要求すると、ユーザーがパスワードを入力す
るときに信頼されたパスを使用できるようになります。
1.

グループポリシー管理ツール (gpmc.msc) を開き、WorkSpaces に使用するディレクトリのドメイン
またはドメインコントローラーレベルで GPO に移動して選択します (ドメインに WorkSpaces グルー
プポリシー管理用テンプレート (p. 136)がインストールされている場合は、WorkSpaces マシンアカ
ウント用の WorkSpaces GPO を使用できます。)

2.

メインメニューの [Action]、[Edit] を選択します。

3.

グループポリシー管理エディタで、[Computer Configuration]、[Windows Settings]、[Security
Settings]、[Local Policies]、[Security Options] の順に選択します。

4.

[Interactive logon: Do not require CTRL+ALT+DEL] 設定を開きます。
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5.

[Local Security Setting] タブで、[Disabled] を選択して [OK] を選択します。

セッションがロックされているときにドメインとユーザー情報を表示するには
WorkSpaces ログオンエージェントは、ユーザーの名前とドメインを検索します。この設定を構成する
と、ロック画面にユーザーのフルネーム (Active Directory で指定されている場合)、ドメイン名、および
ユーザー名が表示されます。
1.

グループポリシー管理ツール (gpmc.msc) を開き、WorkSpaces に使用するディレクトリのドメイン
またはドメインコントローラーレベルで GPO に移動して選択します (ドメインに WorkSpaces グルー
プポリシー管理用テンプレート (p. 136)がインストールされている場合は、WorkSpaces マシンアカ
ウント用の WorkSpaces GPO を使用できます。)

2.

メインメニューの [Action]、[Edit] を選択します。

3.

グループポリシー管理エディタで、[Computer Configuration]、[Windows Settings]、[Security
Settings]、[Local Policies]、[Security Options] の順に選択します。

4.

[Interactive logon: Display user information when the session is locked] 設定を開きます。

5.

[Local Security Setting] タブで、[User display name, domain and user names] を選択し、[OK] を選択
します。

グループポリシーとセキュリティポリシーの設定の変更を適用するには
グループポリシーおよびセキュリティポリシー設定の変更は、WorkSpace の次回のグループポリシーの
更新後、および WorkSpace セッションの再起動後に有効になります。前の手順でグループポリシーとセ
キュリティポリシーの変更を適用するには、次のいずれかの操作を行います。
• WorkSpace を再起動します (Amazon WorkSpaces コンソールで、WorkSpace を選択し、[Actions] (ア
クション)、[Reboot WorkSpaces] (WorkSpaces の再起動) を選択します)。
• 管理コマンドプロンプトから、gpupdate /force と入力します。

FedRAMP 認証または DoD SRG 準拠のために
Amazon WorkSpaces をセットアップする
Federal Risk and Authorization Management Program (FedRAMP) または Department of
Defense(DoD)Cloud Computing Security Requirements Guide (SRG) に準拠するには、ディレクトリレベ
ルで連邦情報処理標準 (FIPS) エンドポイント暗号化を使用するように Amazon WorkSpaces を設定する必
要があります。また、FedRAMP 認証を持っているか、DoD SRG に準拠している米国の AWS リージョン
を使用する必要があります。
FedRAMP 認証レベル (Moderate または High) あるいは DoD SRG 影響レベル (2、4、または 5)
は、Amazon WorkSpaces が使用されている米国の AWS リージョンによって異なります。各リージョン
に適用される FedRAMP 認証と DoD SRG コンプライアンスのレベルについては、AWSコンプライアンス
プログラムによる対象範囲内の のサービスを参照してください。

Note
FIPS エンドポイント暗号化を使用するだけでなく、WorkSpaces を暗号化することもできます。
詳細については、「暗号化されたWorkSpaces (p. 175)」を参照してください。

要件
• FedRAMP 認証を持っているか、DoD SRG に準拠している米国の AWS リージョンで WorkSpaces を
作成する必要があります。
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• WorkSpaces ディレクトリは、エンドポイント暗号化に FIPS 140-2 検証モードを使用するように設定す
る必要があります。

Note
FIPS 140-2 検証モード 設定を使用するには、WorkSpaces ディレクトリが新規であるか、ディ
レクトリ内の既存のすべての WorkSpaces がエンドポイント暗号化に FIPS 140-2 検証モー
ドを使用している必要があります。それ以外の場合は、この設定を使用することはできませ
ん。したがって、作成する WorkSpaces は FedRAMP または DoD のセキュリティ要件に準拠
しません。
• ユーザーは、次のいずれかの WorkSpaces クライアントアプリケーションから WorkSpaces にアクセス
する必要があります。
• Windows 2.4.3 以降
• macOS 2.4.3 以降
• Linux: 3.0.0 以降
• iOS 2.4.1 以降
• Android: 2.4.1 以降
• Fire タブレット: 2.4.1 以降
• ChromeOS: 2.4.1 以降

FIPS エンドポイント暗号化を使用するには
1.

https://console.aws.amazon.com/workspaces/ で WorkSpaces コンソールを開きます。

2.

ナビゲーションペインで [Directories] を選択します。

3.

FedRAMP 認証および DoD SRG 準拠の WorkSpaces を作成するディレクトリに、既存の
WorkSpaces が関連付けられていないことを確認します。ディレクトリに関連付けられた
WorkSpaces があり、そのディレクトリで FIPS 140-2 検証モードの使用がすでに有効になっていない
場合は、WorkSpaces を終了するか、新しいディレクトリを作成します。

4.

上記の条件を満たすディレクトリを選択し、[アクション]、[Update Details (詳細の更新)] の順に選択
します。

5.

[Update Directory Details (ディレクトリ詳細の更新)] ページで、矢印を選択して [Access Control
Options (アクセスコントロールのオプション)] セクションを展開します。

6.

[Endpoint Encryption (エンドポイントの暗号化)] で、[TLS Encryption Mode (Standard) (TLS 暗号化
モード (標準))] ではなく [FIPS 140-2 Validated Mode (FIPS 140-2 検証済みモード) ] を選択します。

7.

[Update and Exit] を選択します。

8.

FedRAMP 認証済みで DoD SRG に準拠した WorkSpaces をこのディレクトリから作成できるように
なりました。これらの WorkSpaces にアクセスするには、前述の「要件 (p. 86)」セクションにリ
ストされているいずれかの WorkSpaces クライアントアプリケーションを使用する必要があります。

Linux WorkSpaces の SSH 接続を有効にする
コマンドラインを使用して Amazon Linux WorkSpaces に接続する場合は、SSH 接続を使用します。SSH
接続は、ディレクトリのすべての WorkSpaces、またはディレクトリの各 WorkSpaces に対して有効にす
ることができます。
SSH 接続を有効にするには、新しいセキュリティグループを作成するか、既存のセキュリティグループ
を更新して、この目的でインバウンドトラフィックを許可するルールを追加します。セキュリティグルー
プは、関連付けられたインスタンスのファイアウォールとして動作し、インバウンドトラフィックとア
ウトバウンドトラフィックの両方をインスタンスレベルでコントロールします。セキュリティグループを
作成または更新したら、ユーザーは、PuTTY などのターミナルを使用して、デバイスから Amazon Linux
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WorkSpaces に接続することができます。詳細については、「the section called “セキュリティグルー
プ” (p. 79)」を参照してください。
動画のチュートリアルについては、AWS ナレッジセンターの SSH を使用して Linux Amazon
WorkSpaces に接続する方法を参照してください。
目次
• Amazon Linux WorkSpaces に SSH 接続するための前提条件 (p. 88)
• ディレクトリ内のすべての Amazon Linux WorkSpaces への SSH 接続を有効にする (p. 89)
• 特定の Amazon Linux WorkSpace への SSH 接続を有効にする (p. 89)
• Linux または PuTTY を使用して Amazon Linux WorkSpace に接続する (p. 90)

Amazon Linux WorkSpaces に SSH 接続するための前
提条件
• WorkSpace へのインバウンド SSH トラフィックを有効にする — 1 つ以上の Amazon Linux
WorkSpaces へのインバウンド SSH トラフィックを許可するルールを追加するには、WorkSpaces への
SSH 接続を必要とするデバイスのパブリックアドレスまたはプライベート IP アドレスがあることを確
認してください。たとえば、Virtual Private Cloud (VPC) の外部にあるデバイスのパブリック IP アドレ
ス、または WorkSpace と同じ VPC 内の別の EC2 インスタンスのプライベート IP アドレスを指定でき
ます。
ローカルデバイスから WorkSpace に接続する場合は、インターネットブラウザで「私の IP アドレスは
何ですか?」と検索するか、Check IP サービスを使用できます。
• WorkSpace に接続する — デバイスから Amazon Linux WorkSpace への SSH 接続を開始するには、次
の情報が必要です。
• 接続先の Active Directory ドメインの NetBIOS 名。
• WorkSpace のユーザー名。
• 接続する WorkSpace の IP アドレス (パブリックまたはプライベート)。
プライベート: VPC が企業のネットワークに接続されており、そのネットワークへのアクセス権があ
る場合は、WorkSpace のプライベート IP アドレスを指定することができます。
パブリック: WorkSpace にパブリック IP アドレスが割り当てられている場合は、次の手順に示され
ているように、WorkSpaces コンソールを使用して、パブリック IP アドレスを見つけることができま
す。

接続する必要がある Amazon Linux WorkSpace の IP アドレスとユーザー名を見つけるには
1.

https://console.aws.amazon.com/workspaces/ で WorkSpaces コンソールを開きます。

2.

ナビゲーションペインで [WorkSpaces] を選択します。

3.

WorkSpaces のリストで、SSH 接続を有効にする WorkSpace を選択します。

4.

[実行モード] 列で、WorkSpace ステータスが [Available] になっていることを確認します。

5.

WorkSpace 名の左側にある矢印をクリックしてインラインの概要を表示し、次の情報を書き留めま
す。
• WorkSpace IP。WorkSpace のプライベート IP アドレスです。
WorkSpace が関連付けられている Elastic Network Interface の取得に必要なプライベート IP アドレ
ス。ネットワークインターフェイスは、WorkSpace に関連付けられているセキュリティグループや
パブリック IP アドレスなどの情報を取得するために必要です。
• WorkSpace の [ユーザー名]。WorkSpace に接続するために指定するユーザー名。
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6.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

7.

ナビゲーションペインで、[Network Interfaces] を選択します。

8.

検索ボックスに、ステップ 5 で書き留めた [WorkSpace IP] を入力します。

9.

[WorkSpace IP] に関連付けられているネットワークインターフェイスを選択します。

10. WorkSpace にパブリック IP アドレスが割り当てられている場合は、[IPv4 Public IP] 列に表示されま
す。このパブリック IP アドレスを書き留めます (該当する場合) 。

接続先の Active Directory ドメインの NetBIOS 名を見つけるには
1.

https://console.aws.amazon.com/directoryservicev2/ で AWS Directory Service コンソールを開きま
す。

2.

ディレクトリのリストで、WorkSpace のディレクトリの [ディレクトリ ID] リンクをクリックしま
す。

3.

[ディレクトリの詳細] セクションで、[ディレクトリの NetBIOS 名] を書き留めます。

ディレクトリ内のすべての Amazon Linux
WorkSpaces への SSH 接続を有効にする
ディレクトリ内のすべての Amazon Linux WorkSpaces への SSH 接続を有効にするには、以下の操作を行
います。

ディレクトリ内のすべての Amazon Linux WorkSpaces へのインバウンド SSH トラフィックを許
可するルールを使用してセキュリティグループを作成するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[Security Groups] を選択します。

3.

[Create Security Group] (セキュリティグループの作成) を選択します。

4.

名前を入力します。また、オプションで説明およびセキュリティグループを入力します。

5.

[VPC] で、SSH 接続を有効にする WorkSpaces を含む VPC を選択します。

6.

[インバウンド] タブで [ルールの追加] を選択し、以下の操作を行います。
• [タイプ] で [SSH] を選択します。
• [プロトコル] で [SSH] を選択すると、自動的に TCP が指定されます。
• [ポート範囲] で [SSH] を選択すると、自動的に 22 に指定されます。
• [ソース] で、ユーザーが WorkSpaces への接続に使用するコンピュータのパブリック IP アドレスの
CIDR 範囲を指定します。例えば、企業ネットワークやホームネットワークなどです。
• [説明] (オプション) に、ルールの説明を入力します。

7.

[Create] を選択します。

特定の Amazon Linux WorkSpace への SSH 接続を有
効にする
特定の Amazon Linux WorkSpace への SSH 接続を有効にするには、以下の操作を行います。

特定の Amazon Linux WorkSpace へのインバウンド SSH トラフィックを許可する既存のセキュ
リティグループにルールを追加するには
1.

Amazon EC2 コンソール (https://console.aws.amazon.com/ec2/) を開きます。
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2.

ナビゲーションペインの [Network & Security] で、[ネットワークインターフェイス] を選択します。

3.

検索バーに、SSH 接続を有効にする WorkSpace のプライベート IP アドレスを入力します。

4.

[セキュリティグループ] 列で、セキュリティグループのリンクをクリックします。

5.

[インバウンド] タブで、[編集] を選択します。

6.

[ルールの追加] を選択し、次の操作を行います。
• [タイプ] で [SSH] を選択します。
• [プロトコル] で [SSH] を選択すると、自動的に TCP が指定されます。
• [ポート範囲] で [SSH] を選択すると、自動的に 22 に指定されます。
• [Source] で、[マイ IP] または [カスタム] を選択し、単一の IP アドレスまたは IP アドレス範囲を
CIDR 表記で指定します。例えば、IPv4 アドレスが 203.0.113.25 である場合、この単一の IPv4
アドレスを CIDR 表記で示すには 203.0.113.25/32 と指定します。会社が特定の範囲からアドレ
スを割り当てている場合、範囲全体 (203.0.113.0/24など) を指定します。
• [説明] (オプション) に、ルールの説明を入力します。

7.

[保存] を選択します。

Linux または PuTTY を使用して Amazon Linux
WorkSpace に接続する
セキュリティグループを作成または更新し、必要なルールを追加したら、ユーザーは、Linux または
PuTTY を使用して、デバイスから WorkSpaces に接続することができます。

Note
以下の手順のいずれかを完了する前に、以下の点について確認してください。
• 接続先の Active Directory ドメインの NetBIOS 名。
• WorkSpace への接続に使用するユーザー名。
• 接続する WorkSpace の IP アドレス (パブリックまたはプライベート)。
この情報の取得方法に関する手順については、このトピック前半の Amazon Linux WorkSpaces
に SSH 接続するための前提条件を参照してください。

Linux を使用して Amazon Linux WorkSpace に接続するには
1.

管理者としてコマンドプロンプトを開き、次のコマンドを入力します。[NetBIOS #]、[#####]、およ
び [WorkSpace IP] に、適切な値を入力します。
ssh "NetBIOS_NAME\Username"@WorkSpaceIP

以下は、SSH コマンドの例です。ここで、
• NetBIOS_NAME は anycompany
• Username は janedoe
• WorkSpace IP は 203.0.113.25

ssh "anycompany\janedoe"@203.0.113.25

2.

プロンプトが表示されたら、WorkSpaces クライアントで認証するときに使用するのと同じパスワー
ド (Active Directory のパスワード) を入力します。
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PuTTY を使用して Amazon Linux WorkSpace に接続するには
1.

PuTTY を開きます。

2.

[PuTTY 設定] ダイアログボックスで、次の操作を行います。
• [ホスト名 (または IP アドレス)] には、次のコマンドを入力します。これらの値を、接続先の Active
Directory ドメインの NetBIOS 名、WorkSpace への接続に使用するユーザー名、および接続する
WorkSpace の IP アドレスに置き換えます。
NetBIOS_NAME\Username@WorkSpaceIP

• [Port (ポート)] に「22」と入力します。
• [接続タイプ] で、[SSH] を選択します。
SSH コマンドの例については、前の手順のステップ 1 を参照してください。
3.

[Open (開く)] を選択します。

4.

プロンプトが表示されたら、WorkSpaces クライアントで認証するときに使用するのと同じパスワー
ド (Active Directory のパスワード) を入力します。

WorkSpaces の必要な設定とサービスコンポーネン
ト
WorkSpace 管理者は、必須の設定とサービスコンポーネントについて以下のことを理解する必要がありま
す。
• the section called “ルーティングテーブルの設定” (p. 91)
• the section called “Windows 用コンポーネント” (p. 91)
• the section called “Linux 用コンポーネント” (p. 92)
• the section called “Ubuntu 向けのコンポーネント” (p. 93)

必須のルーティングテーブルの設定
WorkSpace のオペレーティングシステムレベルのルーティングテーブルは変更しないことをお勧めしま
す。WorkSpaces サービスでは、このテーブル内の事前設定済みルートが、システム状態のモニタリング
とシステムコンポーネントの更新に必要です。組織でルーティングテーブルの変更が必要な場合は、変更
を適用する前に、AWS Support または AWS アカウントチームまでお問い合わせください。

Windows 向けの必須のサービスコンポーネント
Windows WorkSpaces では、サービスコンポーネントは以下の場所にインストールされています。こ
れらのオブジェクトを削除、変更、ブロック、または隔離しないでください。そのような操作をした場
合、WorkSpace は正しく機能しなくなります。
WorkSpace にウイルス対策ソフトウェアがインストールされている場合は、次の場所にインストールされ
ているサービスコンポーネントと干渉しないようにしてください。
• C:\Program Files\Amazon
• C:\Program Files\NICE
• C:\Program Files\Teradici
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• C:\Program Files (x86)\Teradici
• C:\ProgramData\Amazon
• C:\ProgramData\NICE
• C:\ProgramData\Teradici

32 ビット PCoIP エージェント
2021 年 3 月 29 日より、PCoIP エージェントを 32 ビットから 64 ビットにアップデートしていま
す。PCoIP プロトコルを使用している Windows WorkSpaces の場合、このことは Teradici ファイルの場
所が C:\Program Files (x86)\Teradici から C:\Program Files\Teradici に変更されること
を意味します。PCoIP エージェントは定期的なメンテナンス期間中に更新されたため、移行中、一部の
WorkSpaces が他の WorkSpaces よりも長く 32 ビットエージェントを使用していた可能性があります。
ファイアウォールルール、ウイルス対策ソフトウェアの除外 (クライアント側とホスト側)、グルー
プポリシーオブジェクト (GPO) の設定、または Microsoft システムセンター構成マネージャー
(SCCM)、Microsoft エンドポイント構成マネージャーなどの構成管理ツールの設定を 32 ビットエージェン
トへのフルパスで行っていた場合は、64 ビットエージェントへのフルパスもこれらの設定に追加する必要
があります。
ビットの PCoIP コンポーネントへのパスをフィルタリングする場合は、64 ビットバージョンのコ
ンポーネントにパスを追加してください。WorkSpaces がすべて同時に更新されるわけではないた
め、32 ビットパスを 64 ビットパスに置き換えないでください。置き換えると、WorkSpaces の一部
が機能しない可能性があります。たとえば、除外フィルターや通信フィルターを C:\Program Files
(x86)\Teradici\PCoIP Agent\bin\pcoip_server_win32.exe に置いている場合は、C:
\Program Files\Teradici\PCoIP Agent\bin\pcoip_server.exe も追加する必要があります。
同様に、除外フィルターや通信フィルターを C:\Program Files (x86)\Teradici\PCoIP Agent
\bin\pcoip_agent.exe に置いている場合は、C:\Program Files\Teradici\PCoIP Agent\bin
\pcoip_agent.exe も追加する必要があります。
PCoIP Arbiter サービスの変更 — WorkSpaces が 64 ビットエージェントを使用するように更新さ
れると、PCoIP Arbiter サービス (C:\Program Files (x86)\Teradici\PCoIP Agent\bin
\pcoip_arbiter_win32.exe) が削除されることに注意してください。
PCoIP ゼロクライアントと USB デバイス — PCoIP エージェントのバージョン 20.10.4 以降、Amazon
WorkSpaces は、Windows レジストリを通じて USB リダイレクトをデフォルトで無効にします。このレ
ジストリ設定は、ユーザーが PCoIP ゼロクライアントデバイスを使用して WorkSpaces に接続する場合
の USB 周辺機器の動作に影響します。詳細については、「PCoIP ゼロクライアントで USB プリンタと他
の USB 周辺機器が動作しない (p. 280)」を参照してください。

Linux 向けの必須のサービスコンポーネント
Amazon Linux WorkSpaces では、サービスコンポーネントは以下の場所にインストールされています。
これらのオブジェクトを削除、変更、ブロック、または隔離しないでください。そのような操作をした場
合、WorkSpace は正しく機能しなくなります。

Note
/etc/pcoip-agent/pcoip-agent.conf 以外のファイルを変更すると、WorkSpaces の動作
が停止し、再構築が必要になる場合があります。/etc/pcoip-agent/pcoip-agent.conf の
変更の詳細については、Amazon Linux WorkSpaces を管理する (p. 154) を参照してください。
• /etc/dhcp/dhclient.conf
• /etc/logrotate.d/pcoip-agent
• /etc/logrotate.d/pcoip-server
• /etc/os-release
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• /etc/pam.d/pcoip
• /etc/pam.d/pcoip-session
• /etc/pcoip-agent
• /etc/profile.d/system-restart-check.sh
• /etc/X11/default-display-manager
• /etc/yum/pluginconf.d/halt_os_update_check.conf
• /lib/systemd/system/pcoip.service
• /lib/systemd/system/pcoip-agent.service
• /lib64/security/pam_self.so
• /usr/bin/pcoip-fne-view-license
• /usr/bin/pcoip-list-licenses
• /usr/bin/pcoip-validate-license
• /usr/lib/firewalld/services/pcoip-agent.xml
• /usr/lib/modules-load.d/usb-vhci.conf
• /usr/lib/pcoip-agent
• /usr/lib/skylight
• /usr/lib/systemd/system/pcoip.service
• /usr/lib/systemd/system/pcoip.service.d/
• /usr/lib/systemd/system/skylight-agent.service
• /usr/lib/tmpfiles.d/pcoip-agent.conf
• /usr/lib/yum-plugins/halt_os_update_check.py
• /usr/sbin/pcoip-agent
• /usr/sbin/pcoip-register-host
• /usr/sbin/pcoip-support-bundler
• /usr/share/doc/pcoip-agent
• /usr/share/pcoip-agent
• /usr/share/selinux/packages/pcoip-agent.pp
• /usr/share/X11
• /var/crash/pcoip-agent
• /var/lib/pcoip-agent
• /var/lib/skylight
• /var/log/pcoip-agent
• /var/log/skylight

Ubuntu 向けの必須のサービスコンポーネント
Ubuntu WorkSpaces では、サービスコンポーネントは以下の場所にインストールされています。これ
らのオブジェクトを削除、変更、ブロック、または隔離しないでください。そのような操作をした場
合、WorkSpace は正しく機能しなくなります。
• /etc/X11/default-display-manager
• /etc/dcv
• /etc/default/grub.d/zz-hibernation.cfg
• /etc/netplan
• /etc/os-release
• /etc/pam.d/dcv
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• /etc/pam.d/dcv-graphical-sso
• /etc/sssd/sssd.conf
• /etc/wsp
• /lib64/security/pam_self.so
• /usr/lib/skylight
• /usr/lib/systemd/system/dcvserver.service
• /usr/lib/systemd/system/dcvsessionlauncher.service
• /usr/lib/systemd/system/skylight-agent.service
• /usr/lib/systemd/system/wspdcvhostadapter.service
• /usr/lib/systemd/system/xdcv-console-update.service
• /usr/lib/systemd/system/xdcv-console.path
• /usr/lib/systemd/system/xdcv-console.service
• /usr/share/X11
• /var/lib/skylight
• /var/log/skylight

94

Amazon WorkSpaces 管理ガイド

WorkSpaces のディレクトリを管理
する
WorkSpaces は、ディレクトリを使用して、WorkSpaces とユーザーの情報を格納し管理します。次のオ
プションの 1 つを使用できます。
• AD Connector - 既存のオンプレミス Microsoft Active Directory を使用します。ユーザーはオンプレミス
の認証情報を使用して WorkSpaces にサインインし、自分の WorkSpaces からオンプレミスのリソース
にアクセスできます。
• AWS Managed Microsoft AD — でホストされる Microsoft Active Directory を作成します。AWS
• Simple AD — Samba 4 を搭載し、 でホストされている Microsoft Active Directory と互換性のあるディ
レクトリを作成しますAWS
• 相互信頼 — AWS Managed Microsoft AD ディレクトリとオンプレミスドメイン間の信頼関係を作成しま
す。
これらのディレクトリをセットアップする方法を示すチュートリアルと WorkSpaces の起動の詳細につい
ては、「WorkSpaces を使用して仮想デスクトップを起動します。 (p. 110)」を参照してください。

Tip
さまざまなデプロイシナリオにおけるディレクトリおよび仮想プライベートクラウド (VPC) の設
計上の考慮事項の詳細については、「Amazon WorkSpaces のデプロイのベストプラクティス」
を参照してください。
ディレクトリを作成したら、Active Directory 管理ツールなどのツールを使用して、ほとんどのディレ
クトリ管理タスクを実行します。グループポリシーを使用して WorkSpaces コンソールやその他のタ
スクを使用して、ディレクトリ管理タスクを実行できます。ユーザーとグループの管理の詳細について
は、WorkSpaces ユーザーの管理 (p. 125) および WorkSpaces の Active Directory 管理ツールを設定す
る (p. 107) を参照してください。

Note
• 現在、共有ディレクトリは、Amazon WorkSpaces での使用はサポートされていません。
• マルチリージョンレプリケーション用に AWS Managed Microsoft AD ディレクトリを設定する
場合は、プライマリリージョンのディレクトリのみを Amazon WorkSpaces で使用するために
登録できます。Amazon WorkSpaces で使用するためにレプリケートされたリージョンにディ
レクトリを登録しようとすると失敗します。AWS Managed Microsoft AD を使用したマルチ
リージョンレプリケーションは、レプリケートされたリージョン内での Amazon WorkSpaces
での使用についてサポートされていません。
• Simple AD および AD Connector は、WorkSpaces で無料で利用できます。Simple AD または
AD Connector ディレクトリで 30 日間連続使用されている WorkSpaces がない場合、そのディ
レクトリは Amazon WorkSpaces での使用から自動的に登録解除され、 AWS Directory Service
料金の条件に従って課金されるようになります。
空のディレクトリを削除するには、WorkSpaces のディレクトリの削除 (p. 105) を参照して
ください。Simple AD または AD Connector ディレクトリを削除した場合、WorkSpaces を再
度ご使用になる際は、いつでも Simple AD または AD Connector を新たに作成できます。
目次
• WorkSpaces でディレクトリを登録する (p. 96)
• WorkSpaces のディレクトリ詳細を更新する (p. 97)
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• Amazon WorkSpaces の DNS サーバーの更新 (p. 100)
• WorkSpaces のディレクトリの削除 (p. 105)
• AWS Managed Microsoft AD 用に Amazon WorkDocs を有効にする (p. 106)
• WorkSpaces の Active Directory 管理ツールを設定する (p. 107)

WorkSpaces でディレクトリを登録する
WorkSpaces で既存の AWS Directory Service ディレクトリを使用できるようにするには、そのディレ
クトリを WorkSpaces で登録する必要があります。ディレクトリを登録したら、そのディレクトリで
WorkSpaces を起動できます。
要件
WorkSpaces で使用するディレクトリを登録するには、次の要件を満たしている必要があります。
• Amazon WorkSpaces で使用するために登録するディレクトリは、WorkSpaces を起動するすべての仮
想プライベートクラウド (VPC) サブネットに存在する必要があります。
• AD Connector を使用している場合は、WorkSpaces デプロイに使用するのと同じ VPC のサブネットに
AD Connector を直接アタッチする必要があります。
• AWS Managed Microsoft AD または Simple AD を使用している場合、WorkSpaces が配置されている
VPC にディレクトリがアクセスできる限り、ディレクトリは専用プライベートサブネットに配置できま
す。
ディレクトリと VPC 設計の詳細については、Amazon WorkSpaces のデプロイのベストプラクティスホワ
イトペーパーを参照してください。

Note
Simple AD および AD Connector は、WorkSpaces で無料で利用できます。Simple AD または AD
Connector ディレクトリで 30 日間連続使用されている WorkSpaces がない場合、そのディレク
トリは Amazon WorkSpaces での使用から自動的に登録解除され、 AWS Directory Service 料金
の条件に従って課金されるようになります。
空のディレクトリを削除するには、WorkSpaces のディレクトリの削除 (p. 105) を参照してく
ださい。Simple AD または AD Connector ディレクトリを削除した場合、WorkSpaces を再度ご
使用になる際は、いつでも Simple AD または AD Connector を新たに作成できます。

ディレクトリを登録するには
1.
2.

https://console.aws.amazon.com/workspaces/ で WorkSpaces コンソールを開きます。
ナビゲーションペインで [Directories] を選択します。

3.
4.

ディレクトリを選択します｡
[Actions]、[Register] の順に選択します。

Note

5.

• 現在、共有ディレクトリは、Amazon WorkSpaces での使用はサポートされていません。
• マルチリージョンレプリケーション用に AWS Managed Microsoft AD ディレクトリが設定
されている場合は、プライマリリージョンのディレクトリのみを Amazon WorkSpaces で
使用するために登録できます。Amazon WorkSpaces で使用するためにレプリケートされ
たリージョンにディレクトリを登録しようとすると失敗します。AWS Managed Microsoft
AD を使用したマルチリージョンレプリケーションは、レプリケートされたリージョン内で
の Amazon WorkSpaces での使用についてサポートされていません。
同じアベイラビリティーゾーンにない VPC の 2 つのサブネットを選択します。これらのサブネット
は WorkSpaces の起動に使用されます。詳細については、「Amazon WorkSpaces のアベイラビリ
ティーゾーン (p. 16)」を参照してください。
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Note
6.
7.

選択するサブネットがわからない場合は、[No Preference (指定なし)] を選択します。
[セルフサービスアクセス許可の有効化] で [はい] を選択し、WorkSpaces の再構築、ボリュームサ
イズ/コンピューティングタイプ/実行モードの変更をユーザーに許可します。これにより、Amazon
WorkSpaces の料金に影響する場合があります。それ以外の場合は [いいえ] を選択します。
[Enable Amazon WorkDocs] (Amazon WorkDocs の有効化) で、[Yes] (はい) を選択して Amazon
WorkDocs で使用するディレクトリを登録するか、それ以外の場合は [No] (いいえ) を選択します。

Note
このオプションは、リージョンで Amazon WorkDocs が使用可能であり、 を使用していな
い場合にのみ表示されますAWS Managed Microsoft AD AWS Managed Microsoft AD を使用
している場合は、ディレクトリの登録を終了してから、「AWS Managed Microsoft AD 用に
Amazon WorkDocs を有効にする (p. 106)」を参照してください。
8.

[Register] を選択します。[Registered] の最初の値が REGISTERING されます。登録が完了した後、値
は Yes となります。

WorkSpaces でディレクトリの使用が終了したら、登録を解除できます。ディレクトリを削除する前に、
ディレクトリの登録を解除する必要があります。ディレクトリの登録を解除して削除する場合は、まず、
ディレクトリに登録されているすべてのアプリケーションとサービスを検索して削除する必要がありま
す。詳細については、AWS Directory Service 管理ガイドのディレクトリの削除を参照してください。

ディレクトリの登録を解除するには
1.

https://console.aws.amazon.com/workspaces/ で WorkSpaces コンソールを開きます。

2.
3.
4.

ナビゲーションペインで [Directories] を選択します。
ディレクトリを選択します｡
[Actions]、[Deregister] の順に選択します。

5.

確認を求めるメッセージが表示されたら、[Deregister] を選択します。登録解除が完了すると、
[Registered] の値は No になります。

WorkSpaces のディレクトリ詳細を更新する
WorkSpaces コンソールを使用して、次のディレクトリ管理タスクを完了できます。
タスク
• 組織単位を選択する (p. 97)
• 自動パブリック IP アドレスを設定する (p. 98)
• デバイスのアクセスコントロール (p. 99)
• ローカル管理者の許可を管理する (p. 99)
• AD Connector アカウント (AD Connector) を更新する (p. 99)
• 多要素認証 (AD Connector) (p. 100)

組織単位を選択する
WorkSpaces コンピュータアカウントは、WorkSpaces ディレクトリのデフォルトの組織単位（OU）に配
置されます。最初に、マシンアカウントは、ディレクトリのコンピュータ OU または AD Connector が接
続されているディレクトリに配置されます。ディレクトリまたは接続されたディレクトリから別の OU を
選択することも、別のターゲットドメインに OU を指定することもできます。ディレクトリにつき、1 つ
の OU しか選択できないことに注意してください。
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新しい OU を選択すると、作成または再構築されたすべての WorkSpaces のマシンアカウントが、新しく
選択された OU に配置されます。

組織単位を選択するには
1.
2.

https://console.aws.amazon.com/workspaces/ で WorkSpaces コンソールを開きます。
ナビゲーションペインで [Directories] を選択します。

3.

ディレクトリを選択し、[Actions]、[Update Details] の順に選択します。

4.
5.

[Target Domain and Organizational Unit] を展開します｡
OU を検索するには、OU 名の全部または一部を入力して、[Search OU] を選択します。または、[List
all OU] を選択して OU を一覧表示します。
OU を選択し､[OU and Exit] を選択します。

6.
7.

（オプション）既存の WorkSpaces を再ビルドして OU を更新します。詳細については、「」を参照
してくださいWorkSpace の再構築 (p. 183)

ターゲットドメインと組織単位を指定するには
1.
2.

https://console.aws.amazon.com/workspaces/ で WorkSpaces コンソールを開きます。
ナビゲーションペインで [Directories] を選択します。

3.
4.

ディレクトリを選択し、[Actions]、[Update Details] の順に選択します。
[Target Domain and Organizational Unit] を展開します｡

5.

[Selected OU] で、ターゲットドメインとOUの完全なLDAP識別名を入力してから、[Update and Exit]
を選択します。例えば、OU=WorkSpaces_machines,DC=machines,DC=example,DC=com です。
（オプション）既存の WorkSpaces を再ビルドして OU を更新します。詳細については、
「WorkSpace の再構築 (p. 183)」を参照してください。

6.

自動パブリック IP アドレスを設定する
パブリック IP アドレスの自動割り当てを有効にすると、起動する各 WorkSpace に、Amazon が提供した
パブリックアドレスのプールからパブリック IP アドレスが割り当てられます。パブリックサブネットの
WorkSpace は、パブリック IP アドレスがある場合、インターネットゲートウェイを介してインターネッ
トにアクセスできます。自動割り当てを有効にする前に既に存在している WorkSpaces は、それらを再構
築するまでパブリックアドレスを受け取りません。
WorkSpaces がプライベートサブネットにあり、仮想プライベートクラウド (VPC) に NAT ゲートウェイ
を設定している場合、または WorkSpaces がパブリックサブネットにあり、Elastic IP アドレスを割り当
てている場合は、パブリックアドレスの自動割り当てを有効にする必要はありません。詳細については、
「WorkSpaces 用に VPC を設定する (p. 12)」を参照してください。

Warning
所有している Elastic IP アドレスを WorkSpaces に関連付けた後、その Elastic IP アドレス
と WorkSpaces との関連付けを解除すると、WorkSpaces はパブリック IP アドレスを失
い、Amazon が提供するプールから新しいアドレスを自動的に取得しません。Amazon が提供す
るプールからの新しいパブリック IP アドレスを WorkSpaces に関連付けるには、WorkSpaces
を再構築 (p. 183)する必要があります。WorkSpaces を再構築しない場合は、所有する別の
Elastic IP アドレスを WorkSpaces に関連付ける必要があります。

Elastic IP アドレスを設定するには
1.
2.

https://console.aws.amazon.com/workspaces/ で WorkSpaces コンソールを開きます。
ナビゲーションペインで [Directories] を選択します。

3.
4.

WorkSpaces のディレクトリを選択します。
[Actions]、[Update Details] を選択します。
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5.

[Access to Internet] を展開し､[Enable]または [Disable] を選択します｡

6.

[更新] を選択します。

デバイスのアクセスコントロール
WorkSpaces にアクセスできるデバイスのタイプを指定できます。さらに、WorkSpaces へのアクセス
を、信頼できるデバイス（管理対象デバイスとも呼ばれます）に限定することもできます。

WorkSpaces へのデバイスアクセスを制御するには
1.

https://console.aws.amazon.com/workspaces/ で WorkSpaces コンソールを開きます。

2.

ナビゲーションペインで [Directories] を選択します。

3.

ディレクトリを選択し、[Actions]、[Update Details] の順に選択します。

4.

[ アクセスコントロールのオプション] を展開し、[Other Platforms] セクションを検索します。デ
フォルトでは WorkSpaces Web Access および Linux クライアントは無効になっており、ユーザー
は iOS デバイス、Android デバイス、Chromebook、および PCoIP ゼロクライアントデバイスから
WorkSpaces にアクセスできます。

5.

有効にするデバイスタイプを選択し、無効にするデバイスタイプをクリアします。選択したすべての
デバイスタイプからのアクセスをブロックするには、[Block] を選択します。

6.

(オプション) 信頼されたデバイスのみにアクセスを制限することもできます。詳細については、「」
を参照してください信頼されたデバイスへの WorkSpaces アクセスを制限する (p. 59)

7.

[Update and Exit] を選択します。

ローカル管理者の許可を管理する
ユーザーが WorkSpaces でローカル管理者であるかどうかを指定して、アプリケーションをインストール
して WorkSpaces で設定を変更できるようにすることができます。デフォルトでは､ユーザーはローカル
管理者に設定されます。この設定を変更すると、作成したすべての新しいワークスペースと再ビルドした
ワークスペースに変更が適用されます。

ローカル管理者の権限を変更するには
1.

https://console.aws.amazon.com/workspaces/ で WorkSpaces コンソールを開きます。

2.

ナビゲーションペインで [Directories] を選択します。

3.

ディレクトリを選択し、[Actions]、[Update Details] の順に選択します。

4.

[Local Administrator Setting] を展開します｡

5.

ユーザーがローカル管理者であることを確認するには、[Enable] を選択します。それ以外の場合は、
[Disable] を選択します。

6.

[Update and Exit] を選択します。

AD Connector アカウント (AD Connector) を更新する
ユーザーとグループの読み取りに使用する AD Connector アカウントを更新し、WorkSpaces マシンアカ
ウントを AD Connector ディレクトリに参加させることができます。

AD Connector アカウントを更新するには
1.

https://console.aws.amazon.com/workspaces/ で WorkSpaces コンソールを開きます。

2.

ナビゲーションペインで [Directories] を選択します。

3.

ディレクトリを選択し、[Actions]、[Update Details] の順に選択します。
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4.

[Update AD Connector Account] を展開します｡

5.
6.

新しいアカウントのユーザー名とパスワードを入力します。
[Update and Exit] を選択します。

多要素認証 (AD Connector)
AD Connector ディレクトリで多要素認証 (MFA) を有効にすることができます。AWS Directory Service で
の多要素認証の使用の詳細については、AD Connector の多要素認証を有効にするおよび AD Connector の
前提条件を参照してください。

Note
• RADIUS サーバーは AWS でホストすることも、オンプレミスでホストすることもできます。
• ユーザー名は、Active Directory と RADIUS サーバー間で一致する必要があります。

多要素認証を有効にするには
1.

https://console.aws.amazon.com/workspaces/ で WorkSpaces コンソールを開きます。

2.

ナビゲーションペインで [Directories] を選択します。

3.

ディレクトリを選択し、[Actions]、[Update Details] の順に選択します。

4.
5.

[Multi-Factor Authentication] を展開し､[Enable Multi-Factor Authentication] を選択します。
[RADIUS server IP address(es)] に、カンマで区切られた RADIUS サーバーのエンドポイントの IP ア
ドレスを入力するか、RADIUSサーバーのロードバランサーの IP アドレスを入力します。
[Port] に､RADIUS サーバーが通信で使用しているポートを入力します。オンプレミスネットワーク
では、AD Connector からのデフォルトの RADIUS サーバーポート (UDP:1812) を介した受信トラ
フィックが許可されている必要があります。
[Shared secret code] と [Confirm shared secret code] に、RADIUS サーバーの共有シークレットコー
ドを入力します。
[Protocol] で、RADIUS サーバープロトコルを選択します。

6.
7.
8.
9.

[Server timeout] に､RADIUS サーバーの応答を待つ時間を秒単位で入力します。この値は 1～50 の範
囲の値にする必要があります。
10. [Max retries] に､RADIUS サーバーとの通信を試行する回数を入力します。この値は 0 ～ 10 の範囲の
値にする必要があります。
11. [Update and Exit] を選択します。
多要素認証は、[RADIUS Status] が [Enabled] になると使用できます。多要素認証が設定されている間、
ユーザーは WorkSpaces にログインできません。

Amazon WorkSpaces の DNS サーバーの更新
WorkSpaces の起動後に Active Directory の DNS サーバーの IP アドレスを更新する必要がある場合は、
新しい DNS サーバー設定で WorkSpaces を更新する必要があります。
以下のいずれかの方法で、新しい DNS 設定で WorkSpaces を更新できます。
• Active Directory の DNS 設定を更新する前に、WorkSpaces の DNS 設定を更新します。
• Active Directory の DNS 設定を更新した後、WorkSpaces を再構築します。
Active Directory の DNS 設定を更新する前に、WorkSpaces の DNS 設定を更新することをお勧めします
(以下の手順のステップ 1 (p. 101) で説明しています)。
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代わりに WorkSpaces を再構築する場合は、Active Directory の DNS サーバーの IP アドレスのいずれか
を更新し (ステップ 2 (p. 103))、WorkSpace の再構築 (p. 183) の手順に従って WorkSpaces を再構築
します。WorkSpaces を再構築したら、ステップ 3 (p. 103) の手順に従って DNS サーバーの更新をテス
トします。このステップを完了したら、Active Directory の 2 番目の DNS サーバーの IP アドレスを更新
し、WorkSpaces を再構築します。ステップ 3 (p. 103) の手順に従って、2 番目の DNS サーバーの更新
をテストしてください。「ベストプラクティス (p. 101)」セクションで説明したように、DNS サーバー
の IP アドレスを一度に 1 つずつ更新することをお勧めします。

ベストプラクティス
DNS サーバーの設定を更新するときは、次のベストプラクティスをお勧めします。
• ドメインリソースの切断やアクセス不能を避けるために、オフピーク時間または計画されたメンテナン
ス期間中に DNS サーバーの更新を実行することを強くお勧めします。
• DNS サーバー設定の変更前の 15 分間、および 15 分間、新しい WorkSpaces を起動しないでくださ
い。
• DNS サーバー設定を更新するときは、一度に 1 つの DNS サーバーの IP アドレスを変更します。2 番目
の IP アドレスを更新する前に、最初の更新が正しいことを確認します。IP アドレスを 1 つずつ更新す
るには、次の手順 (ステップ 1 (p. 101)、ステップ 2 (p. 103)、ステップ 3 (p. 103)) を 2 回実行する
ことをお勧めします。

ステップ 1: WorkSpaces の DNS サーバー設定を更新
する
次の手順では、現在および新しい DNS サーバーの IP アドレス値を次のように参照します。
• 現在の DNS IP アドレス: OldIP1, OldIP2
• 新しい DNS IP アドレス: NewIP1、NewIP2

Note
この手順を 2 回目に実行する場合は、OldIP1を OldIP2 に、NewIP1 を NewIP2 に置き換えま
す。

Windows WorkSpaces の DNS サーバー設定を更新する
複数の WorkSpaces がある場合は、WorkSpaces の Active Directory OU にグループポリシーオブジェクト
(GPO) を適用することで、次のレジストリ更新を WorkSpaces にデプロイできます。GPO を操作する方
法については、Windows WorkSpaces を管理する (p. 134) を参照してください。
これらの更新プログラムは、レジストリエディタまたは Windows PowerShell を使用して行うことができ
ます。どちらの手順も、このセクションで説明しています。

レジストリエディタを使用して DNS レジストリ設定を更新するには
1.
2.
3.

Windows WorkSpace で、Windows 検索ボックスを開き、registry editor と入力してレジストリ
エディタ (regedit.exe) を開きます。
「このアプリがデバイスに変更を加えることを許可しますか?」と尋ねられたら、[はい] を選択しま
す。
レジストリエディターで、次のレジストリエントリに移動します。
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Amazon\SkyLight

4.
5.

[DomainJoinDns] レジストリキーを開きます。OldIP1 で NewIP1 を更新し、[OK] を選択します。
レジストリエディタを閉じます。
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6.

WorkSpace を再起動するか、SkyLightWorkspaceConfigService サービスを再起動します。

Note
SkyLightWorkspaceConfigService サービスを再起動した後、ネットワークアダプタが変更を
反映するまでに最長 1 分かかる場合があります。
7.

ステップ 2 (p. 103) に進み、Active Directory の DNS サーバー設定を更新して OldIP1 を NewIP1
に置き換えます。

PowerShell を使用して DNS レジストリ設定を更新するには
次の手順では、PowerShell コマンドを使用してレジストリを更新し、SkyLightWorkspaceConfigService
サービスを再起動します。
1.

Windows WorkSpace で、Windows 検索ボックスを開き、powershell と入力します。[管理者とし
て実行] を選択します。

2.

「このアプリがデバイスに変更を加えることを許可しますか?」と尋ねられたら、[はい] を選択しま
す。

3.

PowerShell ウィンドウで、次のコマンドを実行して、現在の DNS サーバーの IP アドレスを取得しま
す。
Get-ItemProperty -Path HKLM:\SOFTWARE\Amazon\SkyLight -Name DomainJoinDNS

次のような出力が表示されます。
DomainJoinDns
PSPath
\SkyLight
PSParentPath
PSChildName
PSDrive
PSProvider

4.

: OldIP1,OldIP2
: Microsoft.PowerShell.Core\Registry::HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Amazon
:
:
:
:

Microsoft.PowerShell.Core\Registry::HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Amazon
SkyLight
HKLM
Microsoft.PowerShell.Core\Registry

PowerShell ウィンドウで、次のコマンドを実行して OldIP1 を NewIP1 に変更します。今のとこ
ろ、OldIP2 はそのままにしてください。
Set-ItemProperty -Path HKLM:\SOFTWARE\Amazon\SkyLight -Name DomainJoinDNS -Value
"NewIP1,OldIP2"

5.

次のコマンドを実行して、SkyLightWorkspaceConfigService サービスを再起動します。
restart-service -Name SkyLightWorkspaceConfigService

Note
SkyLightWorkspaceConfigService サービスを再起動した後、ネットワークアダプタが変更を
反映するまでに最長 1 分かかる場合があります。
6.

ステップ 2 (p. 103) に進み、Active Directory の DNS サーバー設定を更新して OldIP1 を NewIP1
に置き換えます。

Linux WorkSpaces の DNS サーバー設定を更新する
Linux WorkSpace が複数ある場合は、設定管理ソリューションを使用してポリシーを配布し、適用するこ
とをお勧めします。例えば、AWS OpsWorks for Chef Automate、AWS OpsWorks for Puppet Enterprise、
または Ansible を使用できます。
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Linux WorkSpace で DNS サーバー設定を更新するには
1.

Linux WorkSpace で、ターミナルウィンドウを開きます ([アプリケーション] > [システムツール] >
[MATE ターミナル])。

2.

次の Linux コマンドを使用して、/etc/dhcp/dhclient.conf ファイルを編集します。このファイ
ルを編集するには、root ユーザー権限が必要です。sudo -i コマンドを使用して root になるか、図
のように sudo ですべてのコマンドを実行します。
sudo vi /etc/dhcp/dhclient.conf

この /etc/dhcp/dhclient.conf ファイルには、次の prepend コマンドが表示されます。ここ
で、OldIP1 と OldIP2 は DNS サーバーの IP アドレスです。
prepend domain-name-servers OldIP1, OldIP2; # skylight

3.

OldIP1 を NewIP1 に置き換えて、今のところ OldIP2 はそのままにします。

4.

変更を /etc/dhcp/dhclient.conf に保存します。

5.

WorkSpace を再起動します。

6.

ステップ 2 (p. 103) に進み、Active Directory の DNS サーバー設定を更新して OldIP1 を NewIP1
に置き換えます。

ステップ 2: Active Directory の DNS サーバー設定を更
新する
このステップでは、Active Directory の DNS サーバー設定を更新します。「ベストプラクティ
ス (p. 101)」セクションで説明したように、DNS サーバーの IP アドレスを一度に 1 つずつ更新すること
をお勧めします。
Active Directory の DNS サーバー設定を更新するには、 AWS Directory Service 管理ガイドの次のドキュ
メントを参照してください。
• AD Connector: AD Connector の DNS アドレスを更新する
• AWS マネージド Microsoft AD: オンプレミスドメインの DNS 条件付きフォワーダーを設定する
• Simple AD: DNS を設定する
DNS サーバーの設定を更新したら、ステップ 3 (p. 103) に進みます。

ステップ 3: 更新された DNS サーバー設定をテストす
る
ステップ 1 (p. 101) と ステップ 2 (p. 103), を完了した後、次の手順を使用して、更新された DNS サー
バー設定が期待どおりに機能していることを確認します。
次の手順では、現在および新しい DNS サーバーの IP アドレス値を次のように参照します。
• 現在の DNS IP アドレス: OldIP1, OldIP2
• 新しい DNS IP アドレス: NewIP1、NewIP2
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Note
この手順を 2 回目に実行する場合は、OldIP1を OldIP2 に、NewIP1 を NewIP2 に置き換えま
す。

Windows WorkSpaces 用の更新された DNS サーバー設定をテストする
1.

OldIP1 DNS サーバーをシャットダウンします。

2.

Windows WorkSpace にログインします。

3.

Windows の [スタート] メニューで [Windows システム] を選択し、[コマンドプロンプト] を選択しま
す。

4.

次のコマンドを実行します。AD_Name は、Active Directory の名前 (corp.example.com など) で
す。
nslookup AD_Name

nslookup コマンドは次の情報を返します。(この手順を 2 回目に実行する場合は、NewIP2 の代わり
に OldIP2 を参照してください)。
Server: Full_AD_Name
Address: NewIP1
Name:
AD_Name
Addresses: OldIP2
NewIP1

5.

出力が期待したものではない場合、またはエラーが表示された場合は、ステップ 1 (p. 101) を繰り
返します。

6.

1 時間待ってから、ユーザーの問題が報告されていないことを確認します。NewIP1 が DNS クエリを
取得し、応答していることを確認します。

7.

最初の DNS サーバーが正常に動作していることを確認したら、ステップ 1 (p. 101) を繰り返して 2
番目の DNS サーバーを更新します。今回は OldIP2 を NewIP2 に置き換えます。次に、ステップ 2
とステップ 3 を繰り返します。

Linux WorkSpaces 用の更新された DNS サーバー設定をテストする
1.

OldIP1 DNS サーバーをシャットダウンします。

2.

Linux WorkSpace にログインします。

3.

Linux WorkSpace で、ターミナルウィンドウを開きます ([アプリケーション] > [システムツール] >
[MATE ターミナル])。

4.

DHCP 応答で返された DNS サーバーの IP アドレスは、WorkSpace 上のローカル /etc/
resolv.conf ファイルに書き込まれます。/etc/resolv.conf ファイルのコンテンツを表示する
には、次のコマンドを実行します。
cat /etc/resolv.conf

次のような出力が表示されます。(この手順を 2 回目に実行する場合は、NewIP2 の代わりに OldIP2
を参照してください)。
; This file is generated by Amazon WorkSpaces
; Modifying it can make your WorkSpace inaccessible until reboot
options timeout:2 attempts:5
; generated by /usr/sbin/dhclient-script
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search region.compute.internal
nameserver NewIP1
nameserver OldIP2
nameserver WorkSpaceIP

Note
/etc/resolv.conf ファイルを手動で変更した場合、WorkSpace を再起動すると、これら
の変更は失われます。
5.

出力が期待したものではない場合、またはエラーが表示された場合は、ステップ 1 (p. 101) を繰り
返します。

6.

実際の DNS サーバーの IP アドレスは /etc/dhcp/dhclient.conf ファイルに保存されます。この
ファイルの内容を表示するには、次のコマンドを実行します。
sudo cat /etc/dhcp/dhclient.conf

次のような出力が表示されます。(この手順を 2 回目に実行する場合は、NewIP2 の代わりに OldIP2
を参照してください)。
# This file is generated by Amazon WorkSpaces
# Modifying it can make your WorkSpace inaccessible until rebuild
prepend domain-name-servers NewIP1, OldIP2; # skylight

7.

1 時間待ってから、ユーザーの問題が報告されていないことを確認します。NewIP1 が DNS クエリを
取得し、応答していることを確認します。

8.

最初の DNS サーバーが正常に動作していることを確認したら、ステップ 1 (p. 101) を繰り返して 2
番目の DNS サーバーを更新します。今回は OldIP2 を NewIP2 に置き換えます。次に、ステップ 2
とステップ 3 を繰り返します。

WorkSpaces のディレクトリの削除
Amazon WorkDocs、Amazon WorkMail、または Amazon Chime のような他の WorkSpaces やアプリケー
ションで WorkSpaces が使用されていない場合は、そのディレクトリを削除できます。ディレクトリを削
除する前に、ディレクトリの登録を解除する必要があります。

Note
Simple AD および AD Connector は、WorkSpaces で無料で利用できます。Simple AD または AD
Connector ディレクトリで 30 日間連続使用されている WorkSpaces がない場合、そのディレク
トリは Amazon WorkSpaces での使用から自動的に登録解除され、 AWS Directory Service 料金
の条件に従って課金されるようになります。
Simple AD または AD Connector ディレクトリを削除した場合、WorkSpaces を再度ご使用にな
る際は、いつでも Simple AD または AD Connector を新たに作成できます。
ディレクトリを削除した場合
Simple AD または AWS Directory Service for Microsoft Active Directory ディレクトリを削除すると、ディ
レクトリデータおよびスナップショットはすべて削除され、復元することはできません。ディレクトリが
削除されても、ディレクトリに結合されている Amazon EC2 インスタンスはすべてそのまま残ります。た
だし、ディレクトリの認証情報を使用して、このインスタンスにログインすることはできません。これら
のインスタンスにログインするには、インスタンス専用のユーザーアカウントを使用します。
AD Connector ディレクトリが削除されても、オンプレミスのディレクトリはそのまま残ります。ディレク
トリに結合されている Amazon EC2 インスタンスもすべてそのまま残り、オンプレミスのディレクトリに
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結合された状態のまま変わりません。引き続き、ディレクトリの認証情報を使用して、このインスタンス
にログインできます。

ディレクトリを削除するには
1.
2.

ディレクトリ内のすべての WorkSpaces を削除します。詳細については、「」を参照してくださ
いWorkSpace の削除 (p. 195)
ディレクトリに登録されているすべてのアプリケーションとサービスを見つけて削除します。詳細に
ついては、AWS Directory Service 管理ガイドのディレクトリの削除を参照してください。

3.
4.

https://console.aws.amazon.com/workspaces/ で WorkSpaces コンソールを開きます。
ナビゲーションペインで [Directories] を選択します。

5.
6.

ディレクトリを選択し、[Actions]、[Deregister] の順に選択します。
確認を求めるメッセージが表示されたら、[Deregister] を選択します。

7.

ディレクトリをもう一度選択し、[Actions]、[Delete] の順に選択します。

8.

確認を求めるメッセージが表示されたら、[Delete] を選択します。

Note
アプリケーション割り当ての削除には、予想以上に時間がかかる場合があります。次のエ
ラーメッセージが表示された場合は、すべてのアプリケーションの割り当てを削除したこと
を確認し、30～60 分待ってから、ディレクトリの削除を再試行します。
An Error Has Occurred
Cannot delete the directory because it still has authorized applications.
Additional directory details can be viewed at the Directory Service console.

9.

(オプション) ディレクトリの Virtual Private Cloud (VPC) のすべてのリソースを削除した後で、VPC
を削除し、NAT ゲートウェイで使用されている Elastic IP アドレスを解放できます。詳細について
は、Amazon VPC ユーザーガイドの VPC の削除および Elastic IP アドレスの使用を参照してくださ
い。
10. （オプション）不要になったカスタムバンドルとイメージを削除するには、、「カスタムの
WorkSpaces バンドルまたはイメージの削除 (p. 215)」を参照してください。

AWS Managed Microsoft AD 用に Amazon
WorkDocs を有効にする
Amazon WorkSpaces で AWS Managed Microsoft AD を使用している場合は、Amazon WorkDocs コン
ソールまたは AWS Directory Service コンソールを使用して、ディレクトリの Amazon WorkDocs を有効
にすることができます。

Note
Amazon WorkDocs は、Amazon WorkSpaces が利用可能な AWS リージョンの一部ではご利用い
ただけません。詳細については、Amazon WorkDocs の料金を参照してください。

Amazon WorkDocs コンソールで WorkDocs を有効にするには
1.
2.
3.
4.

Amazon WorkDocs コンソール (https://console.aws.amazon.com/zocalo/) を開きます。
[Create a New WorkDocs Site] を選択します。
[Standard Setup (標準セットアップ)] で、[Launch (起動)] を選択します。
ディレクトリを選択し、サイト名を作成します。

5.

WorkDocs サイトを管理するユーザーを指定します。管理者、またはディレクトリに作成された任意
のユーザーを使用できます。
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詳細については、Amazon WorkDocs 管理ガイドの AWS Managed Microsoft AD の開始方法を参照してく
ださい。

AWS Directory Service コンソールから WorkDocs を有効にするには
1.

https://console.aws.amazon.com/directoryservicev2/ で AWS Directory Service コンソールを開きま
す。

2.

ナビゲーションペインで [Directories] を選択します。

3.

[ディレクトリ] ページで、ディレクトリを選択します。

4.

[ディレクトリの詳細] ページで、[アプリケーション管理] タブを選択します。

5.

[Application access URL (アプリケーションのアクセス URL)] セクションで、ディレクトリにアクセ
ス URL が割り当てられていない場合は、[Create (作成)] ボタンが表示されます。ディレクトリのエ
イリアスを入力し、[Create (作成)] を選択します。詳細については、AWS Directory Service 管理ガイ
ドのアクセス URL の作成を参照してください。

6.

[Application access URL (アプリケーションのアクセス URL)] セクションで、[有効化] を選択して
Amazon WorkDocs のシングルサインオンを有効にします。詳細については、AWS Directory Service
管理ガイドの Single Sign-On を参照してください。

WorkSpaces の Active Directory 管理ツールを設定
する
WorkSpaces ディレクトリのほとんどの管理タスクは、Active Directory 管理ツールなどのディレクトリ管
理ツールを使用して実行します。ただし、ディレクトリ関連のタスクの一部は WorkSpaces コンソール
を使用して実行します。詳細については、「」を参照してくださいWorkSpaces のディレクトリを管理す
る (p. 95)
5 つ以上の WorkSpaces を含む AWS Managed Microsoft AD または Simple AD でディレクトリを作成する
場合は、Amazon EC2 インスタンスに管理を集中化することをお勧めします。ディレクトリ管理ツールは
WorkSpace にインストールすることができますが、Amazon EC2 インスタンスを使用する方がより堅実な
ソリューションとなります。

Active Directory 管理ツールを設定するには
1.

Amazon EC2 Windows インスタンスを起動し、次のいずれかのオプションを使用して WorkSpaces
ディレクトリに結合します。
• 既存の Amazon EC2 Windows インスタンスがない場合は、インスタンスの起動時に、そのインス
タンスをディレクトリドメインに結合できます。詳細については、AWS Directory Service 管理ガイ
ドの Windows EC2 インスタンスにシームレスに参加するを参照してください。
• 既存の Amazon EC2 Windows インスタンスがある場合は、手動でディレクトリに結合できます。
詳細については、AWS Directory Service 管理ガイドの Windows インスタンスを手動で追加するを
参照してください。

2.

Amazon EC2 Windows インスタンスに Active Directory 管理ツールをインストールします。詳細につ
いては、AWS Directory Service 管理ガイドの Active Directory 管理ツールのインストールを参照して
ください。

Note
Active Directory 管理ツールをインストールするときは、[グループポリシーの管理] も選択し
て、グループポリシー管理エディター (gpmc.msc) ツールをインストールします。
機能のインストールが完了すると、Windows 管理ツールの Windows [スタート] メニューから、Active
Directory ツールが使用できるようになります。
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3.

ディレクトリ管理者として､ツールを次のように実行します。
a.

Windows の [スタート] メニューで、[Windows 管理ツール] を開きます。

b.

Shift キーを押しながら、使用するツールへのショートカットを右クリックし、[別のユーザーとし
て実行] を選択します。

c.

管理者のユーザー名とパスワードを入力します。Simple AD の場合、ユーザー名は
Administrator で、AWS Managed Microsoft AD の場合、管理者は Admin です。

使い慣れた Active Directory ツールを使用して、ディレクトリ管理タスクを実行できるようになりました。
たとえば、Active Directory ユーザーとコンピュータツールを使用して、ユーザーの追加、ユーザーの削
除、ディレクトリ管理者へのユーザーの昇格、またはユーザーパスワードのリセットを行うことができま
す。ディレクトリ内のユーザーを管理する権限を持つユーザーとして、Windows インスタンスにログイン
する必要があります。

ユーザーをディレクトリ管理者に昇格するには
Note
この手順は、Simple AD で作成されたディレクトリにのみ適用され、AWS Managed AD では適用
されません。AWS Managed AD で作成されたディレクトリについては、AWS Directory Service
管理ガイドのAWSManaged Microsoft ADのユーザーとグループを管理するを参照してください。
1.

[Active Directory ユーザーとコンピュータ] ツールを開きます。

2.

ドメインの下の Users フォルダに移動し、昇格するユーザーを選択します。

3.

[Action]、[Properties] の順に選択します。

4.

#####プロパティのダイアログボックスで、[メンバーとして追加] をクリックします。

5.

ユーザーを以下のグループに追加し、[OK] を選択します。
• Administrators
• Domain Admins
• Enterprise Admins
• Group Policy Creator Owners
• Schema Admins

ユーザーを追加または削除するには
Amazon WorkSpaces コンソールから新しいユーザーを作成できるのは、WorkSpace の起動プロセス中の
みです。Amazon WorkSpaces コンソールからユーザーを削除することはできません。ユーザーグループ
の管理など、ほとんどのユーザー管理タスクは、ディレクトリで実行する必要があります。

Important
ユーザーを削除する前に、ユーザーに割り当てられた WorkSpace を削除する必要があります。
詳細については、「」を参照してくださいWorkSpace の削除 (p. 195)
ユーザーとグループの管理に使用するプロセスは、使用しているディレクトリの種類によって異なりま
す。
• AWS Managed Microsoft AD を使用している場合は、AWS Directory Service 管理ガイドの AWS
Managed Microsoft AD のユーザーとグループの管理を参照してください。
• Simple AD を使用している場合は、AWS Directory Service 管理ガイドのSimple AD でユーザーとグルー
プを管理するを参照してください。
• AD Connector または信頼関係を使用して Microsoft Active Directory を使用する場合は、Active Directory
モジュールを使用してユーザーとグループを管理できます。
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ユーザーのパスワードをリセットするには
既存のユーザーのパスワードをリセットするときは、[User must change password at next logon] を設定し
ないでください。設定してしまうと、ユーザーは WorkSpace に接続できません。代わりに、安全な一時
パスワードをユーザーに割り当てて、ユーザーが次回ログオンしたときに WorkSpace 内から手動でパス
ワードを変更するように依頼します。

Note
AD Connector を使用している場合、またはユーザーが AWSGovCloud (米国西部) リージョンに
いる場合、ユーザーは自分のパスワードをリセットできません。([パスワードを忘れた場合] オプ
ションは、WorkSpaces クライアントアプリケーションのログイン画面では使用できません。)
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WorkSpaces を使用して仮想デスク
トップを起動します。
WorkSpaces を使用すると、WorkSpaces として知られている、ユーザー向けの仮想クラウドベースの
Microsoft Windows、Amazon Linux、Ubuntu Linux デスクトップを提供できます。

Note
Amazon WorkSpaces コンソールに表示される WorkSpace の [Computer Name] (コンピュータ
名) の値は、起動した WorkSpace の種類 (Amazon Linux、Ubuntu、Windows) によって異なりま
す。WorkSpace のコンピュータ名には、次のいずれかの形式を使用できます。
• Amazon Linux: A-xxxxxxxxxxxxx
• Ubuntu: U-xxxxxxxxxxxxx
• Windows: IP-Cxxxxxx または WSAMZN-xxxxxxx または EC2AMAZ-xxxxxxx
Windows WorkSpaces の場合、コンピュータ名の形式はバンドルの種類によって決定されます。
パブリックバンドルから作成された WorkSpaces の場合、またはパブリックイメージに基づいて
カスタムバンドルから作成された WorkSpaces の場合は、パブリックイメージが作成された時点
までに決定されます。
2020 年 6 月 22 日以降、パブリックバンドルから起動された Windows WorkSpaces では、IPCxxxxxx 形式ではなく、コンピュータ名に WSAMZN-xxxxxxx 形式が使用されます。
パブリックイメージに基づくカスタムバンドルでは、パブリックイメージが 2020 年 6 月 22 日よ
り前に作成された場合、コンピュータ名は EC2AMAZ-xxxxxxx 形式になります。パブリックイ
メージが 2020 年 6 月 22 日以降に作成された場合、コンピュータ名は WSAMZN-xxxxxxx 形式
になります。
Bring-Your-Own-License (BYOL) バンドルでは、デフォルトでコンピュータ名に
DESKTOP-xxxxxxx または EC2AMAZ-xxxxxxx のいずれかの形式が使用されます。
カスタムバンドルまたは BYOL バンドル内のコンピュータ名にカスタム形式を指定した場合、
カスタム形式はこれらの既定値を上書きします。カスタム形式を指定するには、カスタムの
WorkSpaces イメージとバンドルの作成 (p. 197)を参照してください。
重要 — Windows のシステム設定で WorkSpace のコンピュータ名を変更すると、WorkSpace に
アクセスできなくなります。
WorkSpaces は、ディレクトリを使用して、WorkSpace とユーザーの情報を格納し管理します。以下のい
ずれかを実行できます。
• Simple AD ディレクトリを作成します。
• AWS Directory Service for Microsoft Active Directory (AWS Managed Microsoft AD ともいいます) を作成
します。
• Active Directory Connector を使用して、既存の Active Directory に接続します。
• AWS Managed Microsoft AD ディレクトリとオンプレミスドメイン間の信頼関係を作成します。

Note
• 現在、共有ディレクトリは、Amazon WorkSpaces での使用はサポートされていません。
• マルチリージョンレプリケーション用に AWS Managed Microsoft AD ディレクトリを設定する
場合は、プライマリリージョンのディレクトリのみを Amazon WorkSpaces で使用するために
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登録できます。Amazon WorkSpaces で使用するためにレプリケートされたリージョンにディ
レクトリを登録しようとすると失敗します。AWS Managed Microsoft AD を使用したマルチ
リージョンレプリケーションは、レプリケートされたリージョン内での Amazon WorkSpaces
での使用についてサポートされていません。
• Simple AD および AD Connector は、WorkSpaces で無料で利用できます。Simple AD または
AD Connector ディレクトリで 30 日間連続使用されている WorkSpaces がない場合、そのディ
レクトリは Amazon WorkSpaces での使用から自動的に登録解除され、 AWS Directory Service
料金の条件に従って課金されるようになります。
空のディレクトリを削除するには、WorkSpaces のディレクトリの削除 (p. 105) を参照してく
ださい。Simple AD または AD Connector ディレクトリを削除した場合、WorkSpaces を再度
ご使用になる際は、いつでも Simple AD または AD Connector を新たに作成できます。
以下のチュートリアルでは、サポートされているディレクトリサービスオプションを使用して WorkSpace
を起動する方法を説明します。
チュートリアル
• AWS Managed Microsoft AD を使用して WorkSpace を起動する (p. 111)
• Simple AD を使用して WorkSpace を起動する (p. 114)
• AD Connector を使用して WorkSpace を起動する (p. 118)
• 信頼できるドメインを使用して WorkSpace を起動する (p. 121)

AWS Managed Microsoft AD を使用して
WorkSpace を起動する
WorkSpaces を使用すると、WorkSpaces として知られている、ユーザー向けの仮想クラウドベースの
Windows および Linux デスクトップを提供できます。
WorkSpaces は、ディレクトリを使用して、WorkSpace とユーザーの情報を格納し管理します。ディレ
クトリには、Simple AD、AD Connector、または Microsoft Active Directory 用の AWS Directory Service
(AWS Managed Microsoft AD とも呼ばれます) のいずれかを選択できます。さらに、AWS Managed
Microsoft AD ディレクトリとオンプレミスドメイン間の信頼関係を確立することもできます。
このチュートリアルでは、AWS Managed Microsoft AD を使用する WorkSpace を起動します。他のオプ
ションを使用するチュートリアルについては、「WorkSpaces を使用して仮想デスクトップを起動しま
す。 (p. 110)」を参照してください。
タスク
• 開始する前に (p. 111)
• ステップ 1: AWS Managed Microsoft AD ディレクトリを作成する (p. 112)
• ステップ 2: WorkSpace の作成 (p. 113)
• ステップ 3: WorkSpace に接続する (p. 113)
• 次のステップ (p. 114)

開始する前に
• WorkSpaces はすべてのリージョンで利用できるわけではありません。サポートされているリージョン
を確認し、WorkSpaces のリージョンを選択します。サポートされるリージョンについては、AWS リー
ジョン別の WorkSpaces の料金を参照してください。
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• WorkSpace を起動するときは、WorkSpace バンドルを選択する必要があります。バンドルは、オペ
レーティングシステム、ストレージ、コンピューティング、およびソフトウェアリソースの組み合わせ
です。詳細については、「Amazon WorkSpace バンドル」を参照してください。
• AWS Directory Service を使用してディレクトリを作成する場合、または WorkSpace を起動する場合
は、パブリックサブネットと 2 つのプライベートサブネットで構成された仮想プライベートクラウドを
作成または選択する必要があります。詳細については、「WorkSpaces 用に VPC を設定する (p. 12)」
を参照してください

ステップ 1: AWS Managed Microsoft AD ディレクト
リを作成する
まず、AWS Managed Microsoft AD ディレクトリを作成します。AWS Directory Service は、VPC のプラ
イベートサブネットにそれぞれ 2 つのディレクトリサーバーを作成します。最初はディレクトリにユー
ザーがいないことに注意してください。WorkSpace を起動したら、次のステップでユーザーを追加しま
す。

Note
• 現在、共有ディレクトリは、Amazon WorkSpaces での使用はサポートされていません。
• マルチリージョンレプリケーション用に AWS Managed Microsoft AD ディレクトリが設定さ
れている場合は、プライマリリージョンのディレクトリのみを Amazon WorkSpaces で使用
するために登録できます。Amazon WorkSpaces で使用するためにレプリケートされたリー
ジョンにディレクトリを登録しようとすると失敗します。AWS Managed Microsoft AD を使
用したマルチリージョンレプリケーションは、レプリケートされたリージョン内での Amazon
WorkSpaces での使用についてサポートされていません。

AWS Managed Microsoft AD ディレクトリを作成するには
1.

https://console.aws.amazon.com/workspaces/ で WorkSpaces コンソールを開きます。

2.

ナビゲーションペインで [Directories] を選択します。

3.

[Set up Directory]、[Create Microsoft AD] の順にクリックします。

4.

以下のようにディレクトリを設定します。
a.

[Organization name] には、ディレクトリの一意の組織名（例: my-demo-directory）を入力しま
す。この名前は、長さが 4 文字以上で、英数字とハイフン（-）のみで構成され、ハイフン以外の
文字で開始または終了している必要があります｡

b.

[Directory DNS] には、ディレクトリの完全修飾名を入力します（例: workspaces.demo.com）。

Important
WorkSpaces の起動後に DNS サーバーを更新する必要がある場合は、Amazon
WorkSpaces の DNS サーバーの更新 (p. 100) の手順に従って WorkSpaces が正しく更
新されていることを確認します。
c.

[NetBIOS name] には、ディレクトリの短縮名を入力します（例: workspaces）。

d.

[Admin password] と [Confirm Password] に､ディレクトリ管理者アカウントのパスワードを入力
します。パスワードの要件に関する詳細については、AWS Directory Service 管理ガイドの AWS
Managed Microsoft AD ディレクトリを作成するを参照してください。

e.

（オプション）[Description] に、ディレクトリの説明を入力します。

f.

[VPC ] では、作成した VPC を選択します。

g.

[Subnets] で､2 つのプライベートサブネットを選択します（CIDR ブロック 10.0.1.0/24 およ
び 10.0.2.0/24）。

h.

[Next Step] を選択します。
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5.

[Create Microsoft AD] を選択します。

6.

[Done] を選択します。ディレクトリの最初のステータスは Creating です。ディレクトリの作成が完
了すると、ステータスが Active に変わります。

ステップ 2: WorkSpace の作成
AWS Managed Microsoft AD ディレクトリを作成し、WorkSpace を作成する準備が整いました。

WorkSpace を作成するには
1.

https://console.aws.amazon.com/workspaces/ で WorkSpaces コンソールを開きます。

2.
3.

ナビゲーションペインで [WorkSpaces] を選択します。
[Launch WorkSpaces] を選択します。

4.

[Select a Directory] (ディレクトリの選択) ページで、作成したディレクトリを選択し、[Next Step] (次
のステップ) を選択します。WorkSpaces がディレクトリを登録します。
[Identify Users] ページで、次のようにディレクトリに新しいユーザーを追加します。

5.

6.
7.
8.

a.

[Username]､[First Name]､[Last Name]､および [Email] に値を入力します。アクセス権のある E
メールアドレスを使用してください。

b.

[Create Users] を選択します。

c. [Next Step] を選択します。
[Select Bundle] ページで、バンドル;を選択し、[Next Step] を選択します。
[WorkSpaces Configuration] ページで、実行モードを選択してから、[Next Step] を選択します。
[Review & Launch WorkSpaces] ページで、[Launch WorkSpaces] を選択します。WorkSpace の最初
のステータスは PENDING です。起動が完了すると、ステータスは AVAILABLE になり、ユーザーに
指定した E メールアドレスに招待状が送信されます。

Note

9.

ユーザーが既に Active Directory に存在する場合、招待メールは送信されません。代わりに、
ユーザーに招待メールを手動で送信してください。詳細については、「招待 E メールの送
信 (p. 126)」を参照してください
(オプション) リージョンで Amazon WorkDocs がサポートされている場合は、ディレクトリ内
のすべてのユーザーのために Amazon WorkDocs を有効にできます。詳細については、「AWS
Managed Microsoft AD 用に Amazon WorkDocs を有効にする (p. 106)」を参照してください Amazon
WorkDocs の詳細については、Amazon WorkDocs 管理ガイドの Amazon WorkDocs Drive を参照し
てください。

ステップ 3: WorkSpace に接続する
招待メールを受け取ったら、選択したクライアントを使用して WorkSpace に接続できます。サインイン
すると、クライアントは WorkSpace デスクトップを表示します。

WorkSpace に接続するには
1.

招待メールでリンクを開きます。プロンプトが表示されたら、パスワードを入力して、ユーザーを有
効化します｡ このパスワードは WorkSpace にサインインする際に必要となるため、覚えておいてくだ
さい。

Note
パスワードは大文字と小文字が区別され、8〜64 文字の長さにする必要があります。パス
ワードには、小文字 (a〜z)、大文字 (A〜Z)、数字 (0〜9) のそれぞれのカテゴリから少なくと
も 1 つの文字と、~!@#$%^&*_-+=`|\(){}[]:;"'<>,.?/ が含まれている必要があります。
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2.

各クライアントの要件の詳細については、Amazon WorkSpaces ユーザーガイドの WorkSpaces クラ
イアントを確認し、次のいずれかの操作を行います。
• プロンプトが表示されたら、クライアントアプリケーションの 1 つをダウンロードするか、Web
Access を起動します。
• プロンプトが表示されず、まだクライアントアプリケーションをインストールしていない場合
は、https://clients.amazonworkspaces.com/ を開き、いずれかのクライアントアプリケーションを
ダウンロードするか、ウェブアクセスを起動します。

Note

3.
4.
5.

ウェブブラウザ (Web Access) を使用して Amazon Linux WorkSpaces に接続することはでき
ません。
クライアントを起動し、招待 E メールから登録コードを入力して、[Register] を選択します。
サインインするように求められたら、ユーザーのユーザー名とパスワードを入力し、[Sign In] を選択
します。
（オプション）資格情報を保存するかどうかを確認するメッセージが表示されたら、[Yes] を選択しま
す。

次のステップ
作成した WorkSpace は引き続きカスタマイズできます。たとえば、ソフトウェアをインストールして
WorkSpace からカスタムバンドルを作成することができます。WorkSpaces および WorkSpaces ディレク
トリに対してさまざまな管理タスクを実行することもできます。WorkSpace の処理が終了したら、それを
削除できます。詳細については、次のドキュメントを参照してください。
• カスタムの WorkSpaces イメージとバンドルの作成 (p. 197)
• WorkSpaces を管理する (p. 134)
• WorkSpaces のディレクトリを管理する (p. 95)
• WorkSpace の削除 (p. 195)
複数のモニターのセットアップや周辺機器の使用など、WorkSpaces クライアントアプリケーションの使
用方法の詳細については、Amazon WorkSpaces ユーザーガイドの WorkSpaces クライアントおよび周辺
機器のサポートを参照してください。

Simple AD を使用して WorkSpace を起動する
WorkSpaces を使用すると、WorkSpaces として知られている、ユーザー向けの仮想クラウドベースの
Microsoft Windows および Linux デスクトップを提供できます。
WorkSpaces は、ディレクトリを使用して、WorkSpace とユーザーの情報を格納し管理します。ディレ
クトリには、Simple AD、AD Connector、または Microsoft Active Directory 用の AWS Directory Service
(AWS Managed Microsoft AD とも呼ばれます) のいずれかを選択できます。さらに、AWS Managed
Microsoft AD ディレクトリとオンプレミスドメイン間の信頼関係を確立することもできます。
このチュートリアルでは、Simple AD を使用する WorkSpace を起動します。他のオプションを使用する
チュートリアルについては、「WorkSpaces を使用して仮想デスクトップを起動します。 (p. 110)」を参
照してください。
タスク
• 開始する前に (p. 115)
• ステップ 1: Simple AD ディレクトリを作成する (p. 115)
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• ステップ 2: WorkSpace の作成 (p. 116)
• ステップ 3: WorkSpace に接続する (p. 117)
• 次のステップ (p. 117)

開始する前に
• Simple AD は、すべてのリージョンで利用できるわけではありません。サポートされているリージョン
を確認し、Simple AD ディレクトリのリージョンを選択します。Simple AD でサポートされるリージョ
ンの詳細については、 AWS Directory Service のリージョンの可用性を参照してください。
• WorkSpaces はすべてのリージョンで利用できるわけではありません。サポートされているリージョン
を確認し、WorkSpaces のリージョンを選択します。サポートされるリージョンについては、AWS リー
ジョン別の WorkSpaces の料金を参照してください。
• WorkSpace を起動するときは、WorkSpace バンドルを選択する必要があります。バンドルは、オペ
レーティングシステム、ストレージ、コンピューティング、およびソフトウェアリソースの組み合わせ
です。詳細については、「Amazon WorkSpace バンドル」を参照してください。
• AWS Directory Service を使用してディレクトリを作成する場合、または WorkSpace を起動する場合
は、パブリックサブネットと 2 つのプライベートサブネットで構成された仮想プライベートクラウドを
作成または選択する必要があります。詳細については、「WorkSpaces 用に VPC を設定する (p. 12)」
を参照してください

ステップ 1: Simple AD ディレクトリを作成する
Simple AD ディレクトリを作成します。AWS Directory Service は、VPC のプライベートサブネットにそ
れぞれ 2 つのディレクトリサーバーを作成します。最初はディレクトリにユーザーがいないことに注意し
てください。WorkSpace を作成したら、次のステップでユーザーを追加します。

Note
Simple AD は、WorkSpaces で無料でご利用になれます。Simple AD ディレクトリで 30 日間連
続使用されている WorkSpaces がない場合、そのディレクトリは Amazon WorkSpaces での使用
から自動的に登録解除され、AWS Directory Service 料金の条件に従って課金されるようになりま
す。
空のディレクトリを削除するには、WorkSpaces のディレクトリの削除 (p. 105) を参照してくだ
さい。Simple AD ディレクトリを削除した後に WorkSpaces を再度ご使用になる際は、いつでも
新しいディレクトリを作成できます。

Simple AD ディレクトリを作成するには
1.
2.

https://console.aws.amazon.com/workspaces/ で WorkSpaces コンソールを開きます。
ナビゲーションペインで [Directories] を選択します。

3.
4.

[Set up Directory] (ディレクトリの設定)、[Simple AD]、[Next] (次へ) の順に選択します。
以下のようにディレクトリを設定します。
a.

[Organization name] には、ディレクトリの一意の組織名（例: my-example-directory）を入力しま
す。この名前は、長さが 4 文字以上で、英数字とハイフン（-）のみで構成され、ハイフン以外の
文字で開始または終了している必要があります｡

b.

[Directory DNS name] (ディレクトリの DNS 名) には、ディレクトリの完全修飾名を入力します
(例: example.com)。

Important
WorkSpaces の起動後に DNS サーバーを更新する必要がある場合は、Amazon
WorkSpaces の DNS サーバーの更新 (p. 100) の手順に従って WorkSpaces が正しく更
新されていることを確認します。
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c.

[NetBIOS name] には、ディレクトリの短縮名を入力します（例: example）。

d.

[Admin password] と [Confirm Password] に､ディレクトリ管理者アカウントのパスワードを入力
します。パスワードの要件の詳細については、AWS Directory Service 管理ガイドの Microsoft AD
Directory の作成方法を参照してください。

e.

（オプション）[Description] に、ディレクトリの説明を入力します。

f.

[Directory size] (ディレクトリのサイズ) で、[Small] (スモール) を選択します。

g.

[VPC ] では、作成した VPC を選択します。

h.

[Subnets] で､2 つのプライベートサブネットを選択します（CIDR ブロック 10.0.1.0/24 およ
び 10.0.2.0/24）。

i.

[次へ] を選択します。

5.

[Create directory] (ディレクトリの作成) を選択します。

6.

ディレクトリの最初のステータスは Requested で､次に Creating となります。ディレクトリの作
成が完了すると (これには数分かかる場合があります)、ステータスは Active になります。

ディレクトリ作成時の動作
WorkSpaces が、あなたの代わりに次のタスクを完了します。
• IAM ロールを作成して、WorkSpaces サービスが Elastic Network Interface を作成し、WorkSpaces ディ
レクトリの一覧を表示できるようにします。そのロールには、workspaces_DefaultRole という名前
が付きます。
• ユーザーおよび WorkSpace 情報を格納するために使用される VPC の Simple AD ディレクトリをセット
アップします。このディレクトリには、Administrator というユーザー名と指定されたパスワードを持つ
管理者アカウントがあります。
• 2 つのセキュリティグループを作成します。1 つはディレクトリコントローラー用で、もう 1 つはディ
レクトリ内の WorkSpaces 用です。

ステップ 2: WorkSpace の作成
これで、WorkSpace を起動する準備ができました。

ユーザーの WorkSpace を作成するには
1.

https://console.aws.amazon.com/workspaces/ で WorkSpaces コンソールを開きます。

2.

ナビゲーションペインで [WorkSpaces] を選択します。

3.

[Launch WorkSpaces] を選択します。

4.

[Select a Directory] ページで、次のようにします。
a.

[Directory] で､作成したディレクトリを選択します｡

b.

[Enable Self Service Permissions] (セルフサービスアクセス許可の有効化) で、[Yes] (はい) また
は [No] (いいえ) を選択し、説明を入力します。

c.

[Amazon WorkDocs の有効化] で､[Yes] を選択します｡

Note
このオプションは、選択されたリージョンで Amazon WorkDocs が使用可能な場合にの
み使用できます。
d.
5.

[Next Step] を選択します。WorkSpaces が Simple AD ディレクトリを登録します。

[Identify Users] ページで、次のようにディレクトリに新しいユーザーを追加します。
a.

[Username]､[First Name]､[Last Name]､および [Email] に値を入力します。アクセス権のある E
メールアドレスを使用してください。
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b.
6.
7.
8.

[Create Users] を選択します。

c. [Next Step] を選択します。
[Select Bundle] ページで、バンドル;を選択し、[Next Step] を選択します。
[WorkSpaces Configuration] ページで、実行モードを選択してから、[Next Step] を選択します。
[Review & Launch WorkSpaces] ページで、[Launch WorkSpaces] を選択します。WorkSpace の最初
のステータスは PENDING です。起動が完了すると (最長 20 分かかる場合があります)、ステータスは
AVAILABLE になり、ユーザーに指定した E メールアドレスに招待状が送信されます。

Note
ユーザーが既に Active Directory に存在する場合、招待メールは送信されません。代わりに、
ユーザーに招待メールを手動で送信してください。詳細については、「招待 E メールの送
信 (p. 126)」を参照してください

ステップ 3: WorkSpace に接続する
招待メールを受け取ったら、選択したクライアントを使用して WorkSpace に接続できます。サインイン
すると、クライアントは WorkSpace デスクトップを表示します。

WorkSpace に接続するには
1.

招待メールでリンクを開きます。プロンプトが表示されたら、パスワードを入力して、ユーザーを有
効にします｡ このパスワードは WorkSpace にサインインする際に必要となるため、覚えておいてくだ
さい。

Note

2.

パスワードは大文字と小文字が区別され、8〜64 文字の長さにする必要があります。パス
ワードには、小文字 (a〜z)、大文字 (A〜Z)、数字 (0〜9) のそれぞれのカテゴリから少なくと
も 1 つの文字と、~!@#$%^&*_-+=`|\(){}[]:;"'<>,.?/ が含まれている必要があります。
各クライアントの要件の詳細については、Amazon WorkSpaces ユーザーガイドの WorkSpaces クラ
イアントを確認し、次のいずれかの操作を行います。
• プロンプトが表示されたら、クライアントアプリケーションの 1 つをダウンロードするか、Web
Access を起動します。
• プロンプトが表示されず、まだクライアントアプリケーションをインストールしていない場合
は、https://clients.amazonworkspaces.com/ を開き、いずれかのクライアントアプリケーションを
ダウンロードするか、ウェブアクセスを起動します。

Note

3.
4.
5.

ウェブブラウザ (Web Access) を使用して Amazon Linux WorkSpaces に接続することはでき
ません。
クライアントを起動し、招待 E メールから登録コードを入力して、[Register] を選択します。
サインインするように求められたら、ユーザーのユーザー名とパスワードを入力し、[Sign In] を選択
します。
（オプション）資格情報を保存するかどうかを確認するメッセージが表示されたら、[Yes] を選択しま
す。

次のステップ
作成した WorkSpace は引き続きカスタマイズできます。たとえば、ソフトウェアをインストールして
WorkSpace からカスタムバンドルを作成することができます。WorkSpaces および WorkSpaces ディレク
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トリに対してさまざまな管理タスクを実行することもできます。WorkSpace の処理が終了したら、それを
削除できます。詳細については、次のドキュメントを参照してください。
• カスタムの WorkSpaces イメージとバンドルの作成 (p. 197)
• WorkSpaces を管理する (p. 134)
• WorkSpaces のディレクトリを管理する (p. 95)
• WorkSpace の削除 (p. 195)
複数のモニターのセットアップや周辺機器の使用など、WorkSpaces クライアントアプリケーションの使
用方法の詳細については、Amazon WorkSpaces ユーザーガイドの WorkSpaces クライアントおよび周辺
機器のサポートを参照してください。

AD Connector を使用して WorkSpace を起動する
WorkSpaces を使用すると、WorkSpaces として知られている、ユーザー向けの仮想クラウドベースの
Microsoft Windows および Linux デスクトップを提供できます。
WorkSpaces は、ディレクトリを使用して、WorkSpace とユーザーの情報を格納し管理します。ディレ
クトリには、Simple AD、AD Connector、または Microsoft Active Directory 用の AWS Directory Service
(AWS Managed Microsoft AD とも呼ばれます) のいずれかを選択できます。さらに、AWS Managed
Microsoft AD ディレクトリとオンプレミスドメイン間の信頼関係を確立することもできます。
このチュートリアルでは、AD Connector を使用する WorkSpace を起動します。他のオプションを使用す
るチュートリアルについては、「WorkSpaces を使用して仮想デスクトップを起動します。 (p. 110)」を
参照してください。
タスク
• 開始する前に (p. 118)
• ステップ 1: AD Connector の作成 (p. 119)
• ステップ 2: WorkSpace の作成 (p. 119)
• ステップ 3: WorkSpace に接続する (p. 120)
• 次のステップ (p. 121)

開始する前に
• WorkSpaces はすべてのリージョンで利用できるわけではありません。サポートされているリージョン
を確認し、WorkSpaces のリージョンを選択します。サポートされるリージョンについては、AWS リー
ジョン別の WorkSpaces の料金を参照してください。
• WorkSpace を起動するときは、WorkSpace バンドルを選択する必要があります。バンドルは、オペ
レーティングシステム、ストレージ、コンピューティング、およびソフトウェアリソースの組み合わせ
です。詳細については、「Amazon WorkSpace バンドル」を参照してください。
• 少なくとも 2 つのプライベートサブネットを持つ Virtual Private Cloud を作成します。詳細について
は、「WorkSpaces 用に VPC を設定する (p. 12)」を参照してください VPC は、仮想プライベートネッ
トワーク (VPN) 接続または を通じてオンプレミスのネットワークに接続されている必要があります
AWS Direct Connect 詳細については、AWS Directory Service 管理ガイドのAD Connector の前提条件を
参照してください。
• WorkSpace からインターネットにアクセスできます。詳細については、「WorkSpace からのインター
ネットアクセスを提供する (p. 78)」を参照してください
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ステップ 1: AD Connector の作成
Note
AD Connector は、WorkSpaces で無料でご利用になれます。AD Connector ディレクトリで 30
日間連続使用されている WorkSpaces がない場合、そのディレクトリは Amazon WorkSpaces で
の使用から自動的に登録解除され、AWS Directory Service 料金の条件に従って課金されるように
なります。
空のディレクトリを削除するには、WorkSpaces のディレクトリの削除 (p. 105) を参照してくだ
さい。AD Connector ディレクトリを削除した場合、WorkSpaces を再度ご使用になる際は、いつ
でも Simple AD または AD Connector を新たに作成できます。

AD Connector を作成するには
1.

https://console.aws.amazon.com/workspaces/ で WorkSpaces コンソールを開きます。

2.

ナビゲーションペインで [Directories] を選択します。

3.

[Set up Directory]、[Create AD Connector] をクリックします。

4.

[Organization name] には、ディレクトリの一意の組織名（例: my-example-directory）を入力します。
この名前は、長さが 4 文字以上で、英数字とハイフン（-）のみで構成され、ハイフン以外の文字で開
始または終了している必要があります｡

5.

[Connected directory DNS] には、オンプレミスディレクトリの完全修飾名（例: example.com）を入
力します。

6.

[Connected directory NetBIOS name] には、オンプレミスディレクトリの短い名前（例: example）を
入力します。

7.

[Connector account username] では、オンプレミスディレクトリにユーザーのユーザー名を入力しま
す。ユーザーには、ユーザーとグループの読み取り、コンピュータオブジェクトの作成、コンピュー
タのドメインへの参加を許可する必要があります。

8.

[Connector account password] と [Confirm password] には、オンプレミスのユーザーアカウントのパ
スワードを入力します。

9.

[DNS address] には､オンプレミスディレクトリ内の少なくとも 1 つの DNS サーバーの IP アドレスを
入力します。

Important
WorkSpaces の起動後に DNS サーバーの IP アドレスを更新する必要がある場合
は、Amazon WorkSpaces の DNS サーバーの更新 (p. 100) の手順 に従って WorkSpaces が
正しく更新されていることを確認します。
10. （オプション）[Description] に、ディレクトリの説明を入力します。
11. [Size] を [Small] のままにします｡
12. [VPC] で、自分の VPC を選択します。
13. [Subnet] で、サブネットを選択します。指定した DNS サーバーには、各サブネットからアクセスで
きる必要があります。
14. [Next Step] を選択します。
15. [AD Connector の作成] の選択 ディレクトリが接続されるには数分かかります。ディレクトリの最初
のステータスは Requested で､次に Creating となります。ディレクトリの作成が完了すると、ス
テータスが Active に変わります。

ステップ 2: WorkSpace の作成
これで、オンプレミスディレクトリで 1 人以上のユーザーが WorkSpace を起動する準備が整いました。
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既存のユーザーの WorkSpace を起動するには
1.

https://console.aws.amazon.com/workspaces/ で WorkSpaces コンソールを開きます。

2.

ナビゲーションペインで [WorkSpaces] を選択します。

3.

[Launch WorkSpaces] を選択します。

4.

[Directory] で､作成したディレクトリを選択します｡

5.

(オプション) このディレクトリで初めて WorkSpace を起動する場合で、Amazon WorkDocs が
リージョンでサポートされている場合、このディレクトリのすべてのユーザーに対して Amazon
WorkDocs を有効または無効にすることができます。Amazon WorkDocs の詳細については、Amazon
WorkDocs 管理ガイドの Amazon WorkDocs Drive を参照してください。

6.

[次へ] を選択します。WorkSpaces が AD Connector を登録します。

7.

オンプレミスディレクトリから 1 人以上の既存ユーザーを選択します。WorkSpaces コンソールを使
用して、オンプレミスディレクトリに新規ユーザーを追加しないでください。
選択するユーザーを見つけるには、ユーザー名の全体または一部を入力し、[Search] または [Show All
Users] をクリックします。E メールアドレスを持っていないユーザーは選択できないことに注意して
ください。
ユーザーを選択したら、[Add Selected]、[Next Step] の順に選択します。

8.

[Select Bundle] で､WorkSpaces 用に使用するデフォルトの WorkSpace バンドルを選択します。
[Assign WorkSpace Bundles] で、必要に応じて個々の WorkSpace に異なるバンドルを選択すること
ができます。完了したら、[Next Step] を選択します。

9.

WorkSpace の実行モードを選択し、[Next Step] を選択します。詳細については、「WorkSpace の実
行モードを管理する (p. 161)」を参照してください

10. [Launch WorkSpaces] を選択します。WorkSpace の最初のステータスは PENDING です。起動が完了
すると、ステータスが [AVAILABLE] に変わります。
11. 各ユーザーの E メールアドレスに招待状を送信します。(AD Connector を使用している場合、これら
の招待状は自動的に送信されません) 詳細については、「招待 E メールの送信 (p. 126)」を参照して
ください

ステップ 3: WorkSpace に接続する
任意のクライアントを使用して WorkSpace に接続できます。サインインすると、クライアントは
WorkSpace デスクトップを表示します。

WorkSpace に接続するには
1.

招待メールでリンクを開きます。

2.

各クライアントの要件の詳細については、Amazon WorkSpaces ユーザーガイドの WorkSpaces クラ
イアントを確認し、次のいずれかの操作を行います。
• プロンプトが表示されたら、クライアントアプリケーションの 1 つをダウンロードするか、Web
Access を起動します。
• プロンプトが表示されず、まだクライアントアプリケーションをインストールしていない場合
は、https://clients.amazonworkspaces.com/ を開き、いずれかのクライアントアプリケーションを
ダウンロードするか、ウェブアクセスを起動します。

Note
ウェブブラウザ (Web Access) を使用して Amazon Linux WorkSpaces に接続することはでき
ません。
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3.

クライアントを起動し、招待 E メールから登録コードを入力して、[Register] を選択します。

4.

サインインするように求められたら、ユーザーのユーザー名とパスワードを入力し、[Sign In] を選択
します。

5.

（オプション）資格情報を保存するかどうかを確認するメッセージが表示されたら、[Yes] を選択しま
す。

Note
AD Connector を使用しているため、ユーザーは自分のパスワードをリセットできません。([パス
ワードを忘れた場合] オプションは、WorkSpaces クライアントアプリケーションのログイン画
面では使用できません。) ユーザーパスワードをリセットする方法については、WorkSpaces の
Active Directory 管理ツールを設定する (p. 107) を参照してください。

次のステップ
作成した WorkSpace は引き続きカスタマイズできます。たとえば、ソフトウェアをインストールして
WorkSpace からカスタムバンドルを作成することができます。WorkSpaces および WorkSpaces ディレク
トリに対してさまざまな管理タスクを実行することもできます。WorkSpace の処理が終了したら、それを
削除できます。詳細については、次のドキュメントを参照してください。
• カスタムの WorkSpaces イメージとバンドルの作成 (p. 197)
• WorkSpaces を管理する (p. 134)
• WorkSpaces のディレクトリを管理する (p. 95)
• WorkSpace の削除 (p. 195)
複数のモニターのセットアップや周辺機器の使用など、WorkSpaces クライアントアプリケーションの使
用方法の詳細については、Amazon WorkSpaces ユーザーガイドの WorkSpaces クライアントおよび周辺
機器のサポートを参照してください。

信頼できるドメインを使用して WorkSpace を起動
する
WorkSpaces を使用すると、WorkSpaces として知られている、ユーザー向けの仮想クラウドベースの
Microsoft Windows、Amazon Linux、Ubuntu Linux デスクトップを提供できます。
WorkSpaces は、ディレクトリを使用して、WorkSpace とユーザーの情報を格納し管理します。ディレ
クトリには、Simple AD、AD Connector、または Microsoft Active Directory 用の AWS Directory Service
(AWS Managed Microsoft AD とも呼ばれます) のいずれかを選択できます。さらに、AWS Managed
Microsoft AD ディレクトリとオンプレミスドメイン間の信頼関係を確立することもできます。
このチュートリアルでは、信頼関係を使用する WorkSpace を起動します。他のオプションを使用する
チュートリアルについては、「WorkSpaces を使用して仮想デスクトップを起動します。 (p. 110)」を参
照してください。
タスク
• 開始する前に (p. 122)
• ステップ 1: 信頼関係を確立する (p. 122)
• ステップ 2: WorkSpace の作成 (p. 123)
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• ステップ 3: WorkSpace に接続する (p. 123)
• 次のステップ (p. 124)

開始する前に
• 別の信頼されたドメインのユーザーアカウントを使用して WorkSpaces を起動すると、オンプレミスの
ディレクトリとの信頼関係が設定されている場合、AWS 管理対象の Microsoft AD で動作します。ただ
し、Simple AD または AD Connector を使用する WorkSpaces では、信頼されたドメインのユーザーに
対して WorkSpaces を起動することはできません。
• WorkSpaces はすべてのリージョンで利用できるわけではありません。サポートされているリージョン
を確認し、WorkSpaces のリージョンを選択します。サポートされるリージョンについては、AWS リー
ジョン別の WorkSpaces の料金を参照してください。
• WorkSpace を起動するときは、WorkSpace バンドルを選択する必要があります。バンドルは、
ストレージ、計算、およびソフトウェアリソースの組み合わせです。詳細については、「Amazon
WorkSpaces バンドル」を参照してください。
• AWS Directory Service を使用してディレクトリを作成する場合、または WorkSpace を起動する場合
は、パブリックサブネットと 2 つのプライベートサブネットで構成された仮想プライベートクラウドを
作成または選択する必要があります。詳細については、「WorkSpaces 用に VPC を設定する (p. 12)」
を参照してください

ステップ 1: 信頼関係を確立する
信頼関係をセットアップするには
1.

Virtual Private Cloud (VPC) に AWS Managed Microsoft AD を設定します。詳細については、AWS
Directory Service 管理ガイドのAWS Managed Microsoft AD ディレクトリを作成するを参照してくだ
さい。

Note
• 現在、共有ディレクトリは、Amazon WorkSpaces での使用はサポートされていません。
• マルチリージョンレプリケーション用に AWS Managed Microsoft AD ディレクトリが設定
されている場合は、プライマリリージョンのディレクトリのみを Amazon WorkSpaces で
使用するために登録できます。Amazon WorkSpaces で使用するためにレプリケートされ
たリージョンにディレクトリを登録しようとすると失敗します。AWS Managed Microsoft
AD を使用したマルチリージョンレプリケーションは、レプリケートされたリージョン内で
の Amazon WorkSpaces での使用についてサポートされていません。
2.

AWS Managed Microsoft AD とオンプレミスドメイン間の信頼関係を作成します。信頼が双方向の
信頼として設定されていることを確認します。詳細については、AWS Directory Service 管理ガイ
ドのチュートリアル: AWS Managed Microsoft AD とオンプレミスドメイン間の信頼関係を作成を参照
してください。

オンプレミスの認証情報を使用して WorkSpaces の管理と Workspaces による認証を行い、WorkSpaces
をオンプレミスのユーザーとグループに対してプロビジョニングするために一方向または双方向の信頼
を使用できます。詳細については、「Deploy Amazon WorkSpaces using a One-Way Trust Resource
Domain with AWS Directory Service」を参照してください。

Note
Ubuntu WorkSpaces は Active Directory の統合に System Security Services Daemon (SSSD) を使
用していますが、SSSD はフォレストトラストをサポートしていません。その代わりに外部信頼
を設定してください。Amazon Linux と Ubuntu の WorkSpaces では、双方向の信頼を推奨してい
ます。
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ステップ 2: WorkSpace の作成
AWS Managed Microsoft AD とオンプレミスの Microsoft Active Directory ドメイン間で信頼関係を確立し
た後、オンプレミスドメインのユーザーに対して WorkSpaces をプロビジョニングできます。
GPO 設定が WorkSpaces に適用される前に、ドメイン間でレプリケートされていることを確認する必要
があります。

信頼されたオンプレミスドメインのユーザーの WorkSpaces を起動するには
1.

https://console.aws.amazon.com/workspaces/ で WorkSpaces コンソールを開きます。

2.

ナビゲーションペインで [WorkSpaces] を選択します。

3.

[Launch WorkSpaces] を選択します。

4.

[Select a Directory] ページで、先ほど登録したディレクトリを選択し、[Next Step] を選択します。

5.

[Identify Users] ページで、以下を実行します。
a.

[Select trust from forest] では、作成した信頼関係を選択します。

b.

ユーザーをオンプレミス ドメインから選択し、[Add Selected] を選択します。

c.

[Next Step] を選択します。

6.

WorkSpaces に使用するバンドルを選択し、[Next Step] を選択します。

7.

実行モードを選択して、暗号化設定を選択し、タグを設定します。完了したら、[Next Step] を選択し
ます。

8.

[Launch WorkSpaces] を選択します。WorkSpaces が使用可能になるまでに 20 分、暗号化を有効に
した場合は最大 40 分かかることに注意してください。WorkSpace の最初のステータスは PENDING
です。起動が完了すると、ステータスが [AVAILABLE] に変わります。

9.

各ユーザーの E メールアドレスに招待状を送信します。(信頼関係を使用している場合、これらの招待
状は自動的に送信されません) 詳細については、「招待 E メールの送信 (p. 126)」を参照してくださ
い

ステップ 3: WorkSpace に接続する
招待メールを受け取ったら、WorkSpace に接続できます。ユーザーは､username､corp\username､または
corp.example.com\username のようなユーザー名を入力できます｡

WorkSpace に接続するには
1.

招待メールでリンクを開きます。プロンプトが表示されたら、パスワードを入力して、ユーザーを有
効にします｡ このパスワードは WorkSpace にサインインする際に必要となるため、覚えておいてくだ
さい。

Note
パスワードは大文字と小文字が区別され、8〜64 文字の長さにする必要があります。パス
ワードには、小文字 (a〜z)、大文字 (A〜Z)、数字 (0〜9) のそれぞれのカテゴリから少なくと
も 1 つの文字と、~!@#$%^&*_-+=`|\(){}[]:;"'<>,.?/ が含まれている必要があります。
2.

各クライアントの要件の詳細については、Amazon WorkSpaces ユーザーガイドの WorkSpaces クラ
イアントを確認し、次のいずれかの操作を行います。
• プロンプトが表示されたら、クライアントアプリケーションの 1 つをダウンロードするか、Web
Access を起動します。
• プロンプトが表示されず、まだクライアントアプリケーションをインストールしていない場合
は、https://clients.amazonworkspaces.com/ を開き、いずれかのクライアントアプリケーションを
ダウンロードするか、ウェブアクセスを起動します。
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Note
ウェブブラウザ (Web Access) を使用して Amazon Linux WorkSpaces に接続することはでき
ません。
3.
4.

クライアントを起動し、招待 E メールから登録コードを入力して、[Register] を選択します。
サインインするように求められたら、ユーザーのユーザー名とパスワードを入力し、[Sign In] を選択
します。

5.

（オプション）資格情報を保存するかどうかを確認するメッセージが表示されたら、[Yes] を選択しま
す。

次のステップ
作成した WorkSpace は引き続きカスタマイズできます。たとえば、ソフトウェアをインストールして
WorkSpace からカスタムバンドルを作成することができます。WorkSpaces および WorkSpaces ディレク
トリに対してさまざまな管理タスクを実行することもできます。WorkSpace の処理が終了したら、それを
削除できます。詳細については、次のドキュメントを参照してください。
• カスタムの WorkSpaces イメージとバンドルの作成 (p. 197)
• WorkSpaces を管理する (p. 134)
• WorkSpaces のディレクトリを管理する (p. 95)
• WorkSpace の削除 (p. 195)
複数のモニターのセットアップや周辺機器の使用など、WorkSpaces クライアントアプリケーションの使
用方法の詳細については、Amazon WorkSpaces ユーザーガイドの WorkSpaces クライアントおよび周辺
機器のサポートを参照してください。
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WorkSpace ユーザーを管理する
各 WorkSpace は 1 人のユーザーに割り当てられており、複数のユーザーで共有することはできません。
デフォルトでは、ディレクトリごとに 1 ユーザーあたり 1 つの WorkSpace のみ許可されます。
目次
• WorkSpaces ユーザーの管理 (p. 125)
• ユーザー用に複数の WorkSpaces を作成する (p. 126)
• WorkSpaces へのユーザーログイン方法をカスタマイズする (p. 127)
• ユーザーを対象とした WorkSpace の自己管理機能を有効にする (p. 129)
• ユーザーの Amazon Connect オーディオ最適化を有効にする (p. 130)
• 診断ログのアップロードを有効にする (p. 132)

WorkSpaces ユーザーの管理
WorkSpaces の管理者は、WorkSpaces ユーザーを管理するために以下のタスクを実行します。

ユーザー情報を編集する
WorkSpaces コンソールを使用して、WorkSpace のユーザーの以下の情報を編集できます。

Note
この機能は、AWS Managed Microsoft AD または Simple AD を使用する場合にのみ利用でき
ます。AD Connector または信頼関係を使用して Microsoft Active Directory を使用する場合
は、Active Directory モジュールを使用してユーザーとグループを管理できます。

ユーザー情報を編集するには
1.

https://console.aws.amazon.com/workspaces/ で WorkSpaces コンソールを開きます。

2.

ナビゲーションペインで [WorkSpaces] を選択します。

3.

ユーザーを選択したら、[Actions] (アクション)、[Edit User] (ユーザーの編集) の順に選択します。

4.

必要に応じて､[First Name] (名)､[Last Name] (姓)､[Email] (E メール) を更新します

5.

[更新] を選択します。

ユーザーを追加または削除する
Amazon WorkSpaces コンソールから新しいユーザーを作成できるのは、WorkSpace の起動プロセス中の
みです。Amazon WorkSpaces コンソールからユーザーを削除することはできません。ユーザーグループ
の管理など、ほとんどのユーザー管理タスクは、ディレクトリで実行する必要があります。
ユーザーとグループを追加または削除するには
ユーザーとグループを追加、削除、または管理するには、ディレクトリを通じてこれを行う必要がありま
す。WorkSpaces ディレクトリのほとんどの管理タスクは、Active Directory 管理ツールなどのディレクト
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リ管理ツールを使用して実行します。詳細については、「WorkSpaces の Active Directory 管理ツールを設
定する (p. 107)」を参照してください

Important
ユーザーを削除する前に、ユーザーに割り当てられた WorkSpace を削除する必要があります。
詳細については、「WorkSpace の削除 (p. 195)」を参照してください
ユーザーとグループの管理に使用するプロセスは、使用しているディレクトリの種類によって異なりま
す。
• AWS Managed Microsoft AD を使用している場合は、AWS Directory Service 管理ガイドの AWS
Managed Microsoft AD のユーザーとグループの管理を参照してください。
• Simple AD を使用している場合は、AWS Directory Service 管理ガイドのSimple AD でユーザーとグルー
プを管理するを参照してください。
• AD Connector または信頼関係を使用して Microsoft Active Directory を使用する場合は、Active Directory
モジュールを使用してユーザーとグループを管理できます。

招待 E メールの送信
必要に応じて、手動で招待メールを送信することができます。

Note
AD Connector または信頼されたドメインを使用している場合、招待メールはユーザーに自動的に
は送信されないため、手動で送信する必要があります。また、ユーザーが既に Active Directory に
存在する場合も、招待メールは自動的に送信されません。

招待 E メールを再送信するには
1.

https://console.aws.amazon.com/workspaces/ で WorkSpaces コンソールを開きます。

2.

ナビゲーションペインで [WorkSpaces] を選択します。

3.

[WorkSpace] ページで、検索ボックスを使用して招待を送信するユーザーを検索し、検索結果から対
応する WorkSpace を選択します。一度に選択できる WorkSpace は 1 つだけです。

4.

[Actions] (アクション)、[Invite User] (ユーザーを招待) の順に選択します。

5.

[Invite users to the WorkSpace] (WorkSpace にユーザーを招待) ページで、[Send invite] (招待を送信)
を選択します。

ユーザー用に複数の WorkSpaces を作成する
デフォルトでは、ディレクトリごとに 1 ユーザーあたり 1 つの WorkSpace のみ作成できます。ただし、
必要に応じて、ディレクトリ設定に応じて、1 ユーザーに対して複数の WorkSpace を作成できます。
• WorkSpaces 用のディレクトリが 1 つしかない場合は、そのユーザーに対して複数のユーザー名を
作成します。たとえば、Mary Major という名前のユーザーは、mmajor1、mmajor2 などのユーザー
名を持つことができます。各ユーザー名は、同じディレクトリ内の異なる WorkSpace に関連付け
られますが、WorkSpaces がすべて同じ AWS リージョンの同じディレクトリに作成されている限
り、WorkSpaces は同じ登録コードを持ちます。
• WorkSpaces に複数のディレクトリがある場合は、ユーザーの WorkSpace を別々のディレクトリに作
成します。複数のディレクトリで同じユーザー名を使用することも、ディレクトリで異なるユーザー名
を使用することもできます。WorkSpace の登録コードは異なります。
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Tip
ユーザー用に作成したすべての WorkSpaces を簡単に見つけることができるように、各
WorkSpace に同じ基本ユーザー名を使用します。
例えば、Active Directory ユーザー名を mmajor とする Mary Major という名前のユーザーが
ある場合、mmajor、mmajor1、mmjor2、mmjor3 などのユーザー名や、mmjor_windows や
mmmajor_linux などの多少変化させたものを使用して、当該ユーザーのための WorkSpaces
を作成します。すべての WorkSpaces のベースユーザー名 (mmajor) の冒頭が同じであれ
ば、WorkSpaces コンソールでユーザー名を並べ替えて、そのユーザーのすべての WorkSpaces
をグループ化できます。

Important
• 2 つの WorkSpaces が別々のディレクトリにある限り、ユーザーは PCoIP と WSP WorkSpace
の両方を持つことができます。同じユーザーが PCoIP と WSP WorkSpace を同じディレクト
リ内に持つことはできません。
• クロスリージョンリダイレクトで使用する複数の WorkSpaces を設定する場合は、異なる
AWS リージョンの異なるディレクトリに WorkSpaces をセットアップし、各ディレクトリで
同じユーザー名を使用する必要があります。クロスリージョンリダイレクトの詳細について
は、Amazon WorkSpaces のクロスリージョンリダイレクト (p. 240) を参照してください。
WorkSpaces 間で切り替えるには、特定のワークスペースに関連付けられたユーザー名と登録コードを使
用してログインします。ユーザーが Windows、macOS、または Linux 用の WorkSpaces クライアントア
プリケーションのバージョン 3.0 以降を使用している場合は、クライアントアプリケーションで [設定]、
[ログイン情報の管理] の順に選択し、WorkSpace に異なる名前を割り当てることができます。

WorkSpaces へのユーザーログイン方法をカスタマ
イズする
Uniform Resource Identifier (URI) を使用して WorkSpaces へのユーザーのアクセスをカスタマイズして、
組織内の既存のワークフローと統合された、簡素化されたログインエクスペリエンスを提供します。たと
えば、WorkSpaces の登録コードを使用してユーザーを登録するログイン URI を自動的に生成できます。
上の結果:
• ユーザーは手動登録プロセスを省略できます。
• ユーザー名は、WorkSpaces クライアントのログインページに自動的に入力されます。
• 組織内で Multi-Factor Authentication (MFA) が使用されている場合、クライアントログインページに組織
のユーザー名と MFA コードが自動で入力されます。
URI アクセスは、リージョンベースの登録コード (WSpdx+ABC12D など) と完全修飾ドメイン名 (FQDN)
ベースの登録コード (desktop.example.com など) の両方で動作します。FQDN ベースの登録コードの
作成および使用の詳細については、Amazon WorkSpaces のクロスリージョンリダイレクト (p. 240) を
参照してください。
サポートされている次のデバイス上でのクライアントアプリケーションの、WorkSpaces への URI アクセ
スを設定できます。
• Windows コンピュータ
• macOS コンピュータ
• Ubuntu Linux 18.04 コンピュータ
• iPad
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• Android デバイス
URI を使用して WorkSpaces にアクセスするには、まずユーザーが https://
clients.amazonworkspaces.com/ を開き、手順に従って、デバイス用のクライアントアプリケーションを
インストールする必要があります。
URI アクセスは、Windows および macOS コンピュータ上の Firefox および Chrome ブラウザ、Ubuntu
Linux 18.04 コンピュータ上の Firefox ブラウザ、および Windows コンピュータ上の Internet Explorer
および Microsoft Edge ブラウザでサポートされています。WorkSpaces クライアントの詳細について
は、Amazon WorkSpaces ユーザーガイドの WorkSpaces クライアントを参照してください。

Note
Android デバイスでは、URI アクセスは Firefox ブラウザでのみ機能し、Google Chrome ブラウザ
では機能しません。
WorkSpaces への URI アクセスを設定するには、次の表に説明するいずれかの URI 形式を使用します。

Note
URI のデータコンポーネントに次の予約文字が含まれている場合、あいまいさを避けるために、
データコンポーネントでパーセントエンコードを使用することをお勧めします。
@ : / ? & =
たとえば、これらの文字のいずれかを含むユーザー名がある場合、その URI 内のユーザー名を
パーセントでエンコードする必要があります。詳細については、「Uniform Resource Identifier
(URI): 一般的な構文」を参照してください。
サポートされている構文

説明

workspaces://

WorkSpaces クライアントアプリケーションを開きます。
（注: workspaces:// 単独の使用は、現在 Linux クライアント
アプリケーションではサポートされていません）。

workspaces://@registrationcode

WorkSpaces の登録コードを使用してユーザーを登録しま
す。また、クライアントのログインページが表示されます。

workspaces://
username@registrationcode

WorkSpaces の登録コードを使用してユーザーを登録し
ます。また、クライアントログインページの [ユーザー名]
フィールドにユーザー名を自動的に入力します。

workspaces://
username@registrationcode?
MFACode=mfa

WorkSpaces の登録コードを使用してユーザーを登録しま
す。また、[username] フィールドにユーザー名を入力し、ク
ライアントログインページの [MFA code] フィールドに MultiFactor Authentication (MFA) コードを自動的に入力します。

workspaces://@registrationcode?
MFACode=mfa

WorkSpaces の登録コードを使用してユーザーを登録し
ます。また、クライアントログインページの [MFA code]
フィールドに Multi-Factor Authentication (MFA) コードを自動
的に入力します。

Note
ユーザーがすでに Windows クライアントから WorkSpace に接続しているときに URI リンクを開
くと、新しい WorkSpaces セッションが開き、元の WorkSpaces セッションが開いたままになり
ます。ユーザーが macOS、iPad、または Android クライアントから WorkSpace に接続している
ときに URI リンクを開くと、新しいセッションは開きません。元の WorkSpaces セッションのみ
が開いたままになります。
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ユーザーを対象とした WorkSpace の自己管理機能
を有効にする
WorkSpaces で、ユーザーが自分のエクスペリエンスをより詳細に制御するには、WorkSpace 自己管理機
能を使用します。WorkSpaces の IT サポートスタッフのワークロードを減らすこともできます。自己管理
機能を有効にすると、ユーザーは WorkSpacesクライアントから直接、以下のタスクを 1 つ以上実行でき
るようになります。
• 認証情報はクライアントにキャッシュされます。これにより、ユーザーは認証情報を再度入力すること
なく、WorkSpace に再接続することができます。
• WorkSpace を再起動します。
• WorkSpace 上のルートボリュームとユーザーボリュームのサイズを増やします。
• WorkSpace のコンピューティングタイプ (バンドル) を変更します。
• WorkSpace の実行モードを切り替えます。
• WorkSpace を再構築します。

Supported Clients (サポートされるクライアント)
• Android、Android または Android 対応の Chrome OS システム
• Linux
• macOS
• Windows

ユーザーの自己管理機能を有効にするには
1.

https://console.aws.amazon.com/workspaces/ で WorkSpaces コンソールを開きます。

2.
3.

ナビゲーションペインで [Directories] を選択します。
ディレクトリを選択し、[Actions]、[Update Details] の順に選択します。

4.

[ユーザーセルフサービスアクセス許可] を展開します。ユーザーが自分のクライアントから実行でき
る WorkSpace 管理タスクを確認するために、必要に応じて次のオプションを有効または無効にしま
す。
• Remember me (このアカウントを記憶する) — ユーザーは、ログイン画面の [Remember Me] (この
アカウントを記憶する) または [Keep me logged in] (ログイン状態を保つ) のチェックボックスを選
択して、認証情報をクライアントにキャッシュするかどうかを選択できます。認証情報は、RAM に
のみキャッシュされます。認証情報をキャッシュするように設定すると、ユーザーは認証情報を再
入力することなく、WorkSpaces に再接続できます。ユーザーが認証情報をキャッシュできる期間
を管理する方法については、Kerberos チケットの最大ライフタイムを設定する (p. 153) を参照し
てください。
• Restart WorkSpace from client (WorkSpace をクライアントから再起動) — ユーザー
は、WorkSpace を再起動できます。再起動すると、WorkSpace からユーザーを切断してシャット
ダウンしてから、再起動します。ユーザーデータ、オペレーティングシステム、およびシステム設
定には影響しません。
• Increase volume size (ボリュームサイズの拡張) — ユーザーは、WorkSpace のルートボリューム
とユーザーボリュームを指定のサイズに拡張できます。IT サポートに連絡する必要はありません。
ユーザーは、ルートボリューム (Windows の場合は C: ドライブ、Linux の場合は /) のサイズを 175
GB まで、ユーザーボリューム (Windows の場合は D: ドライブ、Linux の場合は /home) のサイズを
100 GB まで増やすことができます。セットグループに付属の WorkSpace ルートボリュームおよ
びユーザーボリュームは変更できません。使用可能なボリュームは [ルート (GB)、ユーザー (GB)]:
[80、10]、[80、50]、[80、100]、[175～2000、100～2000] です。詳細については、「WorkSpace
の変更 (p. 164)」を参照してください
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新しく作成された WorkSpace の場合、これらのドライブのサイズを拡張するには、6 時間ほど待
機する必要があります。それ以降、6 時間に 1 度のみ行うことができます。ボリュームサイズを拡
大中の場合でも、ユーザーは自分の WorkSpace でほとんどのタスクを実行できます。WorkSpace
のコンピューティングタイプの変更、WorkSpace 実行モードの切り替え、WorkSpace の再起
動、WorkSpace の再構築のタスクは実行できません。プロセスが終了したら、変更を有効にするた
めに WorkSpace を再起動する必要があります。このプロセスには最長で 1 時間程度かかることが
あります。

Note
ユーザーが自分の WorkSpace のボリュームサイズを拡張すると、WorkSpace の請求レー
トも上がります。
• Change compute type (コンピューティングタイプの変更) — ユーザーは、コンピューティングタイ
プ (バンドル) 間で WorkSpace を切り替えることができます。新しく作成された WorkSpace の場
合、別のバンドルに切り替えるには、6 時間ほど待機する必要があります。それ以降は、6 時間に
1 度のみ大きなバンドルに切り替えるか、30 日間に 1 回小さなバンドルに切り替えることができま
す。WorkSpace コンピューティングタイプが変更中の場合、ユーザーは WorkSpace から切断され
るため、WorkSpace を使用または変更することはできません。WorkSpace は、コンピューティン
グタイプの変更プロセス中に自動的に再起動されます。このプロセスには最長で 1 時間程度かかる
ことがあります。

Note
ユーザーが WorkSpace コンピューティングタイプを変更すると、WorkSpace の請求レー
トが変わります。
• Switch running mode (実行モードの切り替え) — ユーザーは、[AlwaysOn] と [AutoStop] 実行モード
の間で WorkSpace を切り替えることができます。詳細については、「WorkSpace の実行モードを
管理する (p. 161)」を参照してください

Note
ユーザーが WorkSpace の実行モードを切り替えると、その WorkSpace の請求レートが変
わります。
• Rebuild WorkSpace from client (クライアントから WorkSpace を再構築する) — WorkSpace
のオペレーティングシステムは、元の状態に再構築できます。WorkSpace を再構築すると、
ユーザーボリューム (D: ドライブ) は、最新のバックアップから再作成されます。バックアッ
プは、12 時間ごとに完了するため、ユーザーのデータには最大 12 時間分含まれます。新しく
作成された WorkSpace の場合、WorkSpace を再構築するには、12 時間ほど待機する必要が
あります。WorkSpace の再構築が進行中の場合、ユーザーは WorkSpace から切断されるた
め、WorkSpace を使用したり、変更を加えたりすることはできません。このプロセスには最長で 1
時間程度かかることがあります。
5.

[更新] または [更新と終了] を選択します。

ユーザーの Amazon Connect オーディオ最適化を
有効にする
WorkSpaces 管理コンソールで、WorkSpaces フリートの Amazon Connect 問い合わせコントロールパネ
ル (CCP) のオーディオ最適化を有効にして、セキュリティを強化し、ネイティブ品質のオーディオを有効
にできます。CCP オーディオ最適化を有効にすると、CCP オーディオはクライアントエンドポイントに
よって処理されますが、WorkSpaces ユーザーは WorkSpaces 内から CCP と対話できます。
Amazon Connect の問い合わせコントロールパネル (CCP) のオーディオ最適化は、以下で機能します。
• WorkSpaces Windows クライアント。
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• Amazon Linux と Windows WorkSpaces。
• PCoIP または WSP を使用する WorkSpaces。

要件
• Amazon Connect で設定する必要があります。
• 呼び出し発信用のメディアを持たない CCP を作成することにより、Amazon Connect Stream API を使
用してカスタム CCP を構築する必要があります。このように、メディアは標準の CCP を使用してロー
カルデスクトップ上で処理され、シグナリングおよびコール制御はメディアなしで CCP とのリモー
ト接続で処理されます。Amazon Connect streams API の詳細については、GitHub リポジトリ (https://
github.com/aws/amazon-connect-streams) を参照してください。構築するカスタム CCP は、Amazon
Connect エージェントが WorkSpaces 内で使用する CCP です。
• WorkSpaces クライアントエンドポイントに、Amazon Connect でサポートされているウェブブラ
ウザがインストールされている必要があります。サポートされているブラウザの一覧については、
「Amazon Connect でサポートされるブラウザ」を参照してください。

Note
ユーザーがサポートされていないブラウザを使用している場合、CCP にログインしようとする
と、サポートされているブラウザをダウンロードするように求められます。

Amazon Connect オーディオ最適化を有効にする
Amazon Connect オーディオ最適化をユーザーに対して有効にするには:
1.

https://console.aws.amazon.com/workspaces/ で WorkSpaces コンソールを開きます。

2.

ナビゲーションペインで [Directories] を選択します。

3.

ディレクトリを選択し、[Actions]、[Update Details] の順に選択します。

4.

[Amazon Connect Audio Optimization] (Amazon Connect オーディオ最適化) を展開します。

Note
Amazon Connect で設定する前に、[Update] (更新) をクリックして、以前に管理コンソール
で行った未保存の変更を保存します。
5.

[Configure Amazon Connect] (Amazon Connect を設定する) を選択します。

6.

Amazon Connect の問い合わせコントロールパネル (CCP) の名前を入力します。

Note
CCP を指定した名前は、ユーザーアドインメニューで使用されます。ユーザーにとって意味
のある名前を選択してください。
7.

Amazon Connect が生成した Amazon Connect の問い合わせコントロールパネルの URL を入力しま
す。URL の取得の詳細については、「問い合わせコントロールパネルへのアクセスを提供する」を参
照してください。

8.

[Create Amazon Connect] (Amazon Connect を作成) を選択します。

ディレクトリの Amazon Connect オーディオ最適化の
詳細を更新する
ディレクトリの Amazon Connect オーディオ最適化の詳細を更新するには:
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1.

https://console.aws.amazon.com/workspaces/ で WorkSpaces コンソールを開きます。

2.

ナビゲーションペインで [Directories] を選択します。

3.

ディレクトリを選択し、[Actions]、[Update Details] の順に選択します。

4.

[Amazon Connect Audio Optimization] (Amazon Connect オーディオ最適化) を展開します。

Note
Amazon Connect で設定する前に、[Update] (更新) をクリックして、以前に管理コンソール
で行った未保存の変更を保存します。
5.

[Configure Amazon Connect] (Amazon Connect を設定する) を選択します。

6.

[Edit] を選択します。

7.

ディレクトリを選択し、[Actions]、[Update Details] の順に選択します。

8.

Amazon Connect の問い合わせコントロールパネル名と URL を更新します。

9.

[Save] (保存) を選択します。

ディレクトリの Amazon Connect オーディオ最適化を
削除する
ディレクトリの Amazon Connect オーディオ最適化を削除するには:
1.

https://console.aws.amazon.com/workspaces/ で WorkSpaces コンソールを開きます。

2.

ナビゲーションペインで [Directories] を選択します。

3.

ディレクトリを選択し、[Actions]、[Update Details] の順に選択します。

4.

[Amazon Connect Audio Optimization] (Amazon Connect オーディオ最適化) を展開します。

Note
Amazon Connect で設定する前に、[Update] (更新) をクリックして、以前に管理コンソール
で行った未保存の変更を保存します。
5.

[Configure Amazon Connect] (Amazon Connect を設定する) を選択します。

6.

[Amazon Connect] を選択します。

詳細については、「エージェントトレーニングガイド」を参照してください。

診断ログのアップロードを有効にする
WorkSpaces クライアントの問題をトラブルシューティングするには、診断ログの自動アップロードを有
効にします。これは、現在 Windows クライアントでサポートされています。

Note
WorkSpaces クライアント診断ログのアップロード機能は、現在 AWS GovCloud (北米西部) リー
ジョンでは利用できません。

診断ログのアップロード
診断ログをアップロードすることで、WorkSpaces クライアントの使用を中断することなく WorkSpaces
クライアントのログファイルを直接 WorkSpaces にアップロードして、問題をトラブルシューティングで
きます。ユーザーの診断ログのアップロードを有効にするか、ユーザー自身でアップロードすると、ログ
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ファイルは自動的に WorkSpaces に送信されます。WorkSpaces ストリーミングセッション前またはセッ
ション中に診断ログのアップロードを有効にできます。
管理対象のデバイスに Windows 用 WorkSpaces クライアントのバージョン 5.4.0 以降をインストールす
ると、ユーザーの診断ログのアップロード機能が自動的に有効になります。ディレクトリ設定を編集し
て、WorkSpaces Windows クライアントが API コールを使用して診断ログの自動アップロードを有効ま
たは無効にできます。有効にすると、クライアントで問題が発生すると、ユーザーの操作なしにログが
WorkSpaces に送信されます。詳細については、「WorkSpaces API リファレンス」を参照してくださ
い。
または、クライアントのインストール後に、診断ログの自動アップロードを有効にするかどうかをユー
ザーが選択できます。詳細については、「WorkSpaces Windows クライアントアプリケーション」を参照
してください。

Note
診断ログには機密情報は含まれません。ユーザーによって診断ログの自動アップロードをディレ
クトリレベルで無効にしたり、これらの機能を無効にしたりできます。
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WorkSpaces を管理する
WorkSpaces コンソールを使用して WorkSpaces を管理できます。
ディレクトリ管理タスクを実行するには、「the section called “ディレクトリ管理を設定する” (p. 107)」を
参照してください。
目次
• Windows WorkSpaces を管理する (p. 134)
• Amazon Linux WorkSpaces を管理する (p. 154)
• Ubuntu WorkSpaces の管理 (p. 158)
• WorkSpace の実行モードを管理する (p. 161)
• WorkSpace の変更 (p. 164)
• WorkSpace ブランドのカスタマイズ (p. 167)
• WorkSpaces のリソースにタグを付ける (p. 172)
• WorkSpace のメンテナンス (p. 174)
• 暗号化されたWorkSpaces (p. 175)
• WorkSpace の再起動 (p. 182)
• WorkSpace の再構築 (p. 183)
• WorkSpace の復元 (p. 184)
• Windows 10 BYOL WorkSpaces のアップグレード (p. 185)
• WorkSpace の移行 (p. 191)
• WorkSpace の削除 (p. 195)

Windows WorkSpaces を管理する
グループポリシーオブジェクト (GPO) を使用して、Windows WorkSpaces または Windows WorkSpaces
ディレクトリの一部であるユーザーを管理するための設定を適用できます。

Note
Linux インスタンスはグループポリシーに従いません。Amazon Linux WorkSpaces の管理につい
ては、Amazon Linux WorkSpaces を管理する (p. 154) を参照してください。
WorkSpaces コンピュータオブジェクト用の組織単位と WorkSpaces ユーザーオブジェクト用の組織単位
を作成することをお勧めします。
Amazon WorkSpaces に固有のグループポリシー設定を使用するには、使用しているプロトコル (PCoIP
または WorkSpaces Streaming Protocol (WSP)) のグループポリシー管理用テンプレートをインストールす
る必要があります。

Warning
グループポリシー設定は、WorkSpaces のユーザーエクスペリエンスに次のように影響する場合
があります。
• ログオンバナーを表示するためにインタラクティブなログオンメッセージを実装すると、ユー
ザーは自分の WorkSpaces にアクセスできなくなります。現在、インタラクティブのログオン
メッセージのグループポリシー設定は WorkSpaces でサポートされていません。
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• グループポリシー設定を使用してリムーバブルストレージを無効にすると、ログインに失敗し
ます。ユーザーはドライブ D にアクセスできず、一時ユーザープロファイルにログインされま
す。
• グループポリシー設定を使用してリモートデスクトップユーザーのローカルグループからユー
ザーを削除すると、そのユーザーは WorkSpaces クライアントアプリケーションを使用して認
証できなくなります。このグループポリシー設定の詳細については、Microsoft のドキュメント
のリモートデスクトップサービスによるログオンを許可するを参照してください。
• 組み込みの Users グループを [Allow log on locally] (ローカルログオンを許可) セキュリティポ
リシーから削除すると、PCoIP WorkSpaces ユーザーは WorkSpaces クライアントアプリケー
ションを介して WorkSpaces に接続できなくなります。PCoIP WorkSpaces も、PCoIP エー
ジェントソフトウェアの更新を受信しなくなります。PCoIP エージェントの更新には、セキュ
リティやその他の修正が含まれていたり、WorkSpaces の新機能を有効にするものであったり
する場合があります。このセキュリティポリシーの使用方法の詳細については、Microsoft ド
キュメントのローカルでログオンを許可するを参照してください。
• グループポリシー設定は、ドライブアクセスの制限に使用できます。ドライブ C またはドライ
ブ D へのアクセスを制限するようにグループポリシー設定を行うと、ユーザーは WorkSpaces
にアクセスできません。この問題を回避するために、ユーザーがドライブ C およびドライブ D
にアクセスできることを確認します。
• WorkSpaces のオーディオ入力機能を使用するには、WorkSpaces 内のローカルログオンア
クセスが必要です。Windows WorkSpaces では、オーディオ入力機能はデフォルトで有効に
なっています。ただし、WorkSpaces でのユーザーのローカルログオンを制限するグループポ
リシー設定がある場合、オーディオ入力は WorkSpaces では機能しません。そのグループポ
リシー設定を削除すると、WorkSpaces の次回再起動後にオーディオ入力機能が有効になりま
す。このグループポリシー設定の詳細については、Microsoft のドキュメントのローカルでのロ
グオンを許可するをご参照ください。
オーディオ入力リダイレクトの有効化または無効化の詳細については、PCoIP のオーディオ入
力リダイレクトを有効化/無効化する (p. 141) または WSP のオーディオ入力リダイレクトを
有効化/無効化する (p. 149) を参照してください。
• グループポリシーを使用して Windows の電源プランを [Balanced] (バランス) または [Power
saver] (省電力) に設定すると、WorkSpaces がアイドル状態になると、WorkSpaces がスリー
プ状態になる場合があります。グループポリシーを使用して、Windows の電源プランを [High
performance] (高パフォーマンス) に設定することを強くお勧めします。詳細については、
「Windows WorkSpace をアイドル状態のままにすると、スリープ状態になる (p. 284)」を参
照してください
• グループポリシー設定によっては、セッションから切断されているときに、ユーザーが強制的
にログオフされます。ユーザーが WorkSpaces で開いているすべてのアプリケーションが閉じ
られます。
• WSP WorkSpaces では、「アクティブだがアイドル状態のリモートデスクトップサービスセッ
ションの時間制限を設定する」は現在、サポートされていません。WSP セッション中は使用し
ないでください。アクティビティがあり、セッションがアイドル状態でない場合でも切断が発
生するためです。
Active Directory 管理ツールを使用して GPO を操作する方法については、WorkSpaces の Active Directory
管理ツールを設定する (p. 107) を参照してください。
目次
• PCoIP のグループポリシー管理用テンプレートをインストールする (p. 136)
• PCoIP のプリンタサポートを設定する (p. 139)
• PCoIP のクリップボードリダイレクトを有効化/無効化する (p. 140)
• PCoIP のセッション再開タイムアウトを設定する (p. 141)
• PCoIP のオーディオ入力リダイレクトを有効化/無効化する (p. 141)
• PCoIP のタイムゾーンリダイレクトを無効化する (p. 142)
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• PCoIP セキュリティ設定を構成する (p. 142)
• YubiKey U2F の USB リダイレクトを有効にする (p. 143)
• WorkSpaces Streaming Protocol (WSP) 用のグループポリシー管理テンプレートファイルをインス
トールする (p. 144)
• WSP のプリンターサポートを設定する (p. 145)
• WSP のクリップボードリダイレクトを有効化/無効化する (p. 146)
• WSP のセッション再開タイムアウトを設定する (p. 147)
• WSP の動画入力リダイレクトを有効化/無効化する (p. 148)
• WSP のオーディオ入力リダイレクトを有効化/無効化する (p. 149)
• WSP のタイムゾーンリダイレクトを無効化する (p. 150)
• WSP のスマートカードリダイレクトを有効化/無効化する (p. 151)
• WSP の画面ロックの場合のセッションの切断を有効化/無効化する (p. 152)
• Kerberos チケットの最大ライフタイムを設定する (p. 153)
• インターネットアクセス用のデバイスプロキシサーバー設定を構成する (p. 153)

PCoIP のグループポリシー管理用テンプレートをイン
ストールする
PCoIP プロトコルを使用するときに Amazon WorkSpaces に固有のグループポリシー設定を使用するに
は、WorkSpaces で使用されている PCoIP エージェントのバージョン（32 ビットまたは 64 ビット）に適
したグループポリシー管理用テンプレートを追加する必要があります。

Note
32 ビットと 64 ビットのエージェントの WorkSpaces が混在している場合は、32 ビットエージェ
ント用のグループポリシー管理用テンプレートを使用できます。グループポリシー設定は 32 ビッ
トと 64 ビットの両方のエージェントに適用されます。すべての WorkSpaces が 64 ビットエー
ジェントを使用している場合は、64 ビットエージェントの管理テンプレートを使用するように切
り替えることができます。

WorkSpaces に 32 ビットエージェントがあるかどうか、 64 ビットのエージェントがあるかどう
かを調べるには
1.

WorkSpaces にログインし、[表示]、[Ctrl + Alt + Delete を送信] を選択するか、タスクバーを右クリッ
クして [タスクマネージャ] を選択して、タスクマネージャを開きます。

2.

タスクマネージャで、[詳細] タブに移動し、列見出しを右クリックし、[列の選択] を選択します。

3.

[列の選択] ダイアログボックスで、[プラットフォーム] を選択し、[OK] をクリックします。

4.

[詳細] タブで、pcoip_agent.exe を探し、[プラットフォーム] 列でその値を確認し、PCoIP
エージェントが 32 ビットであるか 64 ビットであるか判別します。(32 ビットと 64 ビットの
WorkSpaces コンポーネントが混在している場合がありますが、これは正常です)。

PCoIP のグループポリシー管理用テンプレートをインストールする (32 ビット)
PCoIP プロトコルを 32 ビット PCoIP エージェントで使用するとき、WorkSpaces に固有のグループポリ
シー設定を使用するには、PCoIP 用のグループポリシー管理用テンプレートをインストールする必要があ
ります。ディレクトリの管理 WorkSpaces またはディレクトリに結合されている Amazon EC2 インスタ
ンスで、次の手順を実行します。
.adm ファイルの操作の詳細については、マイクロソフトのドキュメントの「グループポリシー管理用テン
プレート (.adm) ファイルを管理するための推奨事項」を参照してください。
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PCoIP のグループポリシー管理用テンプレートをインストールするには
1.

実行中の Windows WorkSpaces から、pcoip.adm ディレクトリの C:\Program Files
(x86)\Teradici\PCoIP Agent\configuration ファイルのコピーを作成します。

2.

ディレクトリ管理用の WorkSpaces または WorkSpaces ディレクトリに参加している Amazon EC2
インスタンスで、グループポリシー管理ツール (gpmc.msc) を開き、WorkSpaces マシンアカウント
が含まれているドメイン内の組織単位に移動します。

3.

コンピュータアカウントの組織単位のコンテキスト（右クリック）メニューを開き、[Create a GPO
in this domain, and link it here] を選択します。

4.

[New GPO] ダイアログボックスで、GPO のわかりやすい名前 (「WorkSpaces Machine Policies」な
ど) を入力し、[Source Starter GPO] は [(none)] のままにします。[OK] を選択します。

5.

新しい GPO のコンテキスト (右クリック) メニューを開き、[Edit] を選択します。

6.

グループポリシー管理エディタで、[Computer Configuration]、[Policies]、[Administrative Templates]
の順に選択します。メインメニューから [Action]、[Add/Remove Templates] の順に選択します。

7.

[Add/Remove Templates] ダイアログボックスで、[Add] を選択し、先ほどコピーした pcoip.adm
ファイルを選択したら、[Open]、[Close] の順に選択します。

8.

[Group Policy Management Editor] を終了します。これで、この GPO を使用して、WorkSpaces に固
有のグループポリシーの設定を変更できます。

管理用テンプレートファイルが正しくインストールされていることを確認するには
1.

ディレクトリ管理用の WorkSpaces または WorkSpaces ディレクトリに参加している Amazon EC2
インスタンスで、グループポリシー管理ツール (gpmc.msc) を開き、WorkSpaces マシンアカウント
の WorkSpaces GPO に移動して選択します。メインメニューの [Action]、[Edit] を選択します。

2.

グループポリシー管理エディタで、[Computer Configuration]、[Policies]、[Administrative
Templates]、[Classic Administrative Templates]、[PCoIP Session Variables] の順に選択します。

3.

これで、この PCoIP セッション変数グループポリシーオブジェクトを使用して、PCoIP を使用してい
るときに Amazon WorkSpaces に固有のグループポリシー設定を変更できるようになります。

Note
ユーザーによる設定の上書きを許可するには、[Overridable Administrator Settings] (上書き可
能な管理者設定) を選択します。許可しない場合は、[Not Overridable Administrator Settings]
(上書き可能でない管理者設定) を選択します。

PCoIP のグループポリシー管理用テンプレートをインストールする (64 ビット)
PCoIP プロトコルを使用しているときに WorkSpaces に固有のグループポリシー設定を使用するには、グ
ループポリシー管理用テンプレート PCoIP.admx および PCoIP 用 PCoIP.adml ファイルを WorkSpaces
ディレクトリのドメインコントローラーのセントラルストアに追加する必要があります。.admx および
.adml ファイルの詳細については、「Windows でグループポリシー管理用テンプレートのセントラルスト
アを作成および管理する方法」を参照してください。
次の手順では、セントラルストアを作成し、管理用テンプレートファイルをそのストアに追加する方法に
ついて説明します。ディレクトリ管理用の WorkSpaces または WorkSpaces ディレクトリに参加している
Amazon EC2 インスタンスで、次の手順を実行します。

PCoIP のグループポリシー管理用テンプレートファイルをインストールするには
1.

実行中の Windows WorkSpace から、PCoIP.admx ディレクトリの PCoIP.adml および C:
\Program Files\Teradici\PCoIP Agent\configuration\policyDefinitions ファイルの
コピーを作成します。PCoIP.admlファイルは、そのディレクトリの en-US サブフォルダにありま
す。
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2.

ディレクトリ管理 WorkSpaces または WorkSpaces ディレクトリに参加している Amazon EC2 イン
スタンスで、Windows エクスプローラーを開き、アドレスバーに \\example.com のような組織の
完全修飾ドメイン名 (FQDN) を入力します。

3.

sysvol フォルダを開きます。

4.

FQDN という名前のフォルダを開きます。

5.

Policies フォルダを開きます。今、\\FQDN\sysvol\FQDN\Policies に入っているはずです。

6.

まだ存在しない場合は、PolicyDefinitions という名前のフォルダを作成します。

7.

PolicyDefinitions フォルダを開きます。

8.

PCoIP.admx ファイルを \\FQDN\sysvol\FQDN\Policies\PolicyDefinitions フォルダにコ
ピーします。

9.

PolicyDefinitions フォルダに en-US という名前のフォルダを作成します。

10. en-US フォルダを開きます。
11. PCoIP.adml ファイルを \\FQDN\sysvol\FQDN\Policies\PolicyDefinitions\en-US フォル
ダにコピーします。

管理用テンプレートファイルが正しくインストールされていることを確認するには
1.

ディレクトリ管理 WorkSpaces または WorkSpaces ディレクトリに参加している Amazon EC2 イン
スタンスで、グループポリシー管理ツール (gpmc.msc) を開きます。

2.

フォレスト ([フォレスト:FQDN]) を展開します。

3.

[ドメイン] を展開します。

4.

FQDN を展開します (example.com など)。

5.

[Group Policy Objects (グループポリシーオブジェクト)] を展開します。

6.

[Default Domain Policy (デフォルトドメインポリシー)] を選択し、コンテキスト (右クリック) メ
ニューを開き、[Edit (編集)] を選択します。

Note
WorkSpaces をバックアップするドメインが AWS Managed Microsoft AD ディレクトリの場
合、デフォルトのドメインポリシーを使用して GPO を作成することはできません。代わり
に、委任された権限を持つドメインコンテナの下に GPO を作成してリンクする必要があり
ます。
AWS Managed Microsoft AD を使用してディレクトリを作成すると、AWS Directory Service
は、ドメインルートの下に yourdomainname 組織単位 (OU) を作成します。この OU の
名前は、ディレクトリの作成時に入力した NetBIOS 名に基づきます。NetBIOS 名を指定
しなかった場合、デフォルトでは、Directory DNS 名の最初の部分が使用されます (例え
ば、corp.example.com の場合、NetBIOS 名は corp となります)。
GPO を作成するには、デフォルトのドメインポリシーを選択する代わり
に、yourdomainname OU (またはその下にある任意の OU) を選択し、コンテキスト (右ク
リック) メニューを開き、[Create a GPO in this domain, and Link it here] (このドメインに
GPO を作成し、ここにリンクする) を選択します。
yourdomainname OU の詳細については、AWS Directory Service 管理ガイドの作成される
ものを参照してください。
7.

グループポリシー管理エディタで、[コンピュータの設定]、[ポリシー]、[管理用テンプレート]、
[PCoIP セッション変数] の順に選択します。

8.

これで、この PCoIP セッション変数グループポリシーオブジェクトを使用して、PCoIP を使用してい
るときに WorkSpaces に固有のグループポリシー設定を変更できるようになります。

Note
ユーザーによる設定の上書きを許可するには、[Overridable Administrator Settings] (上書き可
能な管理者設定) を選択します。許可しない場合は、[Not Overridable Administrator Settings]
(上書き可能でない管理者設定) を選択します。
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PCoIP のプリンタサポートを設定する
デフォルトでは、WorkSpaces は基本的なリモート印刷を可能にします。印刷の互換性を確実にするた
め、ホスト側の汎用プリンタードライバーを使用するため、提供される印刷機能は限られています。
Windows クライアントの高度なリモート印刷では、両面印刷など、プリンター固有の機能を使用できます
が、ホスト側に一致するプリンタードライバーをインストールする必要があります。
リモート印刷は仮想チャネルとして実装されます。仮想チャネルが無効になっている場合、リモート印刷
は機能しません。
Windows WorkSpaces の場合、グループポリシー設定を使用して、必要に応じてプリンターのサポートを
設定できます。

プリンターのサポートを設定するには
1.

インストールしたPCoIP (32 ビット) 用の WorkSpaces グループポリシー管理用テンプレー
ト (p. 136)、または PCoIP (64 ビット) 用の WorkSpaces グループポリシー管理用テンプレー
ト (p. 137)が最新であることを確認します。

2.

ディレクトリ管理 WorkSpaces または WorkSpaces ディレクトリに参加している Amazon EC2 イン
スタンスで、グループポリシー管理ツール (gpmc.msc) を開き、PCoIP セッション変数に移動しま
す。

3.
4.

[Configure remote printing] 設定を開きます。
[Configure remote printing (リモート印刷を設定)] ダイアログボックスで、次のいずれかを実行しま
す。
•
高度なリモート印刷を有効にするには、[Enabled (有効)] を選択し、[Options (オプション)] の
[Configure remote printing (リモート印刷を設定)] で [Basic and Advanced printing for Windows
clients (Windows クライアントの基本印刷と高度な印刷)] を選択します。クライアントコン
ピュータの現在のデフォルトプリンターを自動的に使用するには、[ Automatically set default
printer (デフォルトプリンターを自動的に設定する)] を選択します。
•

5.
6.

印刷を無効にするには、[Enabled (有効)] を選択し、[Options (オプション)] の [Configure remote
printing (リモート印刷を設定)] で [printing disabled (印刷無効)] を選択します。

[OK] を選択します。
グループポリシー設定の変更は、WorkSpaces の次回のグループポリシーの更新後、および
WorkSpaces セッションの再起動後に有効になります。グループポリシーの変更を適用するには、次
のいずれかを実行します。
• WorkSpaces を再起動します (Amazon WorkSpaces コンソールで、WorkSpaces を選択し、
[Actions] (アクション)、[Reboot WorkSpaces] (WorkSpaces の再起動) を選択します)。
• 管理コマンドプロンプトで、gpupdate /force と入力します。

デフォルトでは、ローカルプリンターへの自動リダイレクトは無効になっています。グループポリシー
の設定を使用して、この機能を有効にすることができます。有効にすると、WorkSpaces に接続するたび
に、ローカルプリンターがデフォルトプリンターとして設定されます。

Note
ローカルプリンターのリダイレクトは Amazon Linux WorkSpaces ではご利用になれません。

ローカルプリンターへの自動リダイレクトを有効にするには
1.
2.

インストールしたPCoIP (32 ビット) 用の WorkSpaces グループポリシー管理用テンプレー
ト (p. 136)、または PCoIP (64 ビット) 用の WorkSpaces グループポリシー管理用テンプレー
ト (p. 137)が最新であることを確認します。
ディレクトリ管理 WorkSpaces または WorkSpaces ディレクトリに参加している Amazon EC2 イン
スタンスで、グループポリシー管理ツール (gpmc.msc) を開き、PCoIP セッション変数に移動しま
す。
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3.

[Configure remote printing] 設定を開きます。

4.

[Enabled] (有効) を選択し、[Options] (オプション) の [Configure remote printing] (リモート印刷を設
定) で、次のいずれかを選択します。
• Basic and Advanced printing for Windows clients (Windows クライアント用の基本印刷と高度な印
刷)
• Basic printing (基本印刷)

5.

[Automatically set default printer] (デフォルトのプリンターを自動的に設定) を選択し、[OK] を選択し
ます。

6.

グループポリシー設定の変更は、WorkSpaces の次回のグループポリシーの更新後、および
WorkSpaces セッションの再起動後に有効になります。グループポリシーの変更を適用するには、次
のいずれかを実行します。
• WorkSpaces を再起動します (Amazon WorkSpaces コンソールで、WorkSpaces を選択し、
[Actions] (アクション)、[Reboot WorkSpaces] (WorkSpaces の再起動) を選択します)。
• 管理コマンドプロンプトで、gpupdate /force と入力します。

PCoIP のクリップボードリダイレクトを有効化/無効化する
デフォルトでは、WorkSpaces はクリップボードのリダイレクトをサポートしています。Windows
WorkSpaces では必要に応じて、グループポリシーの設定を使用し、この機能を無効にすることができま
す。

クリップボードのリダイレクトを有効または無効にするには
1.

インストールしたPCoIP (32 ビット) 用の WorkSpaces グループポリシー管理用テンプレー
ト (p. 136)、または PCoIP (64 ビット) 用の WorkSpaces グループポリシー管理用テンプレー
ト (p. 137)が最新であることを確認します。

2.

ディレクトリ管理 WorkSpaces または WorkSpaces ディレクトリに参加している Amazon EC2 イン
スタンスで、グループポリシー管理ツール (gpmc.msc) を開き、PCoIP セッション変数に移動しま
す。

3.

[Configure clipboard redirection] 設定を開きます。

4.

[Configure clipboard redirection (クリップボードのリダイレクトの設定)] ダイアログボックスで、[有
効] を選択し、次のいずれかの設定を選択して、クリップボードのリダイレクトが許可される方向を決
定します。終了したら、[OK] を選択します。
• 双方向で無効
• エージェントからクライアントのみ有効 (WorkSpaces からローカルコンピュータ)
• クライアントからエージェントのみ有効 (ローカルコンピュータから WorkSpaces)
• 双方向で有効

5.

グループポリシー設定の変更は、WorkSpaces の次回のグループポリシーの更新後、および
WorkSpaces セッションの再起動後に有効になります。グループポリシーの変更を適用するには、次
のいずれかを実行します。
• WorkSpaces を再起動します (Amazon WorkSpaces コンソールで、WorkSpaces を選択し、
[Actions] (アクション)、[Reboot WorkSpaces] (WorkSpaces の再起動) を選択します)。
• 管理コマンドプロンプトで、gpupdate /force と入力します。

既知の制限事項
WorkSpaces でクリップボードのリダイレクトが有効になっていると、Microsoft Office アプリケーション
から 890 KB よりも大きいコンテンツをコピーした場合に、アプリケーションが遅くなったり最大 5 秒応
答しなくなったりすることがあります。
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PCoIP のセッション再開タイムアウトを設定する
ネットワーク接続が切断されると、アクティブな WorkSpaces クライアントセッションが切断されま
す。Windows と macOS 用の WorkSpaces クライアントアプリケーションは、ネットワーク接続が一定時
間内に回復すればセッションを自動的に再接続するように試行します。デフォルト設定のセッション再起
動タイムアウトは 20 分ですが、ドメインのグループポリシー設定で制御される WorkSpaces では、この
値の変更ができます。

自動セッション再起動タイムアウト値を設定するには
1.

インストールしたPCoIP (32 ビット) 用の WorkSpaces グループポリシー管理用テンプレー
ト (p. 136)、または PCoIP (64 ビット) 用の WorkSpaces グループポリシー管理用テンプレー
ト (p. 137)が最新であることを確認します。

2.

ディレクトリ管理 WorkSpaces または WorkSpaces ディレクトリに参加している Amazon EC2 イン
スタンスで、グループポリシー管理ツール (gpmc.msc) を開き、PCoIP セッション変数に移動しま
す。

3.

[Configure Session Automatic Reconnection Policy] 設定を開きます。

4.

[Configure Session Automatic Reconnection Policy] ダイアログボックスで [Enabled] を選択し、
[Configure Session Automatic Reconnection Policy] オプションを必要なタイムアウト値（分単位）に
設定して、[OK] を選択します。

5.

グループポリシー設定の変更は、WorkSpaces の次回のグループポリシーの更新後、および
WorkSpaces セッションの再起動後に有効になります。グループポリシーの変更を適用するには、次
のいずれかを実行します。
• WorkSpaces を再起動します (Amazon WorkSpaces コンソールで、WorkSpaces を選択し、
[Actions] (アクション)、[Reboot WorkSpaces] (WorkSpaces の再起動) を選択します)。
• 管理コマンドプロンプトで、gpupdate /force と入力します。

PCoIP のオーディオ入力リダイレクトを有効化/無効化する
デフォルトでは、Amazon WorkSpaces では、ローカルマイクから取得されたデータのリダイレクトをサ
ポートしています。Windows WorkSpaces では必要に応じて、グループポリシーの設定を使用し、この機
能を無効にすることができます。

Note
WorkSpaces でのユーザーのローカルログオンを制限するグループポリシー設定がある場合、
オーディオ入力は WorkSpaces では機能しません。そのグループポリシー設定を削除する
と、WorkSpaces の次回再起動後にオーディオ入力機能が有効になります。このグループポリ
シー設定の詳細については、Microsoft のドキュメントの「ローカルでのログオンを許可する」を
ご参照ください。

オーディオ入力リダイレクトを有効または無効にするには
1.
2.
3.
4.
5.

インストールしたPCoIP (32 ビット) 用の WorkSpaces グループポリシー管理用テンプレー
ト (p. 136)、または PCoIP (64 ビット) 用の WorkSpaces グループポリシー管理用テンプレー
ト (p. 137)が最新であることを確認します。
ディレクトリ管理 WorkSpaces または WorkSpaces ディレクトリに参加している Amazon EC2 イン
スタンスで、グループポリシー管理ツール (gpmc.msc) を開き、PCoIP セッション変数に移動しま
す。
[Enable/disable audio in the PCoIP session] (PCoIP セッションでのオーディオ入力を有効/無効にす
る) 設定を開きます。
[Enable/disable audio in the PCoIP session] (PCoIP セッションでのオーディオ入力を有効/無効にす
る) ダイアログボックスで、[Enabled] (有効) または [Disabled] (無効) を選択します。
[OK] を選択します。
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6.

グループポリシー設定の変更は、WorkSpaces の次回のグループポリシーの更新後、および
WorkSpaces セッションの再起動後に有効になります。グループポリシーの変更を適用するには、次
のいずれかを実行します。
• WorkSpaces を再起動します (Amazon WorkSpaces コンソールで、WorkSpaces を選択し、
[Actions] (アクション)、[Reboot WorkSpaces] (WorkSpaces の再起動) を選択します)。
• 管理コマンドプロンプトで、gpupdate /force と入力します。

PCoIP のタイムゾーンリダイレクトを無効化する
デフォルトでは、WorkSpaces 内の時間は、WorkSpaces への接続に使用されているクライアントのタイ
ムゾーンを反映するように設定されます。この動作は、タイムゾーンのリダイレクトによって制御されま
す。次のようにさまざまな理由から、タイムゾーンのリダイレクトをオフにすることもできます。
• 会社は、すべての従業員が特定のタイムゾーンで業務を行うことを希望している (一部の従業員が他の
タイムゾーンにいる場合でも)。
• WorkSpaces で、特定のタイムゾーン内の特定の時刻に実行するタスクをスケジュールした。
• よく出張するユーザーが、一貫性と個人設定のため WorkSpaces を 1 つのタイムゾーンにまとめておき
たいと考えている。
Windows WorkSpaces では必要に応じて、グループポリシーの設定を使用し、この機能を無効にすること
ができます。

タイムゾーンのリダイレクトを無効にするには
1.
2.
3.
4.
5.
6.

インストールしたPCoIP (32 ビット) 用の WorkSpaces グループポリシー管理用テンプレー
ト (p. 136)、または PCoIP (64 ビット) 用の WorkSpaces グループポリシー管理用テンプレー
ト (p. 137)が最新であることを確認します。
ディレクトリ管理 WorkSpaces または WorkSpaces ディレクトリに参加している Amazon EC2 イン
スタンスで、グループポリシー管理ツール (gpmc.msc) を開き、PCoIP セッション変数に移動しま
す。
[Configure timezone redirection] (タイムゾーンリダイレクトを構成) の設定を開きます。
[Configure timezone redirection] (タイムゾーンリダイレクトを設定) ダイアログボックスで [Disabled]
(無効) を選択します。
[OK] を選択します。
グループポリシー設定の変更は、WorkSpaces の次回のグループポリシーの更新後、および
WorkSpaces セッションの再起動後に有効になります。グループポリシーの変更を適用するには、次
のいずれかを実行します。
• WorkSpaces を再起動します (Amazon WorkSpaces コンソールで、WorkSpaces を選択し、
[Actions] (アクション)、[Reboot WorkSpaces] (WorkSpaces の再起動) を選択します)。

7.

• 管理コマンドプロンプトで、gpupdate /force と入力します。
WorkSpaces のタイムゾーンを目的のタイムゾーンに設定します。

WorkSpaces のタイムゾーンは静的になり、クライアントマシンのタイムゾーンは反映されなくなりま
す。

PCoIP セキュリティ設定を構成する
PCoIP については、転送中のデータは、TLS 1.2 暗号化と SigV4 リクエスト署名を使用して暗号化されま
す。PCoIP プロトコルは、AES で暗号化された UDP トラフィックをストリーミングピクセルに使用しま
す。ポート 4172 (TCP および UDP) を使用するストリーミング接続は、AES-128 および AES-256 暗号を
使用して暗号化されますが、暗号化はデフォルトで 128 ビットとなります。このデフォルトを 256 ビット
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に変更するには、[Configure PCoIP Security Settings] (PCoIP セキュリティ設定を構成) グループポリシー
設定を使用します。
このグループポリシー設定を使用して、TLS セキュリティモードを変更し、特定の暗号スイートをブロッ
クすることもできます。これらの設定とサポートされている暗号スイートの詳細については、[Configure
PCoIP Security Settings] (PCoIP セキュリティ設定を構成) グループポリシーダイアログボックスを参照し
てください。

PCoIP セキュリティ設定を構成するには
1.

インストールしたPCoIP (32 ビット) 用の WorkSpaces グループポリシー管理用テンプレー
ト (p. 136)、または PCoIP (64 ビット) 用の WorkSpaces グループポリシー管理用テンプレー
ト (p. 137)が最新であることを確認します。

2.

ディレクトリ管理 WorkSpaces または WorkSpaces ディレクトリに参加している Amazon EC2 イン
スタンスで、グループポリシー管理ツール (gpmc.msc) を開き、PCoIP セッション変数に移動しま
す。

3.

[Configure PCoIP Security Settings] (PCoIP セキュリティ設定を構成) の設定を開きます。

4.

[Configure PCoIP Security Settings] (PCoIP セキュリティ設定を構成) ダイアログボックスで、
[Enabled] (有効) を選択します。ストリーミングトラフィックのデフォルトの暗号化を 256 ビットに
設定するには、[PCoIP Data Encryption Ciphers] (PCoIP データ暗号化暗号) オプションに移動し、
[AES-256-GCM only] (AES-256-GCM のみ) を選択します。

5.

(オプション) TLS セキュリティモードの設定を調整し、ブロックする暗号スイートをリストします。
これらの設定の詳細については、[Configure PCoIP Security Settings] (PCoIP セキュリティ設定を構
成) ダイアログボックスに表示される説明を参照してください。

6.

[OK] を選択します。

7.

グループポリシー設定の変更は、WorkSpaces の次回のグループポリシーの更新後、および
WorkSpaces セッションの再起動後に有効になります。グループポリシーの変更を適用するには、次
のいずれかを実行します。
• WorkSpaces を再起動します (Amazon WorkSpaces コンソールで、WorkSpaces を選択し、
[Actions] (アクション)、[Reboot WorkSpaces] (WorkSpaces の再起動) を選択します)。
• 管理コマンドプロンプトで、gpupdate /force と入力します。

YubiKey U2F の USB リダイレクトを有効にする
Note
Amazon WorkSpaces は現在、YubiKey U2F に対してのみ USB リダイレクトをサポートしていま
す。他のタイプの USB デバイスもリダイレクトされる場合がありますが、それらはサポートされ
ていないため、正常に動作しない可能性があります。

YubiKey U2F の USB リダイレクトを有効にするには
1.

インストールしたPCoIP (32 ビット) 用の WorkSpaces グループポリシー管理用テンプレー
ト (p. 136)、または PCoIP (64 ビット) 用の WorkSpaces グループポリシー管理用テンプレー
ト (p. 137)が最新であることを確認します。

2.

ディレクトリ管理 WorkSpaces または WorkSpaces ディレクトリに参加している Amazon EC2 イン
スタンスで、グループポリシー管理ツール (gpmc.msc) を開き、PCoIP セッション変数に移動しま
す。

3.

[Enable/disable USB in the PCOIP session] (PCoIP セッションでの USB を有効/無効にする) 設定を開
きます。

4.

[Enabled] (有効)、[OK] の順に選択します。

5.

[Configure PCoIP USB allowed and unallowed device rules] (PCoIP USB の許可および許可されないデ
バイスのルール設定) を開きます。
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6.

[Enabled] (有効) を選択し、[Enter the USB authorization table (maximum ten rules)] (USB 認証テーブ
ルを入力 (最大 10 個のルール)) で、USB デバイスの許可リストルールを設定します。
•

7.

承認ルール - 110500407。この値は、ベンダー ID (VID) と製品 ID (PID) の組み合わせです。VID/
PID の組み合わせの形式は 1xxxxyyyy です。xxxx は 16 進形式の VID で、yyyy は 16 進形式の
PID です。この例では、1050 が VID で、0407 が PID です。YubiKey USB の値の詳細について
は、YubiKey USB ID Values を参照してください。

[Enter the USB authorization table (maximum ten rules)] (USB 認証テーブルを入力 (最大 10 個のルー
ル)) で、USB デバイスのブロックリストルールを設定します。
•

[Unauthorization Rule] (非承認ルール) に、空の文字列を設定します。これは、承認リスト内の
USB デバイスだけが許可されることを意味します。

Note
USB 承認ルールと USB 非承認ルールをそれぞれ最大 10 個定義することができます。複数の
ルールを区切るには、縦棒 (|) 文字を使用します。承認ルールと非承認ルールの詳細について
は、Teradici PCoIP Standard Agent for Windows を参照してください。
8.

[OK] を選択します。

9.

グループポリシー設定の変更は、WorkSpaces の次回のグループポリシーの更新後、および
WorkSpaces セッションの再起動後に有効になります。グループポリシーの変更を適用するには、次
のいずれかを実行します。
• WorkSpaces を再起動します (Amazon WorkSpaces コンソールで、WorkSpaces を選択し、
[Actions] (アクション)、[Reboot WorkSpaces] (WorkSpaces の再起動) を選択します)。
• 管理コマンドプロンプトで、gpupdate /force と入力します。

この設定が有効になると、USB デバイスのルール設定で制限されていない限り、サポートされているすべ
ての USB デバイスが WorkSpaces にリダイレクトできるようになります。

WorkSpaces Streaming Protocol (WSP) 用のグループ
ポリシー管理テンプレートファイルをインストールす
る
WorkSpaces Streaming Protocol (WSP) プロトコルを使用しているときに WorkSpaces に固有のグルー
プポリシー設定を使用するには、グループポリシー管理用テンプレート wsp.admx および WSP 用
wsp.adml ファイルを WorkSpaces ディレクトリのドメインコントローラーのセントラルストアに追加す
る必要があります。.admx および .adml ファイルの詳細については、「Windows でグループポリシー管
理用テンプレートのセントラルストアを作成および管理する方法」を参照してください。
次の手順では、セントラルストアを作成し、管理用テンプレートファイルをそのストアに追加する方法に
ついて説明します。ディレクトリ管理用の WorkSpaces または WorkSpaces ディレクトリに参加している
Amazon EC2 インスタンスで、次の手順を実行します。

WSP のグループポリシー管理用テンプレートファイルをインストールするには
1.

実行中の Windows WorkSpace から、wsp.admx ディレクトリの wsp.adml および C:\Program
Files\Amazon\WSP ファイルのコピーを作成します。

2.

ディレクトリ管理 WorkSpaces または WorkSpaces ディレクトリに参加している Amazon EC2 イン
スタンスで、Windows エクスプローラーを開き、アドレスバーに \\example.com のような組織の
完全修飾ドメイン名 (FQDN) を入力します。

3.

sysvol フォルダを開きます。
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4.

FQDN という名前のフォルダを開きます。

5.

Policies フォルダを開きます。今、\\FQDN\sysvol\FQDN\Policies に入っているはずです。

6.

まだ存在しない場合は、PolicyDefinitions という名前のフォルダを作成します。

7.

PolicyDefinitions フォルダを開きます。

8.

wsp.admx ファイルを \\FQDN\sysvol\FQDN\Policies\PolicyDefinitions フォルダにコ
ピーします。

9.

PolicyDefinitions フォルダに en-US という名前のフォルダを作成します。

10. en-US フォルダを開きます。
11. wsp.adml ファイルを \\FQDN\sysvol\FQDN\Policies\PolicyDefinitions\en-US フォルダ
にコピーします。

管理用テンプレートファイルが正しくインストールされていることを確認するには
1.

ディレクトリ管理 WorkSpaces または WorkSpaces ディレクトリに参加している Amazon EC2 イン
スタンスで、グループポリシー管理ツール (gpmc.msc) を開きます。

2.

フォレスト ([フォレスト:FQDN]) を展開します。

3.

[ドメイン] を展開します。

4.

FQDN を展開します (example.com など)。

5.

[Group Policy Objects (グループポリシーオブジェクト)] を展開します。

6.

[Default Domain Policy (デフォルトドメインポリシー)] を選択し、コンテキスト (右クリック) メ
ニューを開き、[Edit (編集)] を選択します。

Note
WorkSpaces をバックアップするドメインが AWS Managed Microsoft AD ディレクトリの場
合、デフォルトのドメインポリシーを使用して GPO を作成することはできません。代わり
に、委任された権限を持つドメインコンテナの下に GPO を作成してリンクする必要があり
ます。
AWS Managed Microsoft AD を使用してディレクトリを作成すると、AWS Directory Service
は、ドメインルートの下に yourdomainname 組織単位 (OU) を作成します。この OU の
名前は、ディレクトリの作成時に入力した NetBIOS 名に基づきます。NetBIOS 名を指定
しなかった場合、デフォルトでは、Directory DNS 名の最初の部分が使用されます (例え
ば、corp.example.com の場合、NetBIOS 名は corp となります)。
GPO を作成するには、デフォルトのドメインポリシーを選択する代わり
に、yourdomainname OU (またはその下にある任意の OU) を選択し、コンテキスト (右ク
リック) メニューを開き、[Create a GPO in this domain, and Link it here] (このドメインに
GPO を作成し、ここにリンクする) を選択します。
yourdomainname OU の詳細については、AWS Directory Service 管理ガイドの作成される
ものを参照してください。
7.

グループポリシー管理エディタで、[Computer Configuration (コンピュータの設定)]、[Policies (ポリ
シー)]、[Administrative Templates (管理用テンプレート)]、[Amazon]、[WSP] の順に選択します。

8.

これで、この WSP グループポリシーオブジェクトを使用して、WSP を使用しているときに
WorkSpaces に固有のグループポリシーの設定を変更できます。

WSP のプリンターサポートを設定する
デフォルトでは、WorkSpaces は基本的なリモート印刷を可能にします。印刷の互換性を確実にするた
め、ホスト側の汎用プリンタードライバーを使用するため、提供される印刷機能は限られています。
Windows クライアントの高度なリモート印刷 (WSP では使用できません) では、両面印刷など、プリン
ター固有の機能を使用できますが、ホスト側に一致するプリンタードライバーをインストールする必要が
あります。
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リモート印刷は仮想チャネルとして実装されます。仮想チャネルが無効になっている場合、リモート印刷
は機能しません。
Windows WorkSpaces の場合、グループポリシー設定を使用して、必要に応じてプリンターのサポートを
設定できます。

プリンターのサポートを設定するには
1.

WSP の最新の WorkSpaces グループポリシー管理用テンプレート (p. 144)が、WorkSpaces ディレ
クトリのドメインコントローラーのセントラルストアにインストールされていることを確認します。

2.

ディレクトリ管理 WorkSpaces または WorkSpaces ディレクトリに参加している Amazon EC2 イン
スタンスで、グループポリシー管理ツール (gpmc.msc) を開きます。

3.

フォレスト ([フォレスト:FQDN]) を展開します。

4.

[ドメイン] を展開します。

5.

FQDN を展開します (example.com など)。

6.

[Group Policy Objects (グループポリシーオブジェクト)] を展開します。

7.

[Default Domain Policy (デフォルトドメインポリシー)] を選択し、コンテキスト (右クリック) メ
ニューを開き、[Edit (編集)] を選択します。

Note
WorkSpaces をバックアップするドメインが AWS Managed Microsoft AD ディレクトリの
場合、デフォルトのドメインポリシーを使用して GPO を作成することはできません。代わ
りに、yourdomainname OU (またはその下にある任意の OU) を選択し、コンテキスト (右
クリック) メニューを開き、[Create a GPO in this domain, and Link it here] (このドメインに
GPO を作成し、ここにリンクする) を選択します。yourdomainname OU の詳細について
は、AWS Directory Service 管理ガイドの作成されるものを参照してください。
8.

グループポリシー管理エディタで、[Computer Configuration (コンピュータの設定)]、[Policies (ポリ
シー)]、[Administrative Templates (管理用テンプレート)]、[Amazon]、[WSP] の順に選択します。

9.

[Configure remote printing] 設定を開きます。

10. [Configure remote printing (リモート印刷を設定)] ダイアログボックスで、次のいずれかを実行しま
す。
•

ローカルプリンタのリダイレクトを有効にするには、[Enabled (有効)] を選択し、[Printing options
(印刷オプション)] で [Basic (基本)] を選択します。クライアントコンピュータの現在のデフォル
トプリンタを自動的に使用するには、[Map local default printer to the remote host (ローカルデ
フォルトプリンタをリモートホストにマップする)] を選択します。

•

印刷を無効にするには、[Disabled (無効)] を選択します。

11. [OK] を選択します。
12. グループポリシー設定の変更は、WorkSpaces の次回のグループポリシーの更新後、および
WorkSpaces セッションの再起動後に有効になります。グループポリシーの変更を適用するには、次
のいずれかを実行します。
• WorkSpaces を再起動します (Amazon WorkSpaces コンソールで、WorkSpaces を選択し、
[Actions] (アクション)、[Reboot WorkSpaces] (WorkSpaces の再起動) を選択します)。
• 管理コマンドプロンプトで、gpupdate /force と入力します。

WSP のクリップボードリダイレクトを有効化/無効化する
デフォルトでは、WorkSpaces は双方向 (コピー/貼り付け) のクリップボードリダイレクトをサポートして
います。Windows WorkSpaces では必要に応じて、グループポリシーの設定を使用し、この機能を無効に
することができます。
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Windows WorkSpaces のクリップボードのリダイレクトを有効または無効にするには
1.

WSP の最新の WorkSpaces グループポリシー管理用テンプレート (p. 144)が、WorkSpaces ディレ
クトリのドメインコントローラーのセントラルストアにインストールされていることを確認します。

2.

ディレクトリ管理 WorkSpaces または WorkSpaces ディレクトリに参加している Amazon EC2 イン
スタンスで、グループポリシー管理ツール (gpmc.msc) を開きます。

3.

フォレスト ([フォレスト:FQDN]) を展開します。

4.

[ドメイン] を展開します。

5.

FQDN を展開します (example.com など)。

6.

[Group Policy Objects (グループポリシーオブジェクト)] を展開します。

7.

[Default Domain Policy (デフォルトドメインポリシー)] を選択し、コンテキスト (右クリック) メ
ニューを開き、[Edit (編集)] を選択します。

Note
WorkSpaces をバックアップするドメインが AWS Managed Microsoft AD ディレクトリの
場合、デフォルトのドメインポリシーを使用して GPO を作成することはできません。代わ
りに、yourdomainname OU (またはその下にある任意の OU) を選択し、コンテキスト (右
クリック) メニューを開き、[Create a GPO in this domain, and Link it here] (このドメインに
GPO を作成し、ここにリンクする) を選択します。yourdomainname OU の詳細について
は、AWS Directory Service 管理ガイドの作成されるものを参照してください。
8.

グループポリシー管理エディタで、[Computer Configuration (コンピュータの設定)]、[Policies (ポリ
シー)]、[Administrative Templates (管理用テンプレート)]、[Amazon]、[WSP] の順に選択します。

9.

[Enable/disable clipboard redirection (クリップボードリダイレクトを有効/無効にする)] 設定を開きま
す。

10. [Enable/disable clipboard redirection (クリップボードリダイレクトを有効/無効にする)] ダイアログ
ボックスで、[Enabled (有効)] または [Disabled (無効)] を選択します。
11. [OK] を選択します。
12. グループポリシー設定の変更は、WorkSpaces の次回のグループポリシーの更新後、および
WorkSpaces セッションの再起動後に有効になります。グループポリシーの変更を適用するには、次
のいずれかを実行します。
• WorkSpaces を再起動します (Amazon WorkSpaces コンソールで、WorkSpaces を選択し、
[Actions] (アクション)、[Reboot WorkSpaces] (WorkSpaces の再起動) を選択します)。
• 管理コマンドプロンプトで、gpupdate /force と入力します。
既知の制限事項
WorkSpaces でクリップボードのリダイレクトが有効になっていると、Microsoft Office アプリケーション
から 890 KB よりも大きいコンテンツをコピーした場合に、アプリケーションが遅くなったり最大 5 秒応
答しなくなったりすることがあります。

WSP のセッション再開タイムアウトを設定する
ネットワーク接続が切断されると、アクティブな WorkSpaces クライアントセッションが切断されま
す。Windows と macOS 用の WorkSpaces クライアントアプリケーションは、ネットワーク接続が一定時
間内に回復すればセッションを自動的に再接続するように試行します。デフォルト設定のセッション再起
動タイムアウトは 20 分 (1,200 秒) ですが、ドメインのグループポリシー設定で制御される WorkSpaces
では、この値の変更ができます。

自動セッション再起動タイムアウト値を設定するには
1.

WSP の最新の WorkSpaces グループポリシー管理用テンプレート (p. 144)が、WorkSpaces ディレ
クトリのドメインコントローラーのセントラルストアにインストールされていることを確認します。
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2.

ディレクトリ管理 WorkSpaces または WorkSpaces ディレクトリに参加している Amazon EC2 イン
スタンスで、グループポリシー管理ツール (gpmc.msc) を開きます。

3.

フォレスト ([フォレスト:FQDN]) を展開します。

4.

[ドメイン] を展開します。

5.

FQDN を展開します (example.com など)。

6.

[Group Policy Objects (グループポリシーオブジェクト)] を展開します。

7.

[Default Domain Policy (デフォルトドメインポリシー)] を選択し、コンテキスト (右クリック) メ
ニューを開き、[Edit (編集)] を選択します。

Note
WorkSpaces をバックアップするドメインが AWS Managed Microsoft AD ディレクトリの
場合、デフォルトのドメインポリシーを使用して GPO を作成することはできません。代わ
りに、yourdomainname OU (またはその下にある任意の OU) を選択し、コンテキスト (右
クリック) メニューを開き、[Create a GPO in this domain, and Link it here] (このドメインに
GPO を作成し、ここにリンクする) を選択します。yourdomainname OU の詳細について
は、AWS Directory Service 管理ガイドの作成されるものを参照してください。
8.

グループポリシー管理エディタで、[Computer Configuration (コンピュータの設定)]、[Policies (ポリ
シー)]、[Administrative Templates (管理用テンプレート)]、[Amazon]、[WSP] の順に選択します。

9.

[Enable/disable automatic reconnect] (自動再接続を有効/無効にする) 設定を開きます。

10. [Enable/disable automatic reconnect] (自動再接続を有効化/無効化) ダイアログボックスで、[Enabled]
(有効) を選択し、[Reconnect timeout (seconds)] (再接続タイムアウト (秒)) を必要なタイムアウト (秒)
に設定します。
11. [OK] を選択します。
12. グループポリシー設定の変更は、WorkSpaces の次回のグループポリシーの更新後、および
WorkSpaces セッションの再起動後に有効になります。グループポリシーの変更を適用するには、次
のいずれかを実行します。
• WorkSpaces を再起動します (Amazon WorkSpaces コンソールで、WorkSpaces を選択し、
[Actions] (アクション)、[Reboot WorkSpaces] (WorkSpaces の再起動) を選択します)。
• 管理コマンドプロンプトで、gpupdate /force と入力します。

WSP の動画入力リダイレクトを有効化/無効化する
デフォルトでは、WorkSpaces はローカルカメラから取得されたデータのリダイレクトをサポートしてい
ます。Windows WorkSpaces では必要に応じて、グループポリシーの設定を使用し、この機能を無効にす
ることができます。

Windows WorkSpaces のビデオ入力リダイレクトを有効または無効にするには
1.

WSP の最新の WorkSpaces グループポリシー管理用テンプレート (p. 144)が、WorkSpaces ディレ
クトリのドメインコントローラーのセントラルストアにインストールされていることを確認します。

2.

ディレクトリ管理 WorkSpaces または WorkSpaces ディレクトリに参加している Amazon EC2 イン
スタンスで、グループポリシー管理ツール (gpmc.msc) を開きます。

3.

フォレスト ([フォレスト:FQDN]) を展開します。

4.

[ドメイン] を展開します。

5.

FQDN を展開します (example.com など)。

6.

[Group Policy Objects (グループポリシーオブジェクト)] を展開します。

7.

[Default Domain Policy (デフォルトドメインポリシー)] を選択し、コンテキスト (右クリック) メ
ニューを開き、[Edit (編集)] を選択します。
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Note
WorkSpaces をバックアップするドメインが AWS Managed Microsoft AD ディレクトリの
場合、デフォルトのドメインポリシーを使用して GPO を作成することはできません。代わ
りに、yourdomainname OU (またはその下にある任意の OU) を選択し、コンテキスト (右
クリック) メニューを開き、[Create a GPO in this domain, and Link it here] (このドメインに
GPO を作成し、ここにリンクする) を選択します。yourdomainname OU の詳細について
は、AWS Directory Service 管理ガイドの作成されるものを参照してください。
8.

グループポリシー管理エディタで、[Computer Configuration (コンピュータの設定)]、[Policies (ポリ
シー)]、[Administrative Templates (管理用テンプレート)]、[Amazon]、[WSP] の順に選択します。

9.

[Enable/disable video-in redirection (ビデオ入力リダイレクトを有効/無効にする)] 設定を開きます。

10. [Enable/disable video-in redirection (ビデオ入力リダイレクトを有効/無効にする)] ダイアログボックス
で、[Enabled (有効)] または [Disabled (無効)] を選択します。
11. [OK] を選択します。
12. グループポリシー設定の変更は、WorkSpaces の次回のグループポリシーの更新後、および
WorkSpaces セッションの再起動後に有効になります。グループポリシーの変更を適用するには、次
のいずれかを実行します。
• WorkSpaces を再起動します (Amazon WorkSpaces コンソールで、WorkSpaces を選択し、
[Actions] (アクション)、[Reboot WorkSpaces] (WorkSpaces の再起動) を選択します)。
• 管理コマンドプロンプトで、gpupdate /force と入力します。

WSP のオーディオ入力リダイレクトを有効化/無効化する
デフォルトでは、WorkSpaces では、ローカルマイクから取得されたデータのリダイレクトをサポートし
ています。Windows WorkSpaces では必要に応じて、グループポリシーの設定を使用し、この機能を無効
にすることができます。

Windows WorkSpaces のオーディオ入力リダイレクトを有効または無効にするには
1.

WSP の最新の WorkSpaces グループポリシー管理用テンプレート (p. 144)が、WorkSpaces ディレ
クトリのドメインコントローラーのセントラルストアにインストールされていることを確認します。

2.

ディレクトリ管理 WorkSpaces または WorkSpaces ディレクトリに参加している Amazon EC2 イン
スタンスで、グループポリシー管理ツール (gpmc.msc) を開きます。

3.

フォレスト ([フォレスト:FQDN]) を展開します。

4.

[ドメイン] を展開します。

5.

FQDN を展開します (example.com など)。

6.

[Group Policy Objects (グループポリシーオブジェクト)] を展開します。

7.

[Default Domain Policy (デフォルトドメインポリシー)] を選択し、コンテキスト (右クリック) メ
ニューを開き、[Edit (編集)] を選択します。

Note
WorkSpaces をバックアップするドメインが AWS Managed Microsoft AD ディレクトリの
場合、デフォルトのドメインポリシーを使用して GPO を作成することはできません。代わ
りに、yourdomainname OU (またはその下にある任意の OU) を選択し、コンテキスト (右
クリック) メニューを開き、[Create a GPO in this domain, and Link it here] (このドメインに
GPO を作成し、ここにリンクする) を選択します。yourdomainname OU の詳細について
は、AWS Directory Service 管理ガイドの作成されるものを参照してください。
8.

グループポリシー管理エディタで、[Computer Configuration (コンピュータの設定)]、[Policies (ポリ
シー)]、[Administrative Templates (管理用テンプレート)]、[Amazon]、[WSP] の順に選択します。

9.

[Enable/disable audio-in redirection (オーディオ入力リダイレクトを有効/無効にする)] 設定を開きま
す。
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10. [Enable/disable audio-in redirection (オーディオ入力リダイレクトを有効/無効にする)] ダイアログボッ
クスで、[Enabled (有効)] または [Disabled (無効)] を選択します。
11. [OK] を選択します。
12. グループポリシー設定の変更は、WorkSpaces の次回のグループポリシーの更新後、および
WorkSpaces セッションの再起動後に有効になります。グループポリシーの変更を適用するには、次
のいずれかを実行します。
• WorkSpaces を再起動します (Amazon WorkSpaces コンソールで、WorkSpaces を選択し、
[Actions] (アクション)、[Reboot WorkSpaces] (WorkSpaces の再起動) を選択します)。
• 管理コマンドプロンプトで、gpupdate /force と入力します。

WSP のタイムゾーンリダイレクトを無効化する
デフォルトでは、WorkSpaces 内の時間は、WorkSpaces への接続に使用されているクライアントのタイ
ムゾーンを反映するように設定されます。この動作は、タイムゾーンのリダイレクトによって制御されま
す。次のようにさまざまな理由から、タイムゾーンのリダイレクトをオフにすることもできます。
• 会社は、すべての従業員が特定のタイムゾーンで業務を行うことを希望している (一部の従業員が他の
タイムゾーンにいる場合でも)。
• WorkSpaces で、特定のタイムゾーン内の特定の時刻に実行するタスクをスケジュールした。
• よく出張するユーザーが、一貫性と個人設定のため WorkSpaces を 1 つのタイムゾーンにまとめておき
たいと考えている。
Windows WorkSpaces では必要に応じて、グループポリシーの設定を使用し、この機能を無効にすること
ができます。

Windows WorkSpaces のタイムゾーンのリダイレクトを無効にするには
1.

WSP の最新の WorkSpaces グループポリシー管理用テンプレート (p. 144)が、WorkSpaces ディレ
クトリのドメインコントローラーのセントラルストアにインストールされていることを確認します。

2.

ディレクトリ管理 WorkSpaces または WorkSpaces ディレクトリに参加している Amazon EC2 イン
スタンスで、グループポリシー管理ツール (gpmc.msc) を開きます。

3.

フォレスト ([フォレスト:FQDN]) を展開します。

4.

[ドメイン] を展開します。

5.

FQDN を展開します (example.com など)。

6.

[Group Policy Objects (グループポリシーオブジェクト)] を展開します。

7.

[Default Domain Policy (デフォルトドメインポリシー)] を選択し、コンテキスト (右クリック) メ
ニューを開き、[Edit (編集)] を選択します。

Note
WorkSpaces をバックアップするドメインが AWS Managed Microsoft AD ディレクトリの
場合、デフォルトのドメインポリシーを使用して GPO を作成することはできません。代わ
りに、yourdomainname OU (またはその下にある任意の OU) を選択し、コンテキスト (右
クリック) メニューを開き、[Create a GPO in this domain, and Link it here] (このドメインに
GPO を作成し、ここにリンクする) を選択します。yourdomainname OU の詳細について
は、AWS Directory Service 管理ガイドの作成されるものを参照してください。
8.

グループポリシー管理エディタで、[Computer Configuration (コンピュータの設定)]、[Policies (ポリ
シー)]、[Administrative Templates (管理用テンプレート)]、[Amazon]、[WSP] の順に選択します。

9.

[Enable/disable time zone redirection (タイムゾーンリダイレクトを有効/無効にする)] 設定を開きま
す。

10. [Enable/disable time zone redirection (タイムゾーンリダイレクトを有効/無効にする)] ダイアログボッ
クスで [Disabled (無効)] を選択します。
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11. [OK] を選択します。
12. グループポリシー設定の変更は、WorkSpaces の次回のグループポリシーの更新後、および
WorkSpaces セッションの再起動後に有効になります。グループポリシーの変更を適用するには、次
のいずれかを実行します。
• WorkSpaces を再起動します (Amazon WorkSpaces コンソールで、WorkSpaces を選択し、
[Actions] (アクション)、[Reboot WorkSpaces] (WorkSpaces の再起動) を選択します)。
• 管理コマンドプロンプトで、gpupdate /force と入力します。
13. WorkSpaces のタイムゾーンを目的のタイムゾーンに設定します。
WorkSpaces のタイムゾーンは静的になり、クライアントマシンのタイムゾーンは反映されなくなりま
す。

WSP のスマートカードリダイレクトを有効化/無効化する
デフォルトでは、Amazon WorkSpaces は、セッション前認証またはセッション内認証のいずれにもス
マートカードの使用のサポートを有効化していません。セッション前認証とは、ユーザーが WorkSpaces
にログインしている間に実行されるスマートカード認証をいいます。セッション内認証とは、ログイン後
に実行される認証をいいます。
必要に応じグループポリシー設定を使用して、Windows WorkSpaces のセッション前認証およびセッショ
ン内認証を有効にします。EnableClientAuthentication API アクションまたは enable-client-authentication
AWS CLI コマンドを使用して、AD Connector ディレクトリ設定を通じてセッション前認証も有効にする
必要があります。詳細については、AWS Directory Service 管理ガイドの AD Connector のスマートカード
認証を有効にするを参照してください。

Note
Windows WorkSpaces でスマートカードを使用できるようにするには、追加の手順が必要です。
詳細については、「認証にスマートカードを使用する (p. 71)」を参照してください

Windows WorkSpaces のスマートカードのリダイレクトを有効または無効にするには
1.

WSP の最新の WorkSpaces グループポリシー管理用テンプレート (p. 144)が、WorkSpaces ディレ
クトリのドメインコントローラーのセントラルストアにインストールされていることを確認します。

2.

ディレクトリ管理 WorkSpaces または WorkSpaces ディレクトリに参加している Amazon EC2 イン
スタンスで、グループポリシー管理ツール (gpmc.msc) を開きます。

3.

フォレスト ([フォレスト:FQDN]) を展開します。

4.

[ドメイン] を展開します。

5.

FQDN を展開します (example.com など)。

6.

[Group Policy Objects (グループポリシーオブジェクト)] を展開します。

7.

[Default Domain Policy (デフォルトドメインポリシー)] を選択し、コンテキスト (右クリック) メ
ニューを開き、[Edit (編集)] を選択します。

Note
WorkSpaces をバックアップするドメインが AWS Managed Microsoft AD ディレクトリの
場合、デフォルトのドメインポリシーを使用して GPO を作成することはできません。代わ
りに、yourdomainname OU (またはその下にある任意の OU) を選択し、コンテキスト (右
クリック) メニューを開き、[Create a GPO in this domain, and Link it here] (このドメインに
GPO を作成し、ここにリンクする) を選択します。yourdomainname OU の詳細について
は、AWS Directory Service 管理ガイドの作成されるものを参照してください。
8.

グループポリシー管理エディタで、[Computer Configuration (コンピュータの設定)]、[Policies (ポリ
シー)]、[Administrative Templates (管理用テンプレート)]、[Amazon]、[WSP] の順に選択します。
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9.

[Enable/disable smart card redirection] (スマートカードリダイレクトを有効/無効にする) 設定を開きま
す。

10. [Enable/disable smart card redirection] (スマートカードリダイレクトを有効/無効にする) ダイアログ
ボックスで、[Enabled] (有効) または [Disabled] (無効) を選択します。
11. [OK] を選択します。
12. グループポリシー設定の変更は、WorkSpaces セッションの再開後に有効になります。グループポリ
シー設定の変更を適用するには、WorkSpaces を再起動します (Amazon WorkSpaces コンソールで
WorkSpaces を選択し、[Actions] (アクション)、[Reboot WorkSpaces] (WorkSpaces の再起動) の順に
選択します)。

WSP の画面ロックの場合のセッションの切断を有効化/無効化す
る
必要に応じて、Windows ロック画面が検出されたときに、ユーザーの WorkSpaces セッションを切断でき
ます。WorkSpaces クライアントから再接続するには、WorkSpaces で有効になっている認証の種類に応
じて、ユーザーはパスワードまたはスマートカードを使用して自分自身を認証できます。
このグループポリシー設定は、デフォルトでは無効になっています。必要に応じて、グループポリシー設
定を使用して、Windows WorkSpaces の Windows ロック画面が検出された場合におけるセッションの切
断を有効にできます。

Note
• このグループポリシー設定は、現時点では AWS GovCloud (米国西部) リージョンでのみ使用で
きます。
• このグループポリシー設定は、パスワード認証セッションとスマートカード認証セッションの
両方に適用されます。
• Windows WorkSpaces でスマートカードを使用できるようにするには、追加の手順が必要で
す。詳細については、「認証にスマートカードを使用する (p. 71)」を参照してください

Windows WorkSpaces の画面ロックの場合のセッションの切断を有効または無効にするには
1.

WSP の最新の WorkSpaces グループポリシー管理用テンプレート (p. 144)が、WorkSpaces ディレ
クトリのドメインコントローラーのセントラルストアにインストールされていることを確認します。

2.

ディレクトリ管理 WorkSpaces または WorkSpaces ディレクトリに参加している Amazon EC2 イン
スタンスで、グループポリシー管理ツール (gpmc.msc) を開きます。

3.

フォレスト ([フォレスト:FQDN]) を展開します。

4.

[ドメイン] を展開します。

5.

FQDN を展開します (example.com など)。

6.

[Group Policy Objects (グループポリシーオブジェクト)] を展開します。

7.

[Default Domain Policy (デフォルトドメインポリシー)] を選択し、コンテキスト (右クリック) メ
ニューを開き、[Edit (編集)] を選択します。

Note
WorkSpaces をバックアップするドメインが AWS Managed Microsoft AD ディレクトリの
場合、デフォルトのドメインポリシーを使用して GPO を作成することはできません。代わ
りに、yourdomainname OU (またはその下にある任意の OU) を選択し、コンテキスト (右
クリック) メニューを開き、[Create a GPO in this domain, and Link it here] (このドメインに
GPO を作成し、ここにリンクする) を選択します。yourdomainname OU の詳細について
は、AWS Directory Service 管理ガイドの作成されるものを参照してください。
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8.

グループポリシー管理エディタで、[Computer Configuration (コンピュータの設定)]、[Policies (ポリ
シー)]、[Administrative Templates (管理用テンプレート)]、[Amazon]、[WSP] の順に選択します。

9.

[Enable/disable disconnect session on screen lock] (画面ロックの場合のセッションの切断を有効/無効
にする) 設定を開きます。

10. [Enable/disable disconnect session on screen lock] (画面ロックの場合のセッションの切断を有効/無効
にする) ダイアログボックスで、[Enabled] (有効) または [Disabled] (無効) を選択します。
11. [OK] を選択します。
12. グループポリシー設定の変更は、WorkSpaces の次回のグループポリシーの更新後、および
WorkSpaces セッションの再起動後に有効になります。グループポリシーの変更を適用するには、次
のいずれかを実行します。
• WorkSpaces を再起動します (Amazon WorkSpaces コンソールで、WorkSpaces を選択し、
[Actions] (アクション)、[Reboot WorkSpaces] (WorkSpaces の再起動) を選択します)。
• 管理コマンドプロンプトで、gpupdate /force と入力します。

Kerberos チケットの最大ライフタイムを設定する
Windows WorkSpaces の [Remember Me] (情報を記憶する) 機能を無効にしていない場合、WorkSpaces
ユーザーは WorkSpaces クライアントアプリケーションの [Remember Me] (情報を記憶する) または
[Keep me logged in] (ログイン状態を保つ) チェックボックスを使用して、認証情報を保存することができ
ます。この機能により、ユーザーはクライアントアプリケーションが実行中であれば簡単に WorkSpaces
に接続できます。認証情報は、ユーザーの Kerberos チケットの最大有効期間が終了するまで安全に
キャッシュに保存されます。
WorkSpaces で AD Connector ディレクトリを使用している場合は、Microsoft Windows ドキュメント
の「チケットの最長有効期間」の手順に従って、グループポリシーを使用して WorkSpaces ユーザーの
Kerberos チケットの最大有効期間を変更できます。
[Remember Me] (このアカウントを記憶する) 機能を有効または無効にする方法については、ユーザーを対
象とした WorkSpace の自己管理機能を有効にする (p. 129) を参照してください。

インターネットアクセス用のデバイスプロキシサー
バー設定を構成する
デフォルトでは、WorkSpaces Windows クライアントアプリケーションは、HTTPS (ポート 443)
トラフィックのデバイスオペレーティングシステム設定で指定されたプロキシサーバーを使用しま
す。Amazon WorkSpaces クライアントアプリケーションは、更新、登録、認証に HTTPS ポートを使用
します。

Note
• WorkSpaces へのデスクトップストリーミング接続では、ポート 4172 と 4195 を有効にする必
要があり、プロキシサーバーを経由しません。
• ユーザー名とパスワードによる認証を必要とするプロキシサーバーはサポートされていませ
ん。
Microsoft のドキュメントの「デバイスプロキシとインターネット接続の設定の構成」の手順に従って、グ
ループポリシーを通じて Windows WorkSpaces のデバイスプロキシサーバー設定を構成できます。
WorkSpaces Windows クライアントアプリケーションでのプロキシ設定の構成の詳細について
は、Amazon WorkSpaces ユーザーガイドのプロキシサーバーを参照してください。
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Amazon Linux WorkSpaces を管理する
Windows WorkSpaces と同様に、Amazon Linux WorkSpaces はドメイン結合されているため、Active
Directory ユーザーとグループを使用して以下を実行できます。
• Amazon Linux WorkSpaces を管理する
• ユーザーにこれらの WorkSpaces へのアクセスを許可する
Linux インスタンスはグループポリシーに従っていないため、設定管理ソリューションを使用してポ
リシーの配信と適用を行うことをお勧めします。例えば、AWS OpsWorks for Chef Automate、AWS
OpsWorks for Puppet Enterprise、または Ansible を使用できます。

Note
Linux WorkSpaces on WorkSpaces Streaming Protocol (WSP) バンドルは、現時点では AWS
GovCloud (米国西部) リージョンでのみ利用できます。
現在、WSP の Linux WorkSpaces には、次の制限があります。
• ビデオ入力とタイムゾーンのリダイレクトはサポートされていません。
• マルチモニターはサポートされていません。
• WSP の Linux WorkSpaces に接続するには、WorkSpaces Windows クライアントアプリケー
ションを使用する必要があります。

Amazon Linux WorkSpaces で PCoIP エージェントの
動作を制御する
PCoIP Agent の動作は、pcoip-agent.conf ディレクトリにある /etc/pcoip-agent/ ファイルの構
成設定によって制御されます。ポリシーの変更をデプロイして適用するには、Amazon Linux をサポート
する設定管理ソリューションを使用します。変更はすべて、エージェントの起動時に有効になります。
エージェントを再起動すると、開いている接続がすべて終了されウィンドウマネージャーが再起動されま
す。変更を適用するには、WorkSpace を再起動することをお勧めします。

Note
pcoip-agent.conf ファイルに正しくない変更またはサポートされていない変更を加えた場
合、WorkSpace が動作しなくなる可能性があります。WorkSpace が動作しなくなった場合
は、SSH を使用して WorkSpace に接続 (p. 87)して変更をロールバックするか、WorkSpace を再
構築 (p. 183)する必要がある場合があります。
以降のセクションでは、特定の機能を有効または無効にする方法について説明します。利用可能な設定の
一覧については、Amazon Linux WorkSpace のターミナルから man pcoip-agent.conf を実行します。

Note
ローカルプリンターのリダイレクトは Linux WorkSpaces ではご利用になれません。

Amazon Linux WorkSpaces のクリップボードのリダ
イレクトを有効化/無効化する
デフォルトでは、WorkSpaces はクリップボードのリダイレクトをサポートしています。PCoIP エージェ
ント設定を使用して、必要に応じてこの機能を無効にします。この設定は、WorkSpace を再起動したとき
に有効になります。
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Note
現在、WSP を使用する Linux WorkSpaces では、クリップボードのリダイレクトはサポートされ
ていません。

Amazon Linux WorkSpaces のクリップボードのリダイレクトを有効または無効にするには
1.

次のコマンドを使用して、昇格された権限を持つエディタで pcoip-agent.conf ファイルを開きま
す。
[domain\username@workspace-id ~]$ sudo vi /etc/pcoip-agent/pcoip-agent.conf

2.

ファイルの末尾に次の行を追加します。
pcoip.server_clipboard_state = X

X に指定できる値は以下のとおりです。
0 - 双方向で無効
1 - 双方向で有効
2 — クライアントからエージェントのみ有効 (ローカルクライアントデバイスからリモートデスク
トップへのコピーと貼り付けのみを許可)
3 — エージェントからクライアントのみ有効 (リモートホストデスクトップからローカルクライアン
トデバイスへのコピーと貼り付けのみを許可)

Note
クリップボードのリダイレクトは仮想チャネルとして実装されます。仮想チャンネルが無効に
なっている場合、クリップボードのリダイレクトは機能しません。仮想チャネルを有効にするに
は、Teradici のドキュメントの「PCoIP Virtual Channels」をご参照ください。

Amazon Linux WorkSpaces のオーディオ入力リダイ
レクトを有効化/無効化する
デフォルトでは、WorkSpaces はオーディオインリダイレクトをサポートしています。PCoIP エージェン
ト設定を使用して、必要に応じてこの機能を無効にします。この設定は、WorkSpace を再起動したときに
有効になります。

Note
現在、オーディオ入力リダイレクトは、WSP を使用する Linux WorkSpaces でサポートされてい
ません。

Amazon Linux WorkSpaces のオーディオ入力リダイレクトを有効または無効にするには
1.

次のコマンドを使用して、昇格された権限を持つエディタで pcoip-agent.conf ファイルを開きま
す。
[domain\username@workspace-id ~]$ sudo vi /etc/pcoip-agent/pcoip-agent.conf

2.

ファイルの末尾に次の行を追加します。
pcoip.enable_audio = X
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X に指定できる値は以下のとおりです。
0 — 無効
1 — 有効

Amazon Linux WorkSpaces のタイムゾーンのリダイ
レクトを有効化/無効化する
デフォルトでは、WorkSpace 内の時間は、WorkSpace への接続に使用されているクライアントのタイム
ゾーンを反映するように設定されます。この動作は、タイムゾーンのリダイレクトによって制御されま
す。次のようにさまざまな理由から、タイムゾーンのリダイレクトをオフにすることもできます。
• 会社は、すべての従業員が特定のタイムゾーンで業務を行うことを希望している (一部の従業員が他の
タイムゾーンにいる場合でも)。
• WorkSpaces で、特定のタイムゾーン内の特定の時刻に実行するタスクをスケジュールした。
• よく出張するユーザーが、一貫性と個人設定のため WorkSpaces を 1 つのタイムゾーンにまとめておき
たいと考えている。
Linux WorkSpaces のために必要な場合は、PCoIP エージェントの設定を使用してこの機能を無効にする
ことができます。この設定は、WorkSpace を再起動したときに有効になります。

Note
現在、タイムゾーンのリダイレクトは、WSP を使用する Linux WorkSpaces でサポートされてい
ません。

Amazon Linux WorkSpaces のタイムゾーンのリダイレクトを有効または無効にするには
1.

次のコマンドを使用して、昇格された権限を持つエディタで pcoip-agent.conf ファイルを開きま
す。
[domain\username@workspace-id ~]$ sudo vi /etc/pcoip-agent/pcoip-agent.conf

2.

ファイルの末尾に次の行を追加します。
pcoip.enable_timezone_redirect= X

X に指定できる値は以下のとおりです。
0 — 無効
1 — 有効

Amazon Linux WorkSpaces 管理者に SSH アクセスを
付与する
デフォルトでは、割り当て済みユーザーおよびドメイン管理者グループのアカウントのみが SSH を使用し
て Amazon Linux WorkSpaces に接続できます。
Active Directory で Amazon Linux WorkSpaces 管理者専用の管理者グループを作成することをお勧めしま
す。
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Linux_Workspaces_Admins Active Directory グループのメンバーの sudo アクセスを有効にするに
は
1.

次の例に示すように、sudoers を使用して visudo ファイルを編集します。
[example\username@workspace-id ~]$ sudo visudo

2.

次の行を追加します。
%example.com\\Linux_WorkSpaces_Admins ALL=(ALL) ALL

専用の管理者グループを作成したら、次のステップに従ってグループのメンバーのログインを有効にしま
す。

Linux_WorkSpaces_Admins Active Directory グループのメンバーのログインを有効にするには
1.

昇格された権限で /etc/security/access.conf を編集します。
[example\username@workspace-id ~]$ sudo vi /etc/security/access.conf

2.

次の行を追加します。
+:(example\Linux_WorkSpaces_Admins):ALL

SSH 接続の有効化の詳細については、Linux WorkSpaces の SSH 接続を有効にする (p. 87) を参照してく
ださい。

Amazon Linux WorkSpaces のデフォルトシェルを上
書きする
Linux WorkSpaces のデフォルトシェルを上書きするには、ユーザーの ~/.bashrc ファイルを
編集することをお勧めします。たとえば、Z shell シェルの代わりに Bash を使用するには、/
home/username/.bashrc に次の行を追加します。
export SHELL=$(which zsh)
[ -n "$SSH_TTY" ] && exec $SHELL

Note
この変更を行った後、WorkSpace を再起動するか (切断だけでなく) WorkSpace からログアウト
し、再度ログインして変更を有効にする必要があります。

不正なアクセスからカスタムリポジトリを保護する
カスタムリポジトリへのアクセスを制御するには、パスワードではなく、Amazon Virtual Private Cloud
(Amazon VPC) に組み込まれているセキュリティ機能を使用することをお勧めします。たとえば、ネット
ワークアクセスコントロールリスト (ACL) とセキュリティグループを使用します。これらの機能の詳細に
ついては、Amazon VPC ユーザーガイドのセキュリティを参照してください。
リポジトリを保護するためにパスワードを使用する必要がある場合は、Fedora ドキュメントの「リポジト
リ定義ファイル」に示されているように、yum リポジトリ定義ファイルを作成してください。
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Amazon Linux Extras Library リポジトリを使用する
Amazon Linux では、Extras Library を使用してアプリケーションおよびソフトウェア更新をインスタンス
にインストールできます。Extras Library の使用については、Linux インスタンス用 Amazon EC2 ユーザー
ガイドの Extras Library (Amazon Linux) を参照してください。

Note
Amazon Linux リポジトリを使用している場合は、Amazon Linux WorkSpaces がインターネッ
トにアクセスできるか、このリポジトリおよびメイン Amazon Linux リポジトリへの仮想プ
ライベートクラウド (VPC) エンドポイントを設定する必要があります。詳細については、
「WorkSpace からのインターネットアクセスを提供する (p. 78)」を参照してください。

Linux WorkSpaces での認証にスマートカードを使用
する
WorkSpaces Streaming Protocol (WSP) バンドルの Linux WorkSpaces では、認証に共通アクセスカード
(CAC) およびパーソナル ID 検証 (PIV) スマートカードを使用できます。詳細については、「認証にスマー
トカードを使用する (p. 71)」を参照してください。

Ubuntu WorkSpaces の管理
Windows や Amazon Linux WorkSpaces と同様に、Ubuntu WorkSpaces はドメイン結合されているた
め、Active Directory ユーザーとグループを使用して以下を実行できます。
• Ubuntu WorkSpaces を管理する
• ユーザーにこれらの WorkSpaces へのアクセスを許可する
AdSys を使用することで、グループポリシーで Ubuntu WorkSpaces を管理できます。Active Directory
統合の詳細については、「Ubuntu Active Directory の統合に関するよくある質問」を参照してくださ
い。Landscape や Ansible など、他の構成および管理ソリューションを使用することもできます。

Ubuntu WorkSpaces での WorkSpaces Streaming
Protocol (WSP) の動作制御
WSP の動作は、/etc/wsp/ ディレクトリにある wsp.conf ファイルの構成設定によって制御されます。
ポリシーの変更をデプロイして適用するには、Ubuntu をサポートする設定管理ソリューションを使用しま
す。変更はすべて、エージェントの起動時に有効になります。

Note
誤った変更またはサポートされていない変更を加えた場合、WorkSpace に新たに確立された接続
に wsp.conf ポリシーが適用されない場合があります。
以降のセクションでは、特定の機能を有効または無効にする方法について説明します。

Ubuntu WorkSpaces のクリップボードのリダイレク
トの有効化または無効化
デフォルトでは、WorkSpaces はクリップボードのリダイレクトをサポートしています。必要に応じ
て、WSP 設定ファイルを使用してこの機能を無効にします。
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Ubuntu WorkSpaces のクリップボードのリダイレクトを有効化または無効化するには
1.

次のコマンドを使用して、昇格された権限を持つエディタで wsp.conf ファイルを開きます。
[domain\username@workspace-id ~]$ sudo vi /etc/wsp/wsp.conf

2.

[policies] グループの末尾に次の行を追加します。
clipboard = X

X に指定できる値は以下のとおりです。
[enabled] (有効) — クリップボードリダイレクトは両方向ともに有効です (デフォルト)
[disabled] (無効) — クリップボードのリダイレクトは両方向ともに無効です
[paste-only] (ペーストのみ) — クリップボードのリダイレクトが有効で、ローカルクライアントデバ
イスからコンテンツをコピーし、リモートホストデスクトップにペーストするのみが可能です。
[copy-only] (コピーのみ) — クリップボードのリダイレクトが有効で、リモートホストのデスクトップ
からコンテンツをコピーし、ローカルのクライアントデバイスにペーストするのみが可能です。

Ubuntu WorkSpaces のオーディオインリダイレクト
の有効化または無効化
デフォルトでは、WorkSpaces はオーディオインリダイレクトをサポートしています。必要に応じ
て、WSP 設定ファイルを使用してこの機能を無効にします。

Ubuntu WorkSpaces のオーディオインリダイレクトを有効または無効にするには
1.

次のコマンドを使用して、昇格された権限を持つエディタで wsp.conf ファイルを開きます。
[domain\username@workspace-id ~]$ sudo vi /etc/wsp/wsp.conf

2.

[policies] グループの末尾に次の行を追加します。
audio-in = X

X に指定できる値は以下のとおりです。
[enabled] (有効) — オーディオインリダイレクトは有効です (デフォルト)
[disabled] (無効)— オーディオインリダイレクトは無効です

Ubuntu WorkSpaces のビデオインリダイレクトの有
効化または無効化
デフォルトでは、WorkSpaces はビデオインリダイレクトをサポートしています。必要に応じて、WSP 設
定ファイルを使用してこの機能を無効にします。

Ubuntu WorkSpaces のビデオインリダイレクトを有効化または無効化するには
1.

次のコマンドを使用して、昇格された権限を持つエディタで wsp.conf ファイルを開きます。

159

Amazon WorkSpaces 管理ガイド
Ubuntu WorkSpaces のプリンター
リダイレクトの有効化または無効化
[domain\username@workspace-id ~]$ sudo vi /etc/wsp/wsp.conf

2.

[policies] グループの末尾に次の行を追加します。
video-in = X

X に指定できる値は以下のとおりです。
[enabled] (有効) — ビデオインリダイレクトは有効です (デフォルト)
[disabled] (無効)— ビデオインリダイレクトは無効です

Ubuntu WorkSpaces のプリンターリダイレクトの有
効化または無効化
デフォルトでは、WorkSpaces はプリンターリダイレクトをサポートしています。必要に応じて、WSP 設
定ファイルを使用してこの機能を無効にします。

Ubuntu WorkSpaces のプリンターリダイレクトを有効化または無効化するには
1.

次のコマンドを使用して、昇格された権限を持つエディタで wsp.conf ファイルを開きます。
[domain\username@workspace-id ~]$ sudo vi /etc/wsp/wsp.conf

2.

[policies] グループの末尾に次の行を追加します。
remote-printing = X

X に指定できる値は以下のとおりです。
[enabled] (有効) — プリンターリダイレクトは有効です (デフォルト)
[disabled] (無効)— プリンターリダイレクトは無効です

Ubuntu WorkSpaces 管理者に SSH アクセスを付与す
る
デフォルトでは、割り当て済みユーザーおよびドメイン管理者グループのアカウントのみが SSH を
使用して Ubuntu WorkSpaces に接続できます。SSH を使用して他のユーザーやアカウントが Ubuntu
WorkSpaces に接続できるようにするには、Active Directory で Ubuntu WorkSpaces 管理者専用の管理者
グループを作成することをお勧めします。

Linux_WorkSpaces_Admins Active Directory グループのメンバーの sudo アクセスを有効にす
るには
1.

次の例に示すように、sudoers を使用して visudo ファイルを編集します。

[username@workspace-id ~]$ sudo visudo
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2.

次の行を追加します。

%Linux_WorkSpaces_Admins ALL=(ALL) ALL

専用の管理者グループを作成したら、次のステップに従ってグループのメンバーのログインを有効にしま
す。

Linux_WorkSpaces_Admins Active Directory グループのメンバーのログインを有効にするには
1.

昇格された権限で etc/security/access.conf を編集します。

[username@workspace-id ~]$ sudo vi /etc/security/access.conf

2.

次の行を追加します。

+:(Linux_WorkSpaces_Admins):ALL

Ubuntu WorkSpaces では、SSH 接続のユーザー名を指定する際にドメイン名を追加する必要はなく、
パスワード認証はデフォルトで無効になっています。SSH 経由で接続するには、Ubuntu WorkSpace の
$HOME/.ssh/authorized_keys に SSH パブリックキーを追加するか、/etc/ssh/sshd_config を
編集して yes に PasswordAuthentication を設定する必要があります。SSH 接続の有効化の詳細について
は、「Linux WorkSpace で SSH 接続を有効化する」を参照してください。

Ubuntu WorkSpace のデフォルトシェルを無効にする
Ubuntu WorkSpace のデフォルトシェルを無効にするには、ユーザーの ~/.bashrc ファイルを編集
することをお勧めします。たとえば、Z shell シェルの代わりに Bash を使用するには、/home/
username/.bashrc に次の行を追加します。

export SHELL=$(which zsh)
[ -n "$SSH_TTY" ] && exec $SHELL

Note
この変更を行った後、WorkSpace を再起動するか (切断だけでなく) WorkSpace からログアウト
し、再度ログインして変更を有効にする必要があります。

WorkSpace の実行モードを管理する
WorkSpace は、実行モードによって、すぐに使用できるかどうかとお支払い方法 (月単位または時間単位)
が異なります。WorkSpace の作成時に、以下のいずれかの実行モードを選択できます。
• AlwaysOn — 固定月額料金で WorkSpaces を無制限にご利用いただけます。このモードは、WorkSpace
をプライマリデスクトップとしてフルタイム使用するユーザー用に最適です。
161

Amazon WorkSpaces 管理ガイド
AutoStop WorkSpaces

• AutoStop — WorkSpaces のご利用に対し、時間単位で料金が発生します。このモードでは、アプリおよ
びデータを保存した状態と指定の長さの切断が発生した後、WorkSpaces が停止します。
詳細については、WorkSpaces の料金を参照してください。

AutoStop WorkSpaces
自動停止時間を設定するには、Amazon WorkSpaces コンソールで WorkSpace を選択し、[Actions] (アク
ション)、[Modify Running Mode Properties] (実行モードプロパティの変更) の順に選択し、[AutoStop Time
(hours)] (自動停止時間 (時間)) を設定します。デフォルトでは、[AutoStop Time (hours)] (自動停止時間 (時
間)) は 1 時間に設定されています。つまり、WorkSpace は、切断されてから 1 時間後に自動的に停止する
ことになります。
WorkSpace が切断され、自動停止時間が経過すると、WorkSpace が自動的に停止するまでさらに数分か
かる場合があります。ただし、自動停止期間が経過するとすぐに請求が停止し、その追加時間に対しては
課金されません。
可能な場合は、WorkSpace のルートボリュームにデスクトップの状態が保存されます。ユーザーがログイ
ンすると WorkSpace が再開し、すべての開いていたドキュメントや実行中のプログラムが保存済みの状
態に戻ります。
AutoStop Graphics.g4dn、GraphicsPro.g4dn、Graphics、GraphicsPro WorkSpaces では、停止時にデー
タとプログラムの状態は保持されません。これらの Autostop WorkSpaces は、作業が完了したら、作業内
容をその都度保存することをお勧めします。
Bring-Your-Own-License (BYOL) AutoStop WorkSpaces では、多数の同時ログインによっ
て、WorkSpaces が使用可能になるまでの時間が長引く可能性があります。BYOL AutoStop WorkSpaces
に多くのユーザーが同時にログインすることが想定される場合は、アカウントマネージャーにご相談くだ
さい。

Important
AutoStop WorkSpaces は、WorkSpaces が切断されている場合にのみ自動的に停止します。
WorkSpace は、次の場合にのみ切断されます。
• ユーザーが WorkSpace から手動で切断するか、Amazon WorkSpaces クライアントアプリケーションを
終了する場合。
• クライアントデバイスがシャットダウンされる場合。
• 20 分を超える時間にわたって、クライアントデバイスと WorkSpace の間に接続がない場合。
ベストプラクティスとして、AutoStop WorkSpace ユーザーは、日々、使用が終了したら、WorkSpaces
から手動で切断すべきです。手動で切断するには、Linux、macOS、または Windows 用の WorkSpaces
クライアントアプリケーションの Amazon WorkSpaces メニューから、[Disconnect WorkSpace]
(WorkSpace を切断) または [Quit Amazon WorkSpaces] (Amazon WorkSpaces を終了) を選択しま
す。Android または iPad の場合は、サイドバーメニューから [Disconnect] (切断) を選択します。

次のような場合、AutoStop WorkSpaces が自動的に停止しないことがあります。
• クライアントデバイスがシャットダウンされるのではなく、ロック状態、スリープ状態、またはその他
の非アクティブ状態 (ノートパソコンのカバーが閉じられている、など) にある場合は、WorkSpaces ア
プリケーションがバックグラウンドで引き続き実行されている可能性があります。WorkSpaces アプリ
ケーションが引き続き実行中である限り、WorkSpace は切断されない可能性があるため、自動的に停止
しない場合があります。
• WorkSpaces は、ユーザーが WorkSpaces クライアントを使用している場合にのみ切断を検出できま
す。ユーザーがサードパーティーのクライアントを使用している場合は、WorkSpaces が切断状態を検
出できない可能性があり、WorkSpaces が自動的に停止せず、請求が中断しない場合があります。
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実行モードを変更する
実行モードは、いつでも切り替えることができます。

WorkSpace の実行モードを変更するには
1.

https://console.aws.amazon.com/workspaces/ で WorkSpaces コンソールを開きます。

2.

ナビゲーションペインで [WorkSpaces] を選択します。

3.

変更する WorkSpace を選択し、[Actions] (アクション)、[Modify Running Mode] (実行モードの変更)
の順に選択します。

4.

新しい実行モード [AlwaysOn] (常にオン) または [AutoStop] (自動停止) を選択し、次に [Save] (保存)
をクリックします。

AWS CLI を使用して WorkSpace の実行モードを変更するには
modify-workspace-properties コマンドを使用します。

AutoStop WorkSpace を停止/開始する
AutoStop WorkSpaces が切断されている場合、切断されてから指定された時間が経過した後に自動的に停
止し、時間単位の請求は一時停止します。コストをさらに最適化するには、AutoStop の WorkSpace に関
連付けられている時間あたりの使用料金を手動で中断することができます。WorkSpace が停止し、ユー
ザーが次に WorkSpace にログオンする場合に備えて、すべてのアプリケーションやデータが保存されま
す。
停止中の WorkSpace にユーザーが再接続すると、通常は 90 秒未満で、前回の状態から再開されます。
AutoStop の WorkSpaces は、使用可能状態であってもエラー状態であっても再起動できます。

自動停止 WorkSpace を停止するには
1.

https://console.aws.amazon.com/workspaces/ で WorkSpaces コンソールを開きます。

2.

ナビゲーションペインで [WorkSpaces] を選択します。

3.

停止する WorkSpace を選択したら、[Actions] (アクション)、[Stop WorkSpaces] (WorkSpaces の停
止) の順に選択します。

4.

確認を求めるメッセージが表示されたら、[Stop] (停止) を選択します。

自動停止 WorkSpace を開始するには
1.

https://console.aws.amazon.com/workspaces/ で WorkSpaces コンソールを開きます。

2.

ナビゲーションペインで [WorkSpaces] を選択します。

3.

開始する WorkSpace を選択したら、[Actions] (アクション)、[Start WorkSpaces] (WorkSpaces の起
動) の順に選択します。

4.

確認を求めるメッセージが表示されたら、[Start WorkSpace] (WorkSpace の起動) を選択します。

AutoStop WorkSpaces に関連付けられた固定インフラストラクチャコストを削除するには、アカウントか
ら WorkSpace を削除します。詳細については、「WorkSpace の削除 (p. 195)」を参照してください。
を使用して AutoStop WorkSpace を停止/開始するにはAWS CLI
stop-workspaces コマンドと start-workspaces コマンドを使用します。
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WorkSpace の変更
WorkSpace を起動した後、以下の 2 つの方法でその設定を変更できます。
• ルートボリューム (Windows の場合はドライブ C、Linux の場合は /)、およびユーザーボリューム
(Windows の場合はドライブ D、Linux の場合は /home) のサイズを変更できます。
• コンピューティングタイプを変更して、新しいバンドルを選択できます。
WorkSpace の現在の変更状態を表示するには、矢印を選択して WorkSpace の詳細を表示します。[状態]
に表示される値は、[コンピューティングの変更]、[ストレージの変更]、および [なし] です。
WorkSpace を修正する場合は、ステータスが AVAILABLE または STOPPED である必要があります。ボ
リュームサイズとコンピューティングタイプを同時に変更することはできません。
WorkSpace のボリュームサイズまたはコンピューティングタイプを変更すると、WorkSpace の請求レー
トが変更されます。
ユーザーがボリュームとコンピューティングタイプを変更できるようにするには、ユーザーを対象とした
WorkSpace の自己管理機能を有効にする (p. 129) を参照してください。

ボリュームサイズの変更
WorkSpace のルートボリュームとユーザーボリュームのサイズを、それぞれ 2000 GB まで増やすことが
できます。セットグループに付属の WorkSpace ルートボリュームおよびユーザーボリュームは変更でき
ません。使用可能なグループは以下のとおりです。
[ルート (GB)、ユーザー (GB)]
[80, 10]
[80, 50]
[80, 100]
[175 〜 2,000、100 〜 2,000]
ルートボリュームとユーザーボリュームは、暗号化されているかどうかにかかわらず拡張できます。両方
のボリュームとも、6 時間に 1 回拡張できます。ただし、ルートボリュームとユーザーボリュームのサイ
ズを同時に増やすことはできません。詳細については、「Limitations for Increasing Volumes (p. 165)」
を参照してください。

Note
WorkSpace のボリュームを拡張すると、WorkSpaces により Windows または Linux 内でボ
リュームのパーティションが自動的に拡張されます。プロセスが終了したら、変更を有効にする
ために WorkSpace を再起動する必要があります。
データを確実に保持するために、WorkSpace の起動後はルートやユーザーボリュームのサイズ
を縮小できなくなります。代わりに、WorkSpace を起動するときに、これらのボリュームの最小
サイズを指定してください。Value、Standard、Performance、Power、PowerPro のいずれかの
WorkSpace は、最小 80 GB のルートボリュームおよび 10 GB のユーザーボリュームで起動できま
す。Graphics.g4dn、GraphicsPro.g4dn、Graphics、GraphicsPro WorkSpace は、最小 100 GB のルート
ボリュームおよび 100 GB のユーザーボリュームで起動できます。
WorkSpace のディスクサイズを拡大中の場合でも、ユーザーは自分の WorkSpace でほとんどのタスクを
実行できます。ただし、WorkSpace コンピューティングタイプの変更、WorkSpace 実行モードの切り替
え、WorkSpace の再構築、WorkSpace の再起動を行うことはできません。
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Note
ディスクサイズの拡大中にユーザーが自身の WorkSpaces を使用できるようにするに
は、WorkSpaces のボリュームのサイズを変更する前に、WorkSpaces のステータスが
AVAILABLE ではなく STOPPED であることを確認します。WorkSpaces が STOPPED となってい
る場合、ディスクサイズの拡大中にその WorkSpaces を起動することはできません。
多くの場合、ディスクサイズの拡大プロセスには最長で 2 時間かかります。ただし、多数の WorkSpaces
でボリュームサイズを変更している場合には、このプロセスが顕著に長くなることもあります。変更する
WorkSpaces の数が多い場合は、AWS Support にお問い合わせいただくことをお勧めします。

ボリューム増加の制限
• サイズ変更できるのは SSD ボリュームのみです。
• WorkSpace を起動するときは、6 時間待ってからボリュームのサイズを変更する必要があります。
• ルートボリュームとユーザーボリュームのサイズを同時に増やすことはできません。ルートボリューム
を増やすには、まずユーザーボリュームを 100 GB に変更する必要があります。この変更を行った後、
ルートボリュームを 175～2000 GB の任意の値に更新できます。ルートボリュームを 175～2000 GB の
任意の値に変更した後、ユーザーボリュームを 100～2000 GB の任意の値にさらに更新できます。

Note
両方のボリュームを増やす場合は、最初の操作が終了するまで 20～30 分待ってから 2 番目の
操作を開始する必要があります。
• WorkSpace が Graphics.g4dn、GraphicsPro.g4dn、Graphics、GraphicsPro でない限り、ユー
ザーボリュームが 100 GB の場合、ルートボリュームを 175 GB 未満にすることはできませ
ん。Graphics.g4dn、GraphicsPro.g4dn、Graphics、GraphicsPro WorkSpaces では、ルートボリューム
とユーザーボリュームの両方を最小 100 GB に設定できます。
• ユーザーボリュームが 50 GB の場合、ルートボリュームを 80 GB 以外に更新することはできません。
ルートボリュームが 80 GB の場合、ユーザーボリュームは 10、50、または 100 GB のみに設定できま
す。

WorkSpace のルートボリュームを変更するには
1.
2.
3.
4.
5.
6.

https://console.aws.amazon.com/workspaces/ で WorkSpaces コンソールを開きます。
ナビゲーションペインで [WorkSpaces] を選択します。
WorkSpace を選択して、[Actions] (アクション)、[Modify root volume] (ルートボリュームの変更) の順
に選択します。
[Root volume sizes] (ルートボリュームサイズ) でボリュームサイズを選択するか、[Custom] (カスタ
ム) を選択してカスタムボリュームサイズを入力します。
[Save changes] (変更の保存) をクリックします。
ディスクサイズの増加が完了したら、WorkSpace を再起動 (p. 182)して変更を反映する必要があり
ます。データの損失を避けるために、WorkSpace を再起動する前に、開いているファイルを必ず保存
してください。

WorkSpace のユーザーボリュームを変更するには
1.
2.
3.
4.
5.

https://console.aws.amazon.com/workspaces/ で WorkSpaces コンソールを開きます。
ナビゲーションペインで [WorkSpaces] を選択します。
WorkSpace を選択して、[Actions] (アクション)、[Modify user volume] (ユーザーボリュームの変更)
の順に選択します。
[User volume sizes] (ユーザーボリュームサイズ) でボリュームサイズを選択するか、[Custom] (カスタ
ム) を選択してカスタムボリュームサイズを入力します。
[Save changes] (変更の保存) をクリックします。
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6.

ディスクサイズの増加が完了したら、WorkSpace を再起動 (p. 182)して変更を反映する必要があり
ます。データの損失を避けるために、WorkSpace を再起動する前に、開いているファイルを必ず保存
してください。

WorkSpace のボリュームサイズを変更するには
RootVolumeSizeGib または UserVolumeSizeGib プロパティを使用して modify-workspace-properties
コマンドを使用します。

コンピューティングタイプの変更
WorkSpace では、Standard、Power、Performance、PowerPro のコンピューティングタイプに切り替え
できます。これらのコンピューティングタイプの詳細については、「Amazon WorkSpaces バンドル」を
参照してください。

Note
• コンピューティングタイプを Graphics.g4dn から GraphicsPro.g4dn に、または
GraphicsPro.g4dn から Graphics.g4dn に変更できます。Graphics.g4dn および
GraphicsPro.g4dn のコンピューティングタイプは他の値に変更できません。
• Graphics および GraphicsPro のコンピューティングタイプは他の値に変更できません。
コンピューティングの変更をリクエストすると、WorkSpaces は新しいコンピューティングタイプを使用
して WorkSpace を再起動します。WorkSpaces は、WorkSpace のオペレーティングシステム、アプリ
ケーション、データ、およびストレージの設定を保持します。
より大きなコンピューティングタイプは 6 時間に 1 回、より小さなコンピューティングタイプは 30 日に
1 回リクエストできます。新規の WorkSpace については、より大きなバンドルをリクエストするには 6
時間待機する必要があります。
WorkSpace コンピューティングタイプが変更中の場合、ユーザーは WorkSpace から切断されるた
め、WorkSpace を使用または変更することはできません。WorkSpace は、コンピューティングタイプの
変更プロセス中に自動的に再起動されます。

Important
データの損失を避けるため、WorkSpace のコンピューティングタイプを変更する前に、開いてい
るドキュメントやその他のアプリケーションファイルを必ず保存してください。
コンピューティングタイプの変更プロセスには、最大 1 時間かかる場合があります。

WorkSpace のコンピューティングタイプを変更するには
1.

https://console.aws.amazon.com/workspaces/ で WorkSpaces コンソールを開きます。

2.

ナビゲーションペインで [WorkSpaces] を選択します。

3.

WorkSpace を選択して、[Actions] (アクション)、[Modify compute type] (コンピューティングタイプの
変更) の順に選択します。

4.

[Compute type] (コンピューティングタイプ) で、コンピューティングタイプを選択します。

5.

[Save changes] (変更の保存) をクリックします。

WorkSpace のコンピューティングタイプを変更するには
ComputeTypeName プロパティを使用して modify-workspace-properties コマンドを使用します。
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WorkSpace ブランドのカスタマイズ
Amazon WorkSpaces では、API を使用して独自のブランドロゴ、IT サポート情報、パスワードを忘れた
場合のリンク、ログインメッセージなど、WorkSpace のログインページをカスタマイズすることで、ユー
ザーに親しみやすい WorkSpaces エクスペリエンスを作成できます。WorkSpace ログインページには、
デフォルトの WorkSpaces ブランドに代わり、お客様のブランドがユーザーに表示されます。
以下のクライアントをサポートしています。
• Windows
• Linux
• Android
• MacOS
• iOS
• ウェブアクセス

Note
WorkSpaces カスタムブランドは、現在 AWS GovCloud (米国西部) リージョンでは利用できませ
ん。

カスタムブランドのインポート
クライアントのカスタムブランドをインポートするには、ImportClientBranding のアクション
を使用します。アクションには以下の要素が含まれます。詳細については、「 API リファレンスの
ImportClientBranding」を参照してください。

Important
クライアントのブランド属性は公開されています。機密情報が含まれないようにしてください。
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1. サポートリンク
2. ロゴ
3. パスワードを忘れた場合のリンク
4. ログインメッセージ

168

Amazon WorkSpaces 管理ガイド
カスタムブランドのインポート

カスタムブランドの要素
ブランド要素

説明

要件と推奨事項

サポートリンク

ユーザーが WorkSpaces に関す
• 各プラットフォームタイプ
るヘルプを問い合わせるための
では、SupportEmail と
サポート E メールリンクを指定
SupportLink パラメータは
できます。SupportEmail 属性
相互に排他的です。プラット
を使用するか、SupportLink 属
フォームタイプごとに 1 つ
性を使用してサポートページへ
のパラメータを指定できます
のリンクを提供することで指定
が、両方指定することはでき
できます。
ません。
• デフォルトの E メー
ルは workspacesfeedback@amazon.com で
す。
• 長さの制限: 最小長は 1 です。
最大長は 200 です。

ロゴ

Logo 属性を使用して、組織のロ
ゴをカスタマイズできます。

イメージ形式は、.png ファイ
ルから変換したバイナリ形式の
データオブジェクトのみ使用で
きます。

パスワードを忘れた場合のリン
ク

ForgotPasswordLink 属性を
使用してウェブアドレスを追
加し、これによりユーザーが
WorkSpace のパスワードを忘れ
た場合に移動できます。

長さの制限: 最小長は 1 です。最
大長は 200 です。

ログインメッセージ

LoginMessage 属性を使用し
て、サインイン画面のメッセー
ジをカスタマイズできます。

• 長さの制限: 最小長は 0 で
す。HTML タグおよび異なる
フォントサイズを統合するた
めの最大長は 2,000 文字で
す。HTML タグがないデフォ
ルトの場合は、ログインメッ
セージは 600 文字未満にする
ことをお勧めします。
• サポートされている HTML
タグ: a, b, blockquote,
br, cite, code, dd, dl,
dt, div, em, i, li, ol,
p, pre, q, small, span,
strike, strong, sub,
sup, u, ul

以下は、ImportClientBranding を使用するためのサンプルコードスニペットです。

AWS CLI バージョン 2
Warning
カスタムブランディングをインポートすると、カスタムデータで指定したプラットフォーム内の
属性が上書きされます。また、デフォルトのカスタムブランディング属性値で指定していない属
性も上書きされます。上書きしたくない属性のデータを含める必要があります。
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aws workspaces import-client-branding
—cli-input-json file://~/Downloads/import-input.json
—region us-west-2

インポート JSON ファイルは、以下のようなサンプルコードになります。
{

"ResourceId": "<directory-id>",
"DeviceTypeOsx": {
"Logo":
"iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAAAIAAAACCAYAAABytg0kAAAAC0lEQVR42mNgQAcAABIAAeRVjecAAAAASUVORK5CYII=",
"ForgotPasswordLink": "https://amazon.com/",
"SupportLink": "https://amazon.com/",
"LoginMessage": {
"en_US": "Hello!!"
}
}

}

以下のサンプル Java コードスニペットでは、ロゴイメージを base64bit バイナリ形式に変換します。
// Read image as BufferImage
BufferedImage bi = ImageIO.read(new File("~/Downloads/logo.png"));
// convert BufferedImage to byte[]
ByteArrayOutputStream baos = new ByteArrayOutputStream();
ImageIO.write(bi, "png", baos);
byte[] bytes = baos.toByteArray();
//convert byte[] to base64 format and print it
String bytesBase64 = Base64.encodeBase64String(bytes);
System.out.println(bytesBase64);

以下のサンプル Python コードスニペットでは、ロゴイメージを base64bit バイナリ形式に変換します。
# Read logo into 64bit based string
with open("~/Downloads/logo.png", "rb") as imageFile:
f = imageFile.read()
base64String = base64.b64encode(f)
print(base64String)

Java
Warning
カスタムブランディングをインポートすると、カスタムデータで指定したプラットフォーム内の
属性が上書きされます。また、デフォルトのカスタムブランディング属性値で指定していない属
性も上書きされます。上書きしたくない属性のデータを含める必要があります。
// Create WS Client
WorkSpacesClient client = WorkSpacesClient.builder().build();
// Read image as BufferImage
BufferedImage bi = ImageIO.read(new File("~/Downloads/logo.png"));
// convert BufferedImage to byte[]
ByteArrayOutputStream baos = new ByteArrayOutputStream();
ImageIO.write(bi, "png", baos);
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byte[] bytes = baos.toByteArray();
// Create import attributes for the plateform
DefaultImportClientBrandingAttributes attributes =
DefaultImportClientBrandingAttributes.builder()
.logo(SdkBytes.fromByteArray(bytes))
.forgotPasswordLink("https://aws.amazon.com/")
.supportLink("https://aws.amazon.com/")
.build();
// Create import request
ImportClientBrandingRequest request =
ImportClientBrandingRequest.builder()
.resourceId("<directory-id>")
.deviceTypeOsx(attributes)
.build();
// Call ImportClientBranding API
ImportClientBrandingResponse response = client.importClientBranding(request);

Python
Warning
カスタムブランディングをインポートすると、カスタムデータで指定したプラットフォーム内の
属性が上書きされます。また、デフォルトのカスタムブランディング属性値で指定していない属
性も上書きされます。上書きしたくない属性のデータを含める必要があります。
import boto3
# Read logo into bytearray
with open("~/Downloads/logo.png", "rb") as imageFile:
f = imageFile.read()
bytes = bytearray(f)
# Create workspaces client
client = boto3.client('workspaces')
# Call import API
response = client.import_client_branding(
ResourceId='<directory-id>',
DeviceTypeOsx={
'Logo': bytes,
'SupportLink': 'https://aws.amazon.com/',
'ForgotPasswordLink': 'https://aws.amazon.com/',
'LoginMessage': {
'en_US': 'Hello!!'
}
}
)

PowerShell
# This forces the latest version of Tools or newer. May want to just add a note incase the
have the full awspowershell module
#Requires -Modules @{ ModuleName="AWS.Tools.WorkSpaces"; ModuleVersion="4.1.56"}
# Specify Image Path
$imagePath = "~/Downloads/logo.png"
# Create Byte Array from image file
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$imageByte = ([System.IO.File]::ReadAllBytes($imagePath))
# Call import API
Import-WKSClientBranding -ResourceId <directory-id> `
-DeviceTypeLinux_LoginMessage @{en_US="Hello!!"} `
-DeviceTypeLinux_Logo $imageByte `
-DeviceTypeLinux_ForgotPasswordLink "https://aws.amazon.com/" `
-DeviceTypeLinux_SupportLink "https://aws.amazon.com/"

ログインページをプレビューするには、WorkSpaces アプリケーションまたはウェブログインページを起
動します。

Note
変更が表示されるまでに最大 1 分程度かかる場合があります。

カスタムブランドの説明
現在使用しているクライアントブランドのカスタマイズの詳細を表示するに
は、DescribeCustomBranding のアクションを使用します。以下は、DescribeClientBranding を使用す
るためのサンプルスクリプトです。詳細については、「 API リファレンスの DescribeClientBranding」を
参照してください。
aws workspaces describe-client-branding \
-resource-id directory-id \
-region us-west-2

カスタムブランドの削除
クライアントブランドのカスタマイズを削除するには、DeleteCustomBranding のアクションを使用し
ます。以下は、DeleteClientBranding を使用するためのサンプルスクリプトです。詳細については、「 API
リファレンスの DeleteClientBranding」を参照してください。
aws workspaces delete-client-branding \
—resource-id d-92677ad933 \
—platforms DeviceTypeAndroid DeviceTypeIos \
—region us-west-2

Note
変更が表示されるまでに最大 1 分程度かかる場合があります。

WorkSpaces のリソースにタグを付ける
WorkSpaces のリソースは、タグ形式で各リソースに独自のメタデータを割り当てることによって整理お
よび管理できます。タグごとにキーと値を指定します。キーとしては、一般的なカテゴリの「project」
(プロジェクト)、「owner」 (所有者)、「environment」 (環境) などを特定の関連値と共に指定できます。
タグの使用は、AWS リソースの管理やデータ (請求データなど) の整理を行うシンプルかつ強力な方法で
す。
既存のリソースにタグを追加すると、これらのタグは翌月の初日までコスト配分レポートに表示されませ
ん。例えば、7 月 15 日に既存の WorkSpace にタグを追加した場合、8 月 1 日までタグはコスト配分レ
ポートに表示されません。詳細については、AWS Billing の「コスト配分タグの使用」を参照してくださ
い。
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Note
Cost Explorer で WorkSpaces リソースタグを表示するには、AWS Billing ユーザーガイドの
「ユーザー定義コスト配分タグのアクティブ化」の手順に従って、WorkSpaces リソースに適用
したタグをアクティブにする必要があります。
タグはアクティベーション後 24 時間後に表示されますが、これらのタグに関連付けられた値が
Cost Explorer に表示されるまでに 4～5 日かかる場合があります。さらに、Cost Explorer でコス
トデータを表示して提供するには、タグ付けされた WorkSpaces リソースにその期間中に料金が
発生する必要があります。[Cost Explorer] には、タグが有効化されてからそれまでのコストデー
タのみが表示されます。現時点では、履歴データはありません。

タグ付けできるリソース
• WorkSpaces、インポートされたイメージ、および IP アクセスコントロールグループの各リソースは、
作成時にタグを追加できます。
• 既存のリソースタイプ (WorkSpaces、登録されたディレクトリ、カスタムバンドル、イメージ、および
IP アクセスコントロールグループ) にタグを追加できます。

タグの制限
• リソースあたりのタグの最大数 – 50
• キーの最大長 – 127 文字 (Unicode)
• 値の最大長 – 255 文字 (Unicode)
• タグのキーと値は大文字と小文字が区別されます。使用できる文字は、UTF-8 で表現できる文字、ス
ペース、および数字と、特殊文字 (+、-、=、.、_、:、/、@) です。ただし、先頭または末尾にはスペー
スを使用しないでください。
• タグの名前または値に aws: または aws:workspaces: プレフィックスは使用しないでください。これ
らのプレフィックスは AWS 用に予約されています。これらのプレフィックスが含まれるタグの名前ま
たは値は編集または削除できません。

コンソール (ディレクトリ、WorkSpaces、または IP アクセスコントロールグループ) を使用して
既存のリソースのタグを更新するには
1.

https://console.aws.amazon.com/workspaces/ で WorkSpaces コンソールを開きます。

2.

ナビゲーションペインで、ディレクトリ、WorkSpaces、または IP アクセスコントロール のいずれか
のリソースタイプを選択します。

3.

リソースを選択して、詳細ページを開きます。

4.

次の 1 つ以上の操作を行います。
• タグを更新するには、[Key] と [Value] の値を編集します。
• 新しいタグを追加するには、[Add Tag] を選択し、[Key] と [Value] の値を編集します。
• タグを削除するには、タグの横にある削除アイコン (X) を選択します。

5.

タグの更新を完了したら、[Save] (保存) を選択します。

コンソールを使用して既存のリソースのタグを更新するには (イメージまたはバンドル)
1.

https://console.aws.amazon.com/workspaces/ で WorkSpaces コンソールを開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[Bundles] (バンドル) または [Images] (イメージ) のうち、いずれかのリ
ソースタイプを選択します。

3.

リソースを選択して、詳細ページを開きます。

4.

[タグ] で、[タグの管理] を選択します。
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5.

次の 1 つ以上の操作を行います。
• タグを更新するには、[Key] と [Value] の値を編集します。
• 新しいタグを追加するには、[Add new tag] (新しいタグの追加) を選択し、[Key] (キー) と [Value]
(値) の値を編集します。
• タグを削除するには、タグの横にある [削除] を選択します。

6.

タグの更新を完了したら、[Save changes] (変更の保存) を選択します。

を使用して既存のリソースのタグを更新するにはAWS CLI
create-tags および delete-tags コマンドを使用します。

WorkSpace のメンテナンス
WorkSpaces を定期的にメンテナンスすることをお勧めします。WorkSpaces は、WorkSpaces のデフォ
ルトのメンテナンスウィンドウをスケジュールします。メンテナンスウィンドウ中に、WorkSpace は必
要に応じて重要な更新を Amazon WorkSpaces からインストールして再起動します。オペレーティングシ
ステムの更新プログラム (利用可能な場合) は、WorkSpace が使用するように設定されている OS アップ
デートサーバーからもインストールされます。メンテナンス中は、WorkSpaces が使用できないことがあ
ります。
デフォルトでは、Windows WorkSpaces は Windows Update から更新プログラムを受信するように設定さ
れています。ユーザー独自の Windows 自動更新メカニズムを設定する方法については、Windows Server
Update Services (WSUS) および Configuration Manager のドキュメントを参照してください。
要件
オペレーティングシステムの更新をインストールしてアプリケーションをデプロイできるよう
に、WorkSpaces はインターネットにアクセスできる必要があります。詳細については、「the section
called “インターネットアクセス” (p. 78)」を参照してください。

AlwaysOn WorkSpaces のメンテナンスウィンドウ
AlwaysOn WorkSpaces では、メンテナンスウィンドウはオペレーティングシステムの設定によって決ま
ります。デフォルトは、WorkSpace のタイムゾーンの、毎週日曜日午前 0:00～4:00 の 4 時間です。デ
フォルトでは、AlwaysOn WorkSpace のタイムゾーンは、WorkSpace の AWS リージョンのタイムゾーン
です。ただし、別のリージョンから接続し、タイムゾーンリダイレクトが有効にされた後に切断した場合
は、WorkSpace のタイムゾーンは、接続元リージョンのタイムゾーンに更新されます。
グループポリシーを使用して、Windows WorkSpaces のタイムゾーンリダイレクトを無効 (p. 142)に
することができます。Linux WorkSpaces のタイムゾーンのリダイレクトを無効にする (p. 156)に
は、PCoIP エージェントの設定を使用します。
Windows WorkSpaces には、グループポリシーを使用してメンテナンスウィンドウを設定できます。「自
動更新のためのグループポリシーの設定」を参照してください。Linux WorkSpaces のメンテナンスウィ
ンドウを設定することはできません。

AutoStop WorkSpaces のメンテナンスウィンドウ
AutoStop WorkSpaces は重要な更新をインストールするために月に 1 度自動的に開始されます。その月
の第 3 月曜日から開始して、2 週間、WorkSpace の AWS リージョンのタイムゾーンの毎日 0:00～5:00
に、メンテナンスウィンドウが開かれます。WorkSpace はメンテナンスウィンドウのいずれかの日に保守
されます。
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WorkSpace のメンテナンス期間中、WorkSpace の状態は MAINTENANCE に設定されます。
AutoStop WorkSpaces のメンテナンスに使用するタイムゾーンを変更することはできませんが、以下のよ
うにして AutoStop WorkSpaces のメンテナンスウィンドウを無効にすることはできます。メンテナンス
モードを無効にすると、WorkSpaces は再起動されず、MAINTENANCE 状態になりません。

メンテナンスモードを無効にするには
1.

https://console.aws.amazon.com/workspaces/ で WorkSpaces コンソールを開きます。

2.

ナビゲーションペインで [Directories] を選択します。

3.

ディレクトリを選択し、[Actions]、[Update Details] の順に選択します。

4.

[メンテナンスモード] を展開し ます。

5.

自動更新を有効にするには、[Enabled] を選択します。更新を手動で管理する場合は、[無効] を選択し
ます。

6.

[Update and Exit] を選択します。

手動メンテナンス
必要に応じて、独自のスケジュールで WorkSpaces を管理できます。メンテナンスタスクを実行する
場合は、WorkSpace の状態を [Maintenance] (メンテナンス) に変更することをお勧めします。完了した
ら、WorkSpace の状態を [Available] (使用可能) に変更します。
WorkSpace が [Maintenance] (メンテナンス) 状態の場合、以下の動作が発生します。
• WorkSpace は、再起動、停止、起動、再構築には対応しません。
• ユーザーは WorkSpace にログインできません。
• AutoStop WorkSpace は、休止状態ではありません。

コンソールを使用して WorkSpace の状態を変更するには
Note
WorkSpace の状態を変更するには、WorkSpace のステータスが [Available] (使用可能) である必
要があります。WorkSpace が [Available] (使用可能) 状態ではない場合、[Modify state] (変更状態)
の設定は使用できません。
1.

https://console.aws.amazon.com/workspaces/ で WorkSpaces コンソールを開きます。

2.

ナビゲーションペインで [WorkSpaces] を選択します。

3.

WorkSpace を選択して、[Actions] (アクション)、[Modify state] (状態の変更) の順に選択します。

4.

[Modify state] (状態の変更) で、[Available] (使用可能) または [Maintenance] (メンテナンス) を選択し
ます。

5.

[Save] (保存) を選択します。

AWS CLI を使用して WorkSpace の状態を変更するには
modify-workspace-state コマンドを使用します。

暗号化されたWorkSpaces
WorkSpaces は AWS Key Management Service (AWS KMS) と統合されています。これにより、お客
様の AWS KMS キーを使用して WorkSpace のストレージボリュームを暗号化できるようになりまし
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た。WorkSpace を起動する際に、ルートボリューム (Microsoft Windows の場合は C ドライブ、Linux の
場合は /) およびユーザーボリューム (Windows の場合は D ドライブ、Linux の場合は /home) を暗号化で
きます。これにより、保管時のデータ、ボリュームへのディスク I/O、ボリュームから作成されたスナップ
ショットを暗号化することができます。

Note
WorkSpaces の暗号化に加えて、特定の AWS 米国リージョンで FIPS エンドポイント暗号化を
使用することもできます。詳細については、「FedRAMP 認証または DoD SRG 準拠のために
Amazon WorkSpaces をセットアップする (p. 86)」を参照してください。
目次
• 前提条件 (p. 176)
• 制限 (p. 177)
• AWS KMS を使用した WorkSpaces 暗号化の概要 (p. 177)
• WorkSpaces 暗号化コンテキスト (p. 178)
• ユーザーに代わって KMS キーを使用する許可を WorkSpaces に付与する (p. 178)
• WorkSpace を暗号化します。 (p. 182)
• 暗号化された WorkSpaces を表示する (p. 182)

前提条件
暗号化プロセスを開始する前に、AWS KMS キーが必要です。この KMS キーは、AmazonWorkSpaces の
AWS 管理 KMS キー（aws/workspaces）または対称カスタマー管理の KMS キーのいずれかになります。
• AWS 管理の KMS キー – リージョンの WorkSpaces コンソールから、暗号化されていない WorkSpace
を最初に起動すると、Amazon WorkSpaces によってアカウントに AWS 管理の KMS (aws/workspaces)
が自動的に作成されます。この AWS 管理の KMS を選択して、WorkSpace のユーザーとルートボ
リュームを暗号化することができます。詳細については、「AWS KMS を使用した WorkSpaces 暗号化
の概要 (p. 177)」を参照してください。
この AWS 管理の KMS (ポリシーと許可を含む) を表示し、AWS CloudTrail ログでその使用を追跡する
ことはできますが、この KMS を使用または管理することはできません。Amazon WorkSpaces は、この
KMS キーを作成および管理します。Amazon WorkSpaces だけがこの KMS を使用でき、WorkSpaces
はアカウント内の WorkSpaces リソースの暗号化だけに使用できます。
AWS 管理の KMS キー (Amazon WorkSpaces がサポートするキーも含む) は、3 年ごとに更新されま
す。詳細については、 AWS KMS デベロッパーガイドの 「AWS Key Management Service keys ロー
テーション」を参照してください。
• カスタマーマネージド KMS キー — または、AWS KMS を使用して作成した対称カスタマー管理 KMS
キーを選択することもできます。ポリシーの設定を含め、この KMS キーを表示、使用、管理できま
す。KMS キーの作成の詳細については、 AWS Key Management Service デベロッパーガイドの キー
の作成 を参照してください。AWS KMS API を使用して KMS キーを作成する方法の詳細について
は、AWS Key Management Service デベロッパーガイドのキーの使用を参照してください。
自動キー更新を有効にしない限り、カスタマー管理の KMS キー は自動的に更新されません。詳細に
ついては、「AWS Key Management Service デベロッパーガイド」の「AWS KMSキーのローテーショ
ン」を参照してください。

Important
KMS キーを更新する際には、元の KMS キーと新しい KMS キーの両方を有効にしたままにし、
元の KMS キーにより暗号化された WorkSpaces を、AWS KMS が復号化できるようにする必要
176

Amazon WorkSpaces 管理ガイド
制限

があります。元の KMS キーを有効にしたくない場合は、WorkSpaces を再作成し、新しい KMS
キーを使用して暗号化する必要があります。
AWS KMS キー を使用して WorkSpaces を暗号化するには、以下の条件を満たす必要があります。
• KMS キーは対称である必要があります。Amazon WorkSpaces では、非対称 KMS キーがサポートされ
ていません。対称 KMS キーと非対称 KMS キーの区別については、「AWS Key Management Service
デベロッパーガイド」の「対称および非対称 KMS キーを識別する」を参照してください。
• KMS キーを有効にする必要があります。KMS キーが有効になっているかどうかを確認する方法につい
ては、「AWS Key Management Service デベロッパーガイド」の 「コンソールで KMS キーを表示す
る」を参照してください。
• KMS キーに正しいアクセス権限とポリシーを関連付ける必要があります。詳細については、「パート
2: IAM ポリシーを使用して WorkSpaces 管理者に追加の許可を付与する (p. 179)」を参照してくださ
い。

制限
• 既存の WorkSpace は暗号化できません。WorkSpace を起動するときは、暗号化する必要があります。
• 暗号化された WorkSpace からのカスタムイメージの作成は、サポートされていません。
• 暗号化された WorkSpace の暗号化を無効にすることは、現在サポートされていません。
• ルートボリュームの暗号化を有効にした状態で起動された WorkSpaces では、プロビジョニングに最大
1 時間かかる場合があります。
• 暗号化された WorkSpace を再起動または再構築するには、AWS KMS キーが有効であることを最初に
確認します。有効ではない場合、WorkSpace は使用できません。KMS キーが有効になっているかどう
かを確認する方法については、「AWS Key Management Service デベロッパーガイド」の 「コンソール
で KMS キーを表示する」を参照してください。

AWS KMS を使用した WorkSpaces 暗号化の概要
暗号化されたボリュームで WorkSpaces を作成すると、WorkSpaces は Amazon Elastic Block Store
(Amazon EBS) を使用してこれらのボリュームを作成および管理します。Amazon EBS は､業界標準の
AES-256 アルゴリズムを使用してデータキーでボリュームを暗号化します。Amazon EBS と Amazon
WorkSpaces の両方が KMS キーを使用して暗号化されたボリュームを操作します。EBS ボリューム暗号
化の詳細については、Windows インスタンス用の Amazon EC2 ユーザーガイドの Amazon EBS 暗号化を
参照してください。
暗号化されたボリュームを使用するWorkSpaces を起動すると、エンドツーエンドの処理が次のように行
われます。
1.

暗号化に使用する KMS キーと、WorkSpace のユーザーとディレクトリを指定します。このアクショ
ンにより、この WorkSpaces (指定されたユーザーとディレクトリに関連付けられた WorkSpace )にの
み KMS キーの使用を許可する権限が作成されます。

2.

WorkSpaces は、WorkSpace の暗号化された EBS ボリュームを作成し、使用する KMS キーとボ
リュームのユーザーおよびディレクトリを指定します。このアクションにより、Amazon EBS が
WorkSpace とボリューム (指定されたユーザーとディレクトリに関連付けられた WorkSpace および
指定されたボリューム) にのみ KMS キーを使用できるようにする権限が作成されます。

3.

Amazon EBS は、KMS キーによって暗号化されたボリュームデータキーをリクエスト
し、WorkSpace ユーザーの Active Directory セキュリティ識別子 (SID) および AWS Directory Service
ディレクトリ ID、ならびに暗号化コンテキスト (p. 178)としての Amazon EBS ボリューム ID を指
定します。

4.

AWS KMS は、新しいデータキーを作成し、KMS キーによって暗号化して、暗号化されたデータキー
を Amazon EBS に送信します。
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5.

WorkSpaces は、Amazon EBS を使用して、暗号化されたボリュームを WorkSpace にアタッチしま
す。Amazon EBS は、Decrypt リクエストを使って暗号化されたデータキーを AWS KMS に送信
し、WorkSpace ユーザーの SID、ディレクトリ ID、および暗号化コンテキストとして使用されるボ
リューム ID を指定します。

6.

AWS KMS は、KMS キーを使用してデータキーを復号化し、プレーンテキストのデータキーを
Amazon EBS に送信します。

7.

Amazon EBS は、プレーンテキストデータキーを使用して、暗号化されたボリュームを出入りするす
べてのデータを暗号化します。Amazon EBS は、ボリュームが WorkSpace にアタッチされている限
り、プレーンテキストデータキーをメモリ内に保持します。

8.

Amazon EBS は、暗号化されたデータキー (Step 4 (p. 177) で受け取ったデータキー) とボリューム
メタデータを保存し、後で WorkSpace を再起動または再構築した場合に使用できるようにします。

9.

AWS Management Console を使用して WorkSpace を削除すると (または WorkSpaces API で
TerminateWorkspaces アクションを使用すると)、WorkSpaces および Amazon EBS はその
WorkSpace で KMS キーの使用を許可していた権限を使用停止にします。

WorkSpaces 暗号化コンテキスト
WorkSpaces は、KMS キーを暗号化オペレーション (Encrypt、Decrypt、GenerateDataKey など) に
直接使用することがありません。つまり、WorkSpaces は暗号化コンテキストが含まれる AWS KMS に
リクエストを送信しません。ただし、Amazon EBS が、WorkSpaces の暗号化されたボリュームに対して
暗号化されたデータキーをリクエストする場合 (Step 3 (p. 177) の AWS KMS を使用した WorkSpaces
暗号化の概要 (p. 177)) と、そのデータキーのプレーンテキストコピーをリクエストする場合 (Step
5 (p. 178)) には、リクエストに暗号化コンテキストが含まれます。
暗号化コンテキストは、データの整合性を保証するために AWS KMS で使用される追加の認証データ
(AAD) を提供します。また、暗号化コンテキストは AWS CloudTrail ログファイルにも書き込まれるた
め、特定の KMS キーが使用された原因を理解するのに役立ちます。Amazon EBS では、暗号化コンテキ
ストとして次のものが使用されます。
• WorkSpace に関連付けられている Active Directory ユーザーのセキュリティ識別子 (SID)
• WorkSpace に関連付けられた AWS Directory Service ディレクトリのディレクトリ ID
• 暗号化されたボリュームの Amazon EBS ボリューム ID
次の例は、Amazon EBS が使用する暗号化コンテキストの JSON 表現を示しています。
{

"aws:workspaces:sid-directoryid":
"[S-1-5-21-277731876-1789304096-451871588-1107]@[d-1234abcd01]",
"aws:ebs:id": "vol-1234abcd"

}

ユーザーに代わって KMS キーを使用する許可を
WorkSpaces に付与する
WorkSpaces の AWS 管理の KMS キー (aws/workspaces) またはカスタマー管理の KMS キーで
WorkSpace データを保護することができます。カスタマー管理 KMS キーを使用する場合は、アカウ
ントの WorkSpaces 管理者に代わって KMS キーを使用する WorkSpaces 許可を与える必要がありま
す。WorkSpaces の AWS 管理 KMS キーには、デフォルトで必要な許可が設定されます。
WorkSpaces で使用する KNS キーを準備するには、次の手順を実行します。
1. KMS キーのキーポリシーでキーユーザーのリストに WorkSpaces 管理者を追加する (p. 179)
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2. IAM ポリシーによって WorkSpaces 管理者に追加のアクセス許可を付与する (p. 179)
WorkSpaces 管理者には、WorkSpaces を使用する許可も必要です。これらのアクセス許可の詳細につい
ては、WorkSpaces の Identity and Access Management (p. 253) にアクセスしてください。

パート 1: WorkSpaces の管理者をキーユーザーとして追加する
WorkSpaces 管理者に必要な許可を付与するには、AWS Management Console または AWS KMS API を
使用できます。

KMS キーのキーユーザーとして WorkSpaces 管理者を追加するには (コンソー
ル)
1.

AWS Management Console にサインインし、AWS Key Management Service (AWS KMS) コンソール
(https://console.aws.amazon.com/kms) を開きます。

2.

AWS リージョン を変更するには、ページの右上隅にあるリージョンセレクターを使用します。

3.

ナビゲーションペインで、[Customer managed keys] (カスタマー管理型のキー) を選択します。

4.

任意のカスタマーマネージドキーの KMS キーの キー ID またはエイリアスを選択する

5.

[キーポリシー] タブを選択します。[Key users] (キーユーザー) で [Add] (追加) を選択します。

6.

IAM ユーザーとロールのリストで、WorkSpaces 管理者に対応するユーザーとロールを選択し、[Add]
(追加) を選択します。

KMS キーのキーユーザーとして WorkSpaces 管理者を追加するには ( API)
1.

GetKeyPolicy オペレーションを使用して既存のキーポリシードキュメントを取得し、キーポリシード
キュメントをファイルに保存します。

2.

任意のテキストエディタでポリシードキュメントを開きます。WorkSpaces 管理者に対応する IAM
ユーザーとロールを、キーユーザーにアクセス許可を付与するポリシーステートメントに追加しま
す。その後、ファイルを保存します。

3.

PutKeyPolicy オペレーションを使用して、KMS キーにキーポリシーを適用します。

パート 2: IAM ポリシーを使用して WorkSpaces 管理者に追加の
許可を付与する
カスタマー管理の KMS キーを選択して暗号化に使用する場合は、アカウントで暗号化された
WorkSpaces を起動する IAM ユーザーの代わりに、Amazon WorkSpaces で KMS キーの使用を許可する
IAM ポリシーを確立する必要があります。また、そのユーザーにも、Amazon WorkSpaces を使用するた
めの許可が必要です。IAM ユーザーポリシーの作成と編集の詳細については、IAM ユーザーガイドの IAM
ポリシーを管理するおよび WorkSpaces の Identity and Access Management (p. 253) を参照してくださ
い。
WorkSpaces の暗号化では、KMS キーへのアクセスを制限する必要があります。以下は、使用できるサン
プルキーのポリシーです。このポリシーにより、AWS KMS キーを管理できるプリンシパルと、このキー
を使用できるプリンシパルが分離されます。このサンプルキーポリシーを使用する前に、サンプルアカウ
ント ID と IAM ユーザー名を、アカウントの実際の値に置き換えてください。
最初のステートメントは、デフォルトの AWS KMS キーポリシーと一致します。これにより、IAM ポリ
シーを使用して KMS キーへのアクセスを制御するためのアクセス許可がアカウントに付与されます。2 番
目と 3 番目のプリンシパルは、キーを管理できる AWS プリンシパルと、キーを使用できる プリンシパル
をそれぞれ定義します。4 番目のステートメントでは、AWS KMS と統合された AWS サービスが、指定
されたプリンシパルに代わってキーを使用できるようにします。このステートメントは、AWS のサービ
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スが許可を作成、管理できるようにします。このステートメントでは、KMS キーに付与される許可を、ア
カウントのユーザーに代わって AWS のサービスによって付与される許可に制限する条件要素を使用しま
す。

Note
WorkSpaces 管理者が AWS Management Console を使用して暗号化されたボリュームで
WorkSpaces を作成する場合、管理者はエイリアスおよびキーをリストするための許可
("kms:ListAliases" および "kms:ListKeys" 許可) が必要です。WorkSpaces 管理者が (コ
ンソールではなく) Amazon WorkSpaces API のみを使用する場合は、"kms:ListAliases" お
よび "kms:ListKeys" のアクセス許可を省略できます。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {"AWS": "arn:aws:iam::123456789012:root"},
"Action": "kms:*",
"Resource": "*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {"AWS": "arn:aws:iam::123456789012:user/Alice"},
"Action": [
"kms:Create*",
"kms:Describe*",
"kms:Enable*",
"kms:List*",
"kms:Put*",
"kms:Update*",
"kms:Revoke*",
"kms:Disable*",
"kms:Get*",
"kms:Delete*"
],
"Resource": "*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {"AWS": "arn:aws:iam::123456789012:user/Alice"},
"Action": [
"kms:Encrypt",
"kms:Decrypt",
"kms:ReEncrypt",
"kms:GenerateDataKey*",
"kms:DescribeKey"
],
"Resource": "*"
},
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {"AWS": "arn:aws:iam::123456789012:user/Alice"},
"Action": [
"kms:CreateGrant",
"kms:ListGrants",
"kms:RevokeGrant"
],
"Resource": "*",
"Condition": {"Bool": {"kms:GrantIsForAWSResource": "true"}}
}
]
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WorkSpace を暗号化しているロールまたはユーザーに適用する IAM ポリシーには、カスタマー管理の
KMS キーを使用するためのアクセス許可と WorkSpaces へのアクセス権が必要です。IAM ユーザーまた
はロールに WorkSpaces のアクセス許可を付与するには、以下のサンプルポリシーを IAM ユーザーまたは
ロールにアタッチします。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"ds:*",
"ds:DescribeDirectories",
"workspaces:*",
"workspaces:DescribeWorkspaceBundles",
"workspaces:CreateWorkspaces",
"workspaces:DescribeWorkspaceBundles",
"workspaces:DescribeWorkspaceDirectories",
"workspaces:DescribeWorkspaces",
"workspaces:RebootWorkspaces",
"workspaces:RebuildWorkspaces"
],
"Resource": "*"
}
]

ユーザーが を使用するには、次の IAM ポリシーが必要ですAWS KMS これにより、KMS キーへの読み取
り専用アクセスと、許可を作成する能力がユーザーに付与されます。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"kms:CreateGrant",
"kms:Describe*",
"kms:List*"
],
"Resource": "*"
}
]

ポリシーで KMS キーを指定する場合は、次のような IAM ポリシーを使用します。サンプルKMS キー
ARN を有効なものに置き換えます。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": "kms:CreateGrant",
"Resource": "arn:aws:kms:uswest-2:111122223333:key/1234abcd-12ab-34cd-56ef-1234567890ab"
},
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"kms:ListAliases",
"kms:ListKeys"
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}

]

}

],
"Resource": "*"

WorkSpace を暗号化します。
WorkSpace を暗号化するには
1.

https://console.aws.amazon.com/workspaces/ で WorkSpaces コンソールを開きます。

2.

[Launch WorkSpaces] を選択し､最初の 3 つの手順を完了します。

3.

[WorkSpaces Configuration] のステップで､以下を行います｡

4.

a.

暗号化するボリュームを選択します。[Root Volume]、[User Volume]、または両方のボリューム
となります。

b.

[Encryption Key] (暗号化キー) で、AWS KMS キー (Amazon WorkSpaces によって作成された
AWS 管理の KMS キーまたはユーザーが作成した KMS キー) を選択します。選択する KMS キー
は対称である必要があります。Amazon WorkSpaces では、非対称 KMS キーがサポートされてい
ません。

c.

[Next Step] を選択します。

[Launch WorkSpaces] を選択します。

暗号化された WorkSpaces を表示する
どの WorkSpaces とボリュームが WorkSpaces コンソールから暗号化されたのかを表示するには、左のナ
ビゲーションバーから [WorkSpaces] を選択します。[Volume Encryption] 列に、各 WorkSpace で暗号化
が有効になっているか無効になっているかが表示されます。特定のボリュームが暗号化されているかどう
かを表示するには、WorkSpace エントリを展開して [Encrypted Volumes] フィールドを確認します。

WorkSpace の再起動
場合によっては、WorkSpace を手動で再起動する必要があります。WorkSpace を再起動すると、ユー
ザーが切断され、WorkSpace のシャットダウンと再起動が実行されます。データの損失を避けるた
め、WorkSpace を再起動する前に、開いているドキュメントやその他のアプリケーションファイルを必
ず保存してください。ユーザーデータ、オペレーティングシステム、およびシステム設定には影響しませ
ん。

Warning
暗号化された WorkSpace を再起動するには、AWS KMS キーが有効であることを最初に確認し
ます。有効でない場合、WorkSpace は使用できません。KMS キーが有効になっているかどうか
を確認する方法については、「AWS Key Management Service デベロッパーガイド」の 「コン
ソールで KMS キーを表示する」を参照してください。

WorkSpace を再起動するには
1.

https://console.aws.amazon.com/workspaces/ で WorkSpaces コンソールを開きます。

2.

ナビゲーションペインで [WorkSpaces] を選択します。

3.

再起動する WorkSpaces を選択したら、[Actions] (アクション)、[Reboot WorkSpaces] (WorkSpaces
の再起動) の順に選択します。

4.

確認を求めるメッセージが表示されたら、[Reboot WorkSpaces] を選択します。
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を使用して WorkSpace を再起動するにはAWS CLI
reboot-workspaces コマンドを使用します。

WorkSpace の再構築
必要に応じて、WorkSpace を再構築できます。これにより、ルートボリューム、ユーザーボリューム、お
よびプライマリ Elastic Network Interface が再作成されます。
WorkSpace を再構築すると、次の状況が発生します。
• ルートボリューム (Microsoft Windows の場合はドライブ C、Linux の場合は /) は、WorkSpace の作成
元のバンドルの最新のイメージで更新されます。WorkSpace の作成後にインストールされたアプリケー
ション、または変更されたシステム設定は失われます。
• ユーザーボリューム (Microsoft Windows の場合は D: ドライブ、Linux の場合は /home) が、最新のス
ナップショットから再作成されます。ユーザーボリュームの現在の内容は上書きされます。
WorkSpace を再構築するときに使用する自動スナップショットは、12 時間ごとにスケジュールされま
す。ユーザーボリュームのこれらのスナップショットは、WorkSpace の正常性に関係なく取得されま
す。[Actions] (アクション)、[Rebuild / Restore WorkSpace] (WorkSpace のリビルドとリストア) を選択
すると、最新のスナップショットの日付と時刻が表示されます。
• プライマリ Elastic Network Interface が再作成されます。WorkSpace は新しいプライベート IP アドレス
を受け取ります。

Important
2020 年 1 月 14 日以降、パブリック Windows 7 バンドルから作成された WorkSpaces を再構築
することはできません。Windows 7 の WorkSpaces については、Windows 10 への移行を検討
することをお勧めします。詳細については、「WorkSpace の移行 (p. 191)」を参照してくださ
い。
WorkSpace を再構築できるのは、次の条件が満たされている場合のみです。
• WorkSpace の状態は、AVAILABLE、ERROR、UNHEALTHY、STOPPED、または REBOOTING である必要
があります。REBOOTING 状態の WorkSpace を再構築するには、RebuildWorkspaces API オペレーショ
ンまたは rebuild-workspaces AWS CLI コマンドを使用する必要があります。
• ユーザーボリュームのスナップショットが存在する必要があります。

WorkSpace を再構築するには
Warning
暗号化された WorkSpace を再構築するには、AWS KMS キーが有効であることを最初に確認し
ます。有効でない場合、WorkSpace は使用できません。KMS キーが有効になっているかどうか
を確認する方法については、「AWS Key Management Service デベロッパーガイド」の 「コン
ソールで KMS キーを表示する」を参照してください。
1.

https://console.aws.amazon.com/workspaces/ で WorkSpaces コンソールを開きます。

2.

ナビゲーションペインで [WorkSpaces] を選択します。

3.

再ビルドする WorkSpace を選択したら、[Actions] (アクション)、[Rebuild / Restore WorkSpace]
(WorkSpace の再ビルド / 復元) の順に選択します。

4.

[Snapshot] (スナップショット) で、スナップショットのタイムスタンプを選択します。

5.

[Rebuild] を選択します。
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AWS CLI を使用して WorkSpace を再構築するには
rebuild-workspaces コマンドを使用します。
トラブルシューティング
Active Directory でユーザーの sAMAccountName ユーザー命名属性を変更した後に WorkSpace を再構築
すると、次のエラーメッセージが表示されることがあります。
"ErrorCode": "InvalidUserConfiguration.Workspace"
"ErrorMessage": "The user was either not found or is misconfigured."

この問題を回避するには、ユーザー命名属性を元に戻してから再ビルドをするか、そのユーザー用に新し
い WorkSpace を作成します。

WorkSpace の復元
必要に応じて、WorkSpace を最後の既知の正常な状態に戻すことができます。これにより、WorkSpace
が正常であったときに作成されたこれらのボリュームの最新のスナップショットに基づいて、ルートボ
リュームとユーザーボリュームの両方が再作成されます。
WorkSpace を復元すると、次の状況が発生します。
• ルートボリューム (Microsoft Windows の場合はドライブ C、Linux の場合は /) が最新のスナップショッ
トに復元されます。最後にスナップショットが作成された後にインストールされたアプリケーション、
または変更されたシステム設定は失われます。
• ユーザーボリューム (Microsoft Windows の場合は D: ドライブ、Linux の場合は /home) が、最新のス
ナップショットから再作成されます。ユーザーボリュームの現在の内容は上書きされます。
スナップショットが作成される場合
ルートボリュームとユーザーボリュームのスナップショットは、次の基準で取得されます。[Actions] (ア
クション)、[Rebuild / Restore WorkSpace] (WorkSpace のリビルドとリストア) を選択すると、最新のス
ナップショットの日付と時刻が表示されます。
• WorkSpace が最初に作成された後 — 通常、ルートボリュームとユーザーボリュームの最初のスナップ
ショットは、WorkSpace の作成後すぐに (多くの場合 30 分以内に) 作成されます。AWS リージョンに
よっては、WorkSpace の作成後に最初のスナップショットが作成されるまで数時間かかる場合がありま
す。
最初のスナップショットが作成される前に WorkSpace が異常になった場合、WorkSpace を復元するこ
とはできません。その場合は、WorkSpace の再構築 (p. 183)を試みるか、AWS Support にお問い合わ
せください。
• 通常使用中 — WorkSpace の復元時に使用する自動スナップショットは、12 時間ごとにスケジュールさ
れます。WorkSpace が正常であれば、ルートボリュームとユーザーボリュームの両方のスナップショッ
トがほぼ同時に作成されます。WorkSpace に不具合がある場合、スナップショットはユーザーボリュー
ムに対してのみ作成されます。
• WorkSpace が復元された後 — WorkSpace を復元すると、復元が完了した直後に (多くの場合 30 分以
内に) 新しいスナップショットが作成されます。AWS リージョンによっては、WorkSpace の復元後にこ
れらのスナップショットが作成されるまで数時間かかる場合があります。
WorkSpace を復元した後、新しいスナップショットを作成する前に WorkSpace が異常になった場
合、WorkSpace を再び復元することはできません。その場合は、WorkSpace の再構築 (p. 183)を試み
るか、AWS Support にお問い合わせください。
WorkSpace を復元できるのは、次の条件が満たされている場合のみです。
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• WorkSpace の状態は、AVAILABLE、ERROR、UNHEALTHY、または STOPPED である必要があります。
• ルートボリュームとユーザーボリュームのスナップショットが存在する必要があります。

WorkSpace を復元するには
1.

https://console.aws.amazon.com/workspaces/ で WorkSpaces コンソールを開きます。

2.

ナビゲーションペインで [WorkSpaces] を選択します。

3.

復元する WorkSpace を選択したら、[Actions] (アクション)、[Rebuild / Restore WorkSpace]
(WorkSpace の再ビルド / 復元) の順に選択します。

4.

[Snapshot] (スナップショット) で、スナップショットのタイムスタンプを選択します。

5.

[復元] を選択します。

AWS CLI を使用して WorkSpace を復元するには
restore-workspace コマンドを使用します。

Windows 10 BYOL WorkSpaces のアップグレード
Windows 10 Bring-Your-Own-License (BYOL) WorkSpaces では、インプレースアップグレードプロセスを
使用して新しいバージョンの Windows 10 にアップグレードできます。アップグレードするには、このト
ピックの手順に従います。
インプレースアップグレードプロセスは、Windows 10 BYOL WorkSpaces にのみ適用されます。

Important
アップグレード済みの WorkSpace で Sysprep を実行しないでください。その場合、Sysprep が
終了できないエラーが発生することがあります。Sysprep を実行する予定の場合は、アップグ
レードされていない WorkSpace のみで使用してください。
目次
• 前提条件 (p. 185)
• 考慮事項 (p. 186)
• 既知の制限事項 (p. 186)
• レジストリキー設定の概要 (p. 186)
• インプレースアップグレードの実行 (p. 187)
• トラブルシューティング (p. 190)
• PowerShell スクリプトを使用して WorkSpace レジストリを更新する (p. 190)

前提条件
• グループポリシーや System Center Configuration Manager (SCCM) を使用して Windows 10 のアップグ
レードを延期または一時停止した場合は、Windows 10 WorkSpaces に対してオペレーティングシステ
ムのアップグレードを有効にします。
• WorkSpace が自動停止 WorkSpace である場合は、AlwaysOn WorkSpace に変更してからインプレー
スアップグレードプロセスを開始し、更新の適用中に自動停止しないようにします。詳細については、
「実行モードを変更する (p. 163)」を参照してください。WorkSpace を AutoStop に設定したままに
する場合は、アップグレードの実行中に自動停止時間を 3 時間以上に変更します。
• インプレースアップグレードプロセスでは、Default User (C:\Users\Default) という名前の特別なプ
ロファイルのコピーを作成することで、ユーザープロファイルを再作成します。このデフォルトのユー
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ザープロファイルを使用してカスタマイズを行わないでください。代わりに、グループポリシーオブ
ジェクト (GPO) を使用してユーザープロファイルをカスタマイズすることをお勧めします。GPO を使
用して行ったカスタマイズは変更やロールバックが容易なため、エラーが発生しにくくなります。
• インプレースアップグレードプロセスでは、1 つのユーザープロファイルだけをバックアップおよび再
作成できます。ドライブ D に複数のユーザープロファイルがある場合は、必要なプロファイルを除くす
べてのプロファイルを削除します。

考慮事項
インプレースアップグレードプロセスでは、2 つのレジストリスクリプト (enable-inplaceupgrade.ps1 および update-pvdrivers.ps1) を使用して、Windows Update プロセスの実行に必要な
変更を WorkSpaces に加えます。これらの変更には、ドライブ D ではなくドライブ C に (一時的な) ユー
ザープロファイルを作成することが含まれます。ユーザープロファイルがドライブ D にすでに存在する場
合、その元のユーザープロファイルのデータはドライブ D に残ります。
デフォルトでは、WorkSpaces は D:\Users\%USERNAME% にユーザープロファイルを作成しま
す。enable-inplace-upgrade.ps1 スクリプトは、C:\Users\%USERNAME% に新しいユーザープロ
ファイルを作成するように Windows を設定し、ユーザーシェルフォルダを D:\Users\%USERNAME% にリ
ダイレクトします。この新しいユーザープロファイルは、ユーザーが初めてログオンしたときに作成され
ます。
インプレースアップグレード後、ユーザープロファイルをドライブ C に残して、ユーザーが今後に
Windows Update プロセスを使用してマシンをアップグレードできるようにすることが可能です。ただ
し、ドライブ C にプロファイルが保存されている WorkSpaces は、再構築または移行すると、自分でデー
タをバックアップして復元しない限り、ユーザープロファイルのすべてのデータは失われます。ドライブ
C にプロファイルを残す場合は、このトピックで後述するように、UserShellFoldersRedirection レジスト
リキーを使用して、ユーザーシェルフォルダをドライブ D にリダイレクトできます。
WorkSpaces を確実に再構築または移行できるようにしたり、ユーザーシェルフォルダのリダイレク
トに関する起こり得る問題を回避したりするには、インプレースアップグレード後にユーザープロ
ファイルをドライブ D に復元することをお勧めします。そのためには、このトピックで後述するよう
に、PostUpgradeRestoreProfileOnD レジストリキーを使用します。

既知の制限事項
• ドライブ D からドライブ C へのユーザープロファイルの場所の変更は、WorkSpace の再構築または
移行中には行われません。Windows 10 BYOL WorkSpace でインプレースアップグレードを実行して
から、その WorkSpace を再構築または移行すると、新しい WorkSpace のドライブ D にユーザープロ
ファイルが作成されます。

Warning
インプレースアップグレード後にユーザープロファイルをドライブ C に残しておくと、ドライ
ブ C に保存されているユーザープロファイルデータは、再構築または移行前にユーザープロ
ファイルデータを手動でバックアップし、再構築または移行後に手動で復元しない限り、再構
築または移行中に失われます。
• また、デフォルトの BYOL バンドル内のイメージが旧リリースの Windows 10 に基づいている場合
は、WorkSpace の再構築後に再度インプレースアップグレードを実行する必要があります。

レジストリキー設定の概要
インプレースアップグレードプロセスを有効にして、アップグレード後にユーザープロファイルを配置す
る場所を指定するには、複数のレジストリキーを設定する必要があります。
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レジストリパス: HKLM:\Software\Amazon\WorkSpacesConfig\enable-inplace-upgrade.ps1
レジストリキー

タイプ

値

[Enabled] (有効)

DWORD

0 – (デフォルト) インプレース
アップグレードを無効にする
1 – インプレースアップグレード
を有効にする

PostUpgradeRestoreProfileOnD

DWORD

0 – (デフォルト) インプレース
アップグレード後にユーザープ
ロファイルパスの復元を試みな
い
1 – インプレースアップグレード
後にユーザープロファイルパス
(ProfileImagePath) を復元する

UserShellFoldersRedirection

DWORD

0 – ユーザーシェルフォルダのリ
ダイレクトを有効にしない
1 – (デフォルト) ユーザープ
ロファイルが D:\Users\
%USERNAME% で再生成された
後、C:\Users\%USERNAME% へ
のユーザーシェルフォルダのリ
ダイレクトを有効にする

NoReboot

DWORD

0 – (デフォルト) ユーザープロ
ファイルのレジストリを変更し
た後、再起動するタイミングを
制御することを許可する
1 – ユーザープロファイルのレジ
ストリを変更した後、スクリプ
トが WorkSpace を再起動するこ
とを許可しない

レジストリパス: HKLM:\Software\Amazon\WorkSpacesConfig\update-pvdrivers.ps1
レジストリキー

タイプ

値

[Enabled] (有効)

DWORD

0 – (デフォルト) AWS PV ドライ
バーの更新を無効にする
1 – AWS PV ドライバーの更新を
有効にする

インプレースアップグレードの実行
BYOL WorkSpaces でインプレース Windows アップグレードを有効にするには、以下の手順で説明するよ
うに、特定のレジストリキーを設定する必要があります。また、特定のレジストリキーを設定して、イン
プレースアップグレードの完了後にユーザープロファイルを配置するドライブ (C または D) を指定する必
要があります。
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これらのレジストリの変更は手動で行うことができます。複数の WorkSpaces を更新する場合は、グルー
プポリシーまたは SCCM を使用して PowerShell スクリプトをプッシュできます。サンプルの PowerShell
スクリプトについては、PowerShell スクリプトを使用して WorkSpace レジストリを更新する (p. 190)
を参照してください。

Windows 10 のインプレースアップグレードを実行するには
1.

更新する Windows 10 BYOL WorkSpaces で現在実行されている Windows のバージョンを確認し、シ
ステムを再起動します。

2.

以下の Windows システムレジストリキーを更新し、[有効] の値データを 0 から 1 に変更します。こ
れらのレジストリ変更により、WorkSpace のインプレースアップグレードが有効になります。
• HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Amazon\WorkSpacesConfig\enable-inplace-upgrade.ps1
• HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Amazon\WorkSpacesConfig\update-pvdrivers.ps1

Note
これらのキーが存在しない場合は、WorkSpace を再起動します。システムを再起動すると、
キーが追加されます。
(オプション) SCCM Task Sequences などのマネージド型ワークフローを使用してアップグレードを
実行する場合は、次のキー値を 1 に設定してコンピュータが再起動しないようにします。
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Amazon\WorkSpacesConfig\enable-inplaceupgrade.ps1\NoReboot
3.

インプレースアップグレードプロセス後にユーザープロファイルを配置するドライブを決定し (詳細
については「考慮事項 (p. 186)」を参照)、以下のようにレジストリキーを設定します。
• アップグレード後にドライブ C にユーザープロファイルが必要な場合の設定:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Amazon\WorkSpacesConfig\enable-inplace-upgrade.ps1
キー名: PostUpgradeRestoreProfileOnD
キー値: 0
キー名: UserShellFoldersRedirection
キー値: 1
• アップグレード後にドライブ D にユーザープロファイルが必要な場合の設定:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Amazon\WorkSpacesConfig\enable-inplace-upgrade.ps1
キー名: PostUpgradeRestoreProfileOnD
キー値: 1
キー名: UserShellFoldersRedirection
キー値: 0

4.

レジストリに変更を保存したら、再び WorkSpace を再起動して変更を適用します。

Note
• 再起動後に WorkSpace にログインすると、新しいユーザープロファイルが作成されま
す。[スタート] メニューにプレースホルダーアイコンが表示される場合があります。この
動作は、インプレースアップグレードが完了すると自動的に解決されます。
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• WorkSpace のブロックが解除されるまで約 10 分かかります。
(オプション) 次のキー値が 1 に設定されていることを確認します。この設定で、WorkSpace がブロッ
ク解除され、更新可能になります。
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Amazon\WorkSpacesConfig\enable-inplaceupgrade.ps1\profileImagePathDeleted
5.

インプレースアップグレードを実行します。必要に応じて、SCCM、ISO、Windows Update (WU) の
いずれの方法も使用できます。元の Windows 10 バージョンとインストール済みのアプリ数に応じ
て、このプロセスの所要時間は 40 〜 120 分です。

Note
インプレースアップグレードプロセスには、最低 1 時間かかる可能性がありま
す。WorkSpace インスタンスの状態は、アップグレード中に UNHEALTHY として表示される
ことがあります。
6.

更新プロセスが完了したら、Windows のバージョンが更新されていることを確認します。

Note
インプレースアップグレードが失敗すると、Windows は自動的にロールバックし、アップグ
レードを開始する前に存在していた Windows 10 バージョンを使用します。トラブルシュー
ティングの詳細については、Microsoft の関連ドキュメントを参照してください。
(オプション) 更新スクリプトが正常に実行されたことを確認するには、以下のキー値が 1 に設定され
ていることを検証します。
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Amazon\WorkSpacesConfig\enable-inplaceupgrade.ps1\scriptExecutionComplete
7.

AlwaysOn に設定するか、自動停止時間を変更することで WorkSpace の実行モードを変更し、インプ
レースアップグレードプロセスを中断することなく実行できるようにした場合は、実行モードを元の
設定に戻します。詳細については、「実行モードを変更する (p. 163)」を参照してください。

PostUpgradeRestoreProfileOnD レジストリキーを 1 に設定していない場合、ユーザープロファイルは
Windows によって再生成され、インプレースアップグレード後に C:\Users\%USERNAME% に配置され
るため、今後の Windows 10 インプレースアップグレードで、上記の手順を再度実行する必要はありませ
ん。デフォルトでは、enable-inplace-upgrade.ps1 スクリプトは以下のシェルフォルダをドライブ
D にリダイレクトします。
• D:\Users\%USERNAME%\Downloads
• D:\Users\%USERNAME%\Desktop
• D:\Users\%USERNAME%\Favorites
• D:\Users\%USERNAME%\Music
• D:\Users\%USERNAME%\Pictures
• D:\Users\%USERNAME%\Videos
• D:\Users\%USERNAME%\Documents
• D:\Users\%USERNAME%\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Network Shortcuts
• D:\Users\%USERNAME%\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Printer Shortcuts
• D:\Users\%USERNAME%\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs
• D:\Users\%USERNAME%\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Recent
• D:\Users\%USERNAME%\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\SendTo
• D:\Users\%USERNAME%\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu
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• D:\Users\%USERNAME%\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs
\Startup
• D:\Users\%USERNAME%\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Templates
シェルフォルダを WorkSpaces の他の場所にリダイレクトする場合は、インプレースアップグレード後に
WorkSpaces で必要な操作を実行してください。

トラブルシューティング
更新中に問題が発生した場合は、以下の項目をチェックしてトラブルシューティングに役立てます。
• Windows ログ。デフォルトでは、以下の場所にあります。
C:\Program Files\Amazon\WorkSpacesConfig\Logs\
C:\Program Files\Amazon\WorkSpacesConfig\Logs\TRANSMITTED
• Windows イベントビューア。
Windows ログ > Application > Source: Amazon WorkSpaces

Tip
インプレースアップグレード中にデスクトップの一部のアイコンのショートカットが正常に動作
しなくなった場合、アップグレードの準備のために WorkSpaces によってドライブ D のユーザー
プロファイルがドライブ C に移動されたことが原因です。アップグレードが完了すると、ショー
トカットは正常に動作します。

PowerShell スクリプトを使用して WorkSpace レジス
トリを更新する
次のサンプルの PowerShell スクリプトを使用して WorkSpaces のレジストリを更新し、インプレース
アップグレードを有効にすることができます。インプレースアップグレードの実行 (p. 187) に従います
が、このスクリプトを使用して各 WorkSpace のレジストリを更新します。
# AWS WorkSpaces 1.28.20
# Enable In-Place Update Sample Scripts
# These registry keys and values will enable scripts to execute on the next reboot of the
WorkSpace.
$scriptlist = ("update-pvdrivers.ps1","enable-inplace-upgrade.ps1")
$wsConfigRegistryRoot="HKLM:\Software\Amazon\WorkSpacesConfig"
$Enabled = 1
$script:ErrorActionPreference = "Stop"
foreach ($scriptName in $scriptlist)
{
$scriptRegKey = "$wsConfigRegistryRoot\$scriptName"
try
{

if (-not(Test-Path $scriptRegKey))
{
Write-Host "Registry key not found. Creating registry key '$scriptRegKey' with
'Update' enabled."
New-Item -Path $wsConfigRegistryRoot -Name $scriptName | Out-Null
New-ItemProperty -Path $scriptRegKey -Name Enabled -PropertyType DWord -Value
$Enabled | Out-Null
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Write-Host "Value created. '$scriptRegKey' Enabled='$((Get-ItemProperty -Path
$scriptRegKey).Enabled)'"
}
else
{
Write-Host "Registry key is already present with value '$scriptRegKey'
Enabled='$((Get-ItemProperty -Path $scriptRegKey).Enabled)'"
if((Get-ItemProperty -Path $scriptRegKey).Enabled -ne $Enabled)
{
Set-ItemProperty -Path $scriptRegKey -Name Enabled -Value $Enabled
Write-Host "Value updated. '$scriptRegKey' Enabled='$((Get-ItemProperty Path $scriptRegKey).Enabled)'"
}
}
}
catch
{
write-host "Stopping script, the following error was encountered:" `r`n$_ ForegroundColor Red
break
}
}

WorkSpace の移行
ユーザーボリューム上のデータを保持しながら、1 つのバンドルから別のバンドルに WorkSpace を移行で
きます。サンプルシナリオを以下に示します。
• Windows 7 デスクトップエクスペリエンスから Windows 10 デスクトップエクスペリエンスに
WorkSpaces を移行できます。
• WorkSpaces を PCoIP プロトコルから WorkSpaces Streaming Protocol (WSP) に移行できます。
• Windows Server 2016 搭載の 32 ビット Microsoft Office の WorkSpace バンドルから Windows Server
2019 搭載の WorkSpaces バンドルの 64 ビットの Microsoft Office バンドルに WorkSpaces を移行でき
ます。
• また、あるパブリックバンドルまたはカスタムバンドルから別のバンドルに WorkSpaces を移行するこ
ともできます。例えば、GPU 対応 (Graphics.g4dn、GraphicsPro.g4dn、Graphics、GraphicsPro) バン
ドルから 非 GPU 対応のバンドルへの移行、またはその逆に移行できます。
Amazon WorkSpaces バンドルの詳細については、WorkSpace バンドルとイメージ (p. 197) を参照して
ください。
移行プロセスでは、ターゲットバンドルイメージからの新しいルートボリュームと、元の WorkSpace の
最後に利用可能なスナップショットからのユーザーボリュームを使用して WorkSpace を再作成します。
移行中に新しいユーザープロファイルが生成され、互換性が向上します。古いユーザープロファイルの名
前が変更され、古いユーザープロファイル内の特定のファイルが新しいユーザープロファイルに移動され
ます (移動対象の詳細については、移行中の動作 (p. 193) を参照してください。)
移行プロセスには、WorkSpace ごとに最大 1 時間かかります。移行プロセスを開始すると、新しい
WorkSpace が作成されます。移行の成功を妨げるエラーが発生した場合、元の WorkSpace が復旧されて
元の状態に戻り、新しい WorkSpace が終了します。
目次
• 移行の制限 (p. 192)
• 移行シナリオ (p. 192)
• 移行中の動作 (p. 193)
• ベストプラクティス (p. 194)
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• トラブルシューティング (p. 194)
• 請求への影響 (p. 194)
• WorkSpace の移行 (p. 195)

移行の制限
• パブリックまたはカスタムの Windows 7 デスクトップエクスペリエンスバンドルに移行することはでき
ません。また、Bring-Your-Own-License (BYOL) Windows 7 バンドルに移行することもできません。
• BYOL WorkSpaces は、他の BYOL バンドルにのみ移行できます。BYOL WorkSpace を PCoIP から
WSP に移行するには、最初に WSP プロトコルを使用して BYOL バンドルを作成する必要があります。
その後、PCoIP BYOL WorkSpaces をその WSP BYOL バンドルに移行できます。
• パブリックバンドルまたはカスタムバンドルから作成された WorkSpace を BYOL バンドルに移行する
ことはできません。
• 現時点では、Graphics.g4dn、GraphicsPro.g4dn、Graphics、GraphicsPro バンドルは PCoIP プロ
トコルでのみ利用可能であるため、Graphics.g4dn、GraphicsPro.g4dn、Graphics、GraphicsPro
WorkSpaces は、まだ WSP に移行できません。
• Linux WorkSpaces の移行は現在サポートされていません。
• 複数の言語をサポートする AWS リージョンでは、言語バンドル間で WorkSpaces を移行できます。
• ソースバンドルとターゲットバンドルは異なっている必要があります (ただし、複数の言語をサポート
するリージョンでは、言語が異なる限り、同じ Windows 10 バンドルに移行できます)。同じバンドルを
使用して WorkSpace を更新する場合は、代わりに WorkSpace を再構築します (p. 183)。
• リージョン間で WorkSpaces を移行することはできません。
• 場合によっては、移行が正常に完了しない場合、エラーメッセージが表示されず、移行プロセスが開始
されなかったように見えることがあります。移行の試行後 1 時間経過しても WorkSpace バンドルが同
じである場合、移行は失敗します。AWS Support センターにアクセスしてサポートをお求めください。

移行シナリオ
次の表に、可能な移行シナリオを示します。
移行元 OS

移行先 OS

使用可能

パブリックまたはカスタムバン
ドル Windows 7

パブリックまたはカスタムバン
ドル Windows 10

はい

カスタムバンドル Windows 7

パブリックバンドル Windows 7

いいえ

カスタムバンドル Windows 7

カスタムバンドル Windows 7

いいえ

パブリックバンドル Windows 7

カスタムバンドル Windows 7

いいえ

パブリックまたはカスタムバン
ドル Windows 10

パブリックまたはカスタムバン
ドル Windows 7

いいえ

カスタムバンドル Windows 10

パブリックバンドル Windows 10

いいえ

パブリックまたはカスタムバン
ドル Windows 10

カスタムバンドル Windows 10

はい

Windows 7 の BYOL バンドル

Windows 7 の BYOL バンドル

いいえ

Windows 7 の BYOL バンドル

Windows 10 の BYOL バンドル

はい
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移行元 OS

移行先 OS

使用可能

Windows 10 の BYOL バンドル

Windows 7 の BYOL バンドル

いいえ

Windows 10 の BYOL バンドル

Windows 10 の BYOL バンドル

はい

Windows Server 2016 搭載のパ
ブリック Windows 10 バンドル

Windows Server 2019 搭載のパ
ブリック Windows 10 バンドル

はい

Windows Server 2019 搭載のパ
ブリック Windows 10 バンドル

Windows Server 2016 搭載のパ
ブリック Windows 10 バンドル

はい

Note
Windows Server 2019 搭載のパブリック Windows 10 バンドル PCoIP ブランチでは、Web
Access は使用できません。

Important
Windows Server 2016 搭載のパブリック Windows 10 プラスバンドルには、Microsoft Office 2016
と Trend Micro Worry-Free Business Security Services が含まれています。Windows Server 2019
搭載のパブリック Windows 10 プラスバンドルには、Microsoft Office 2019 のみが含まれ、Trend
Micro Services は含まれません。

移行中の動作
移行中は、ユーザーボリューム (ドライブ D) 上のデータは保持されますが、ルートボリューム (ドライ
ブ C) 上のすべてのデータは失われます。つまり、インストールされているアプリケーション、設定、
およびレジストリの変更は、いずれも保持されません。古いユーザープロファイルフォルダの名前が
.NotMigrated サフィックスで変更され、新しいユーザープロファイルが作成されます。
移行プロセスでは、元のユーザーボリュームの最後のスナップショットに基づいてドライブ D が再作成さ
れます。新しい WorkSpace の初回起動時に、移行プロセスで元の D:\Users\%USERNAME% フォルダが
D:\Users\%USERNAME%MMddyyTHHmmss%.NotMigrated という名前のフォルダに移動されます。新し
い OS によって新しい D:\Users\%USERNAME%\ フォルダが生成されます。
新しいユーザープロファイルが作成されると、次のユーザーシェルフォルダ内のファイルが古い
.NotMigrated プロファイルから新しいプロファイルに移動します。
• D:\Users\%USERNAME%\Desktop
• D:\Users\%USERNAME%\Documents
• D:\Users\%USERNAME%\Downloads
• D:\Users\%USERNAME%\Favorites
• D:\Users\%USERNAME%\Music
• D:\Users\%USERNAME%\Pictures
• D:\Users\%USERNAME%\Videos

Important
移行プロセスでは、古いユーザープロファイルから新しいプロファイルへのファイルの移動が試
みられます。移行中に移動されなかったファイルは、D:\Users\%USERNAME%MMddyyTHHmmss
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%.NotMigrated フォルダ内に残ります。移行が成功すると、どのファイルが移動されたかを C:
\Program Files\Amazon\WorkspacesConfig\Logs\MigrationLogs で確認できます。自
動的に移動されなかったファイルは、手動で移動できます。
デフォルトでは、パブリックバンドルではローカル検索インデックス作成が無効になっていま
す。有効にすると、デフォルトでは C:\Users ではなく D:\Users を検索する設定となるた
め、それも調整する必要があります。ローカル検索インデックス作成を D:\Users\username
に設定し、D:\Users に設定していない場合、D:\Users\%USERNAME%MMddyyTHHmmss
%.NotMigrated フォルダ内のユーザーファイルの移行後にローカル検索インデックス作成が機
能しないことがあります。
元の WorkSpace に割り当てられたタグは移行中に引き継がれ、WorkSpace の実行モードは保持されま
す。ただし、新しい WorkSpace は、新しい WorkSpace ID、コンピュータ名、および IP アドレスを取得
します。

ベストプラクティス
WorkSpace を移行する前に、次の操作を行います。
• ドライブ C の重要なデータを別の場所にバックアップします。ドライブ C 上のすべてのデータは、移行
中に消去されます。
• ユーザーボリュームのスナップショットが作成されたことを確認するために、移行中の WorkSpace
の経過時間が 12 時間以上であることを確認します。Amazon WorkSpaces コンソールの [Migrate
WorkSpaces] (WorkSpace の移行) ページで、最後のスナップショットの時刻を確認できます。最後のス
ナップショット以降に作成されたデータは、移行中に失われます。
• データの損失を避けるために、ユーザーがWorkSpaces からログアウトし、移行プロセスが完了するま
でログインし直さないようにしてください。WorkSpaces が ADMIN_MAINTENANCE モードになってい
る場合は移行できないことに注意してください。
• 移行する WorkSpaces のステータスが、AVAILABLE、STOPPED、または ERROR であることを確認しま
す。
• 移行する WorkSpaces に十分な IP アドレスがあることを確認します。移行中に、新しい IP アドレスが
WorkSpaces に割り当てられます。
• スクリプトを使用して WorkSpaces を移行する場合、一度に移行できる WorkSpace のバッチの最大数
は 25 です。

トラブルシューティング
• 移行後にファイルが見つからないことについてユーザーから報告があった場合は、移行プロセス中に
ユーザープロファイルファイルが移動されなかったかどうかを確認します。どのファイルが移動され
たかは、C:\Program Files\Amazon\WorkspacesConfig\Logs\MigrationLogs で確認できま
す。移動されなかったファイルは、D:\Users\%USERNAME%MMddyyTHHmmss%.NotMigrated フォル
ダに配置されます。自動的に移動されなかったファイルは、手動で移動できます。
• API を使用して WorkSpaces を移行し、移行が成功しなかった場合、API によって返されたターゲット
WorkSpace ID は使用されず、WorkSpace で元の WorkSpace ID が保持されます。
• 移行が正常に完了しない場合は、Active Directory で、適切にクリーンアップされたかどうかを確認しま
す。不要になった WorkSpaces は、手動による削除が必要になる場合があります。

請求への影響
移行が発生する月に、新しい WorkSpaces と元の WorkSpaces の両方に比例配分された金額が請求されま
す。たとえば、5 月 10 日に WorkSpace A を WorkSpace B に移行すると、5 月 1 日から 5 月 10 日まで
WorkSpace A の料金が請求され、5 月 11 日から 5 月 30 日まで WorkSpace B の料金が請求されます。
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Note
WorkSpace を別のバンドルタイプに移行する場合 (たとえば、Performance から Power へ、ま
たは Value から Standard へ)、移行プロセス中にルートボリューム (ドライブ C) とユーザーボ
リューム (ドライブ D) のサイズが増加する可能性があります。必要に応じて、ルートボリュー
ムは、新しいバンドルのデフォルトのルートボリュームサイズに合わせて増加します。ただし、
ユーザーボリュームに対して、元のバンドルのデフォルトとは異なるサイズ (高いサイズまたは低
いサイズ) をすでに指定していた場合、移行プロセス中も同じユーザーボリュームサイズが保持さ
れます。それ以外の場合、移行元の WorkSpace ユーザーボリュームサイズとデフォルトのユー
ザーボリュームサイズのうち、大きい方が使用されます。

WorkSpace の移行
Amazon WorkSpaces コンソール、、AWS CLI または Amazon WorkSpaces API を使用して WorkSpaces
を移行できます。

WorkSpace を移行するには
1.

https://console.aws.amazon.com/workspaces/ で WorkSpaces コンソールを開きます。

2.
3.

ナビゲーションペインで [WorkSpaces] を選択します。
WorkSpace を選択したら、[アクション]、[Migrate WorkSpaces (WorkSpace の移行)] の順に選択しま
す。
[Bundle] (バンドル) で、WorkSpace の移行先のバンドルを選択します。

4.

Note

5.

6.

BYOL WorkSpace を PCoIP から WSP に移行するには、最初に WSP プロトコルを使用して
BYOL バンドルを作成する必要があります。その後、PCoIP BYOL WorkSpaces をその WSP
BYOL バンドルに移行できます。
[Migrate WorkSpaces (WorkSpace の移行)] を選択します。
Amazon WorkSpaces コンソールに、ステータスが PENDING の新しい WorkSpace が表示されます。
移行が完了すると、元の WorkSpace が終了し、新しい WorkSpace のステータスが AVAILABLE に設
定されます。
(オプション) 不要になったカスタムバンドルとイメージを削除する方法については、カスタムの
WorkSpaces バンドルまたはイメージの削除 (p. 215) を参照してください。

AWS CLI を使用して WorkSpaces を移行するには、migrate-workspace コマンドを使用します。Amazon
WorkSpaces API を使用して WorkSpaces を移行するには、Amazon WorkSpaces API リファレンスの
MigrateWorkSpace を参照してください。

WorkSpace の削除
不要になった WorkSpace は、削除することができます。関連リソースも削除できます。

Warning
WorkSpace の削除は永続的なアクションであり、元に戻すことはできません。WorkSpace ユー
ザーのデータは保持されず、破棄されます。ユーザーデータのバックアップに関するヘルプにつ
いては、AWS Support にお問い合わせください。

Note
Simple AD および AD Connector は、WorkSpaces で無料で利用できます。Simple AD または AD
Connector ディレクトリで 30 日間連続使用されている WorkSpaces がない場合、そのディレク
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トリは Amazon WorkSpaces での使用から自動的に登録解除され、 AWS Directory Service 料金
の条件に従って課金されるようになります。
空のディレクトリを削除するには、WorkSpaces のディレクトリの削除 (p. 105) を参照してくだ
さい。Simple AD または AD Connector ディレクトリを削除した場合、WorkSpaces を再度ご使
用になる際は、いつでも Simple AD または AD Connector を新たに作成できます。

WorkSpace を削除するには
状態が [Suspended] (一時停止) 以外の WorkSpace は削除できます。
1.

https://console.aws.amazon.com/workspaces/ で WorkSpaces コンソールを開きます。

2.

ナビゲーションペインで [WorkSpaces] を選択します。

3.

WorkSpace を選択し、[Delete] (削除) を選択します。

4.

確認を求めるメッセージが表示されたら、[Delete WorkSpace] (WorkSpace の削除) を選択しま
す。WorkSpace が削除されるまで約 5 分かかります。削除中、WorkSpace の状態は [Terminating]
(終了中) に設定されます。削除が完了すると、コンソールから WorkSpace が消えます。

5.

（オプション）不要になったカスタムバンドルとイメージを削除するには、「カスタムの
WorkSpaces バンドルまたはイメージの削除 (p. 215)」を参照してください。

6.

（オプション）ディレクトリのすべての WorkSpaces を削除した後で、ディレクトリを削除するこ
とができます。詳細については、「WorkSpaces のディレクトリの削除 (p. 105)」を参照してくださ
い。

7.

(オプション) ディレクトリの Virtual Private Cloud (VPC) のすべてのリソースを削除した後で、VPC
を削除し、NAT ゲートウェイで使用されている Elastic IP アドレスを解放できます。詳細について
は、Amazon VPC ユーザーガイドの VPC の削除および Elastic IP アドレスの使用を参照してくださ
い。

を使用して WorkSpace を削除するにはAWS CLI
terminate-workspaces コマンドを使用します。
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WorkSpace バンドルとイメージ
WorkSpace バンドルは、オペレーティングシステム、ストレージ、コンピューティング、およびソフ
トウェアリソースの組み合わせです。WorkSpace を起動するときに、必要に応じてバンドルを選択しま
す。WorkSpaces で使用できるデフォルトのバンドルはパブリックバンドルと呼ばれます。WorkSpaces
で利用可能なさまざまな公開バンドルの詳細については、Amazon WorkSpaces バンドルを参照してくだ
さい。
Windows または Linux WorkSpace を起動してカスタマイズした場合は、その WorkSpace からカスタムイ
メージを作成できます。
カスタムイメージには、WorkSpace の OS、ソフトウェア、設定のみが含まれます。カスタムバンド
ルは、WorkSpace の起動元になるカスタムイメージとハードウェアの両方を組み合わせたものです。
カスタムイメージを作成したら、カスタム WorkSpace イメージと、選択した基盤となるコンピュー
ティングおよびストレージ設定を組み合わせたカスタムバンドルを構築できます。その後、新しい
WorkSpaces を起動するときにこのカスタムバンドルを指定して、新しい WorkSpaces が同じ一貫した構
成 (ハードウェアとソフトウェア) になるようにします。
WorkSpaces にソフトウェアの更新や追加ソフトウェアのインストールが必要な場合は、カスタムバンド
ルを更新し、そのバンドルにより WorkSpaces を再構築できます。
目次
• カスタムの WorkSpaces イメージとバンドルの作成 (p. 197)
• カスタム WorkSpaces バンドルの更新 (p. 210)
• WorkSpaces のカスタムイメージのコピー (p. 211)
• WorkSpaces のカスタムイメージの共有または共有解除 (p. 213)
• カスタムの WorkSpaces バンドルまたはイメージの削除 (p. 215)
• 自分の Windows デスクトップライセンスを使用する (p. 216)

カスタムの WorkSpaces イメージとバンドルの作
成
Windows または Linux WorkSpace を起動してカスタマイズした場合は、その WorkSpace からカスタムイ
メージとカスタムバンドルを作成できます。
カスタムイメージには、WorkSpace の OS、ソフトウェア、設定のみが含まれます。カスタムバンド
ルは、WorkSpace の起動元になるカスタムイメージとハードウェアの両方を組み合わせたものです。
カスタムイメージを作成したら、カスタムイメージと、選択した基盤となるコンピューティングおよびス
トレージ設定を組み合わせたカスタムバンドルを構築できます。その後、新しい WorkSpaces を起動する
ときにこのカスタムバンドルを指定して、新しい WorkSpaces が同じ一貫した構成 (ハードウェアとソフ
トウェア) になるようにします。
バンドルごとに異なるコンピューティングオプションとストレージオプションを選択することで、同じカ
スタムイメージを使用してさまざまなカスタムバンドルを作成できます。

197

Amazon WorkSpaces 管理ガイド
Windows カスタムイメージを作成するための要件

Important
• Windows 10 WorkSpace からイメージを作成する場合、あるバージョンの Windows 10 から
新しいバージョンの Windows 10 にアップグレードされた Windows 10 システム (Windows の
機能/バージョンのアップグレード) では、イメージの作成はサポートされないことに注意して
ください。ただし、Windows の累積的な更新プログラムまたはセキュリティ更新プログラム
は、WorkSpaces のイメージ作成プロセスでサポートされます。
• 2020 年 1 月 14 日以降、パブリック Windows 7 バンドルからイメージを作成することはでき
ません。Windows 7 の WorkSpaces については、Windows 10 への移行を検討することをお勧
めします。詳細については、「WorkSpace の移行 (p. 191)」を参照してください。
• グラフィックスおよび GraphicsPro バンドルは、現在アジアパシフィック (ムンバイ) リージョ
ンでは利用できません。
カスタムバンドルのコストは、作成元であるパブリックバンドルと同じです。料金の詳細については、
Amazon WorkSpaces の料金 を参照してください。
目次
• Windows カスタムイメージを作成するための要件 (p. 198)
• Linux カスタムイメージを作成するための要件 (p. 199)
• ベストプラクティス (p. 199)
• (オプション) ステップ 1: イメージのカスタムコンピュータ名の形式を指定する (p. 200)
• ステップ 2: Image Checker を実行する (p. 201)
• ステップ 3: カスタムイメージとカスタムバンドルを作成する (p. 207)
• Windows WorkSpaces カスタムイメージに含まれるアイテム (p. 209)
• Linux WorkSpace カスタムイメージに含まれるもの (p. 210)

Windows カスタムイメージを作成するための要件
• WorkSpace のステータスが [利用可能] で、変更の状態が [なし] であることが必要です。
• WorkSpaces イメージのすべてのアプリケーションとユーザープロファイルは、Microsoft Sysprep と互
換性がある必要があります。
• イメージに含めるすべてのアプリケーションは、C ドライブにインストールする必要があります。
• Windows 7 WorkSpaces では、その合計サイズ (ファイルとデータ) は 10 GB 未満である必要がありま
す。
• Windows 7 WorkSpaces では、C ドライブには 12 GB 以上の空き容量が必要です。
• WorkSpace 上で実行されるすべてのアプリケーションサービスは、ドメインユーザー資格情報の代わり
にローカルシステムアカウントを使用する必要があります。たとえば、ドメインユーザーの認証情報を
使用して、インストール済みの Microsoft SQL Server Express を実行することはできません。
• WorkSpace は暗号化しないでください。暗号化された WorkSpace からのイメージの作成は現在サポー
トされていません。
• 以下のコンポーネントがイメージに必要です。これらのコンポーネントがないと、イメージから起動す
る WorkSpaces は正しく機能しません。詳細については、「the section called “必要な設定” (p. 91)」を
参照してください。
• Windows PowerShell バージョン 3.0 以降
• リモートデスクトップサービス
• AWS PV ドライバー
• Windows Remote Management (WinRM)
• Teradici PCoIP エージェントおよびドライバー
• STXHD エージェントおよびドライバー
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• AWS と WorkSpaces の証明書
• Skylight エージェント

Linux カスタムイメージを作成するための要件
• WorkSpace のステータスが [利用可能] で、変更の状態が [なし] であることが必要です。
• イメージに含めるすべてのアプリケーションは、ユーザーボリューム (/home ディレクトリ) の外にイン
ストールする必要があります。
• ルートボリューム (/) の使用率は 97% 未満である必要があります。
• WorkSpace は暗号化しないでください。暗号化された WorkSpace からのイメージの作成は現在サポー
トされていません。
• 以下のコンポーネントがイメージに必要です。これらのコンポーネントがないと、イメージから起動す
る WorkSpaces は正しく機能しません。
• Cloud-init
• Teradici PCoIP または WSP エージェントおよびドライバー
• Skylight エージェント

ベストプラクティス
WorkSpace からイメージを作成する前に、以下を実行します。
• 本番稼働用環境に接続されていない別の VPC を使用します。
• WorkSpace をプライベートサブネットにデプロイし、アウトバウンドトラフィックに NAT インスタン
スを使用します。
• 小さい Simple AD ディレクトリを使用します。
• ソース WorkSpace の最小ボリュームサイズを使用し、カスタムバンドルの作成時に必要に応じてボ
リュームサイズを調整します。
• すべてのオペレーティングシステムの更新プログラム (Windows の機能/バージョンの更新プログラムを
除く) とすべてのアプリケーション更新プログラムを WorkSpace にインストールします。詳細について
は、このトピックの冒頭にある「重要な注意点 (p. 198)」を参照してください。
• バンドルに含めるべきでない WorkSpace からキャッシュされたデータを削除します (たとえば、ブラウ
ザの履歴、キャッシュされたファイル、ブラウザの Cookie など)。
• バンドルに含めるべきではない WorkSpace から構成設定を削除します (E メールプロファイルなど)。
• DHCP を使用して、動的 IP アドレス設定に切り替えます。
• リージョンで許可されている WorkSpace イメージのクォータを超えていないことを確認します。デ
フォルトでは、リージョンごとに 40 の WorkSpace イメージが許可されます。このクォータに達し
た場合、新しいイメージを作成しようとすると失敗します。クォータの引き上げをリクエストするに
は、WorkSpaces 制限のフォームを使用します。
• 暗号化された WorkSpace からイメージを作成しようとしていないことを確認します。暗号化された
WorkSpace からのイメージの作成は現在サポートされていません。
• WorkSpace でウイルス対策ソフトウェアを実行している場合は、イメージの作成時に無効にします。
• WorkSpace でファイアウォールを有効にしている場合は、ファイアウォールによって必要なポートが
ブロックされていないことを確認します。詳細については、「WorkSpaces の IP アドレスとポートの要
件 (p. 17)」を参照してください。
• Windows WorkSpaces の場合、イメージを作成する前にグループポリシーオブジェクト (GPO) を設定
しないでください。
• Windows WorkSpaces の場合、イメージを作成する前にデフォルトのユーザープロファイル (C:
\Users\Default) をカスタマイズしないでください。GPO を使用してユーザープロファイルをカスタ
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マイズし、イメージの作成後に適用することをお勧めします。GPO を使用して行ったカスタマイズは変
更やロールバックが容易なため、デフォルトのユーザープロファイルに対して行ったカスタマイズより
もエラーが発生しにくくなります。
• Linux WorkSpaces については、ホワイトペーパー「Linux イメージ用に Amazon WorkSpaces を準備す
るためのベストプラクティス」も参照してください。
• WorkSpaces Streaming Protocol (WSP) を有効にした状態で Linux WorkSpaces でスマートカードを使
用する場合、イメージを作成する前に Linux WorkSpace に対して行う必要があるカスタマイズについて
は、認証にスマートカードを使用する (p. 71)を参照してください。

(オプション) ステップ 1: イメージのカスタムコン
ピュータ名の形式を指定する
カスタムイメージまたはライセンス持ち込み (BYOL) イメージから起動した WorkSpaces の場合、デフォ
ルトのコンピュータ名の形式 (p. 110)を使用する代わりに、コンピュータ名の形式にカスタムプレフィッ
クスを指定できます。カスタムプレフィックスを指定するには、イメージタイプに応じた適切な手順に従
います。

カスタムイメージのカスタムコンピュータ名の形式を指定するには
1.

カスタムイメージの作成に使用している WorkSpace で、メモ帳または別のテキストエディタ
で C:\ProgramData\Amazon\EC2-Windows\Launch\Sysprep\Unattend.xml を開きま
す。Unattend.xml ファイルの操作の詳細については、Microsoft のドキュメントの「応答ファイル
(unattend.xml)」をご参照ください。

Note
WorkSpace の Windows エクスプローラーから C: ドライブにアクセスするには、アドレス
バーに C:\ と入力します。
2.

<settings pass="specialize"> セクションで、<ComputerName> がアスタリスク (*) に設定
されていることを確認します。<ComputerName> が他の値に設定されている場合、カスタムコン
ピュータ名の設定は無視されます。<ComputerName> 設定の詳細については、Microsoft のドキュメ
ントの「ComputerName」をご参照ください。

3.

<settings pass="specialize"> セクションで、<RegisteredOrganization> および
<RegisteredOwner> を任意の値に設定します。
Sysprep では、<RegisteredOwner> および <RegisteredOrganization> に指定した値が
連結され、結合された文字列の最初の 7 文字を使用してコンピュータ名が作成されます。例え
ば、Amazon.com に <RegisteredOrganization>、EC2 に <RegisteredOwner> を指定した場
合、カスタムバンドルから作成された WorkSpaces のコンピュータ名は EC2AMAZ-xxxxxxx で始ま
ります。

Note
<RegisteredOrganization> セクション内の <RegisteredOwner> および <settings
pass="oobeSystem"> の値は、Sysprep では無視されます。
4.

変更を Unattend.xml ファイルに保存します。

BYOL イメージのカスタムコンピュータ名の形式を指定するには
1.

メモ帳または別のテキストエディタで C:\Program Files\Amazon\Ec2ConfigService
\Sysprep2008.xml を開きます。

2.

<settings pass="specialize"> セクションで、<ComputerName>*</ComputerName>
のコメントを解除し、<ComputerName> がアスタリスク (*) に設定されていることを確認しま
す。<ComputerName> が他の値に設定されている場合、カスタムコンピュータ名の設定は無視され
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ます。<ComputerName> 設定の詳細については、Microsoft のドキュメントの「ComputerName」を
ご参照ください。
3.

<settings pass="specialize"> セクションで、<RegisteredOrganization> および
<RegisteredOwner> を任意の値に設定します。
Sysprep では、<RegisteredOwner> および <RegisteredOrganization> に指定した値が
連結され、結合された文字列の最初の 7 文字を使用してコンピュータ名が作成されます。例え
ば、Amazon.com に <RegisteredOrganization>、EC2 に <RegisteredOwner> を指定した場
合、カスタムバンドルから作成された WorkSpaces のコンピュータ名は EC2AMAZ-xxxxxxx で始ま
ります。

Note
<RegisteredOrganization> セクション内の <RegisteredOwner> および <settings
pass="oobeSystem"> の値は、Sysprep では無視されます。
4.

変更を Sysprep2008.xml ファイルに保存します。

ステップ 2: Image Checker を実行する
Note
Image Checker は Windows WorkSpaces でのみ使用できます。Linux WorkSpace からイメージ
を作成する場合は、ステップ 3: カスタムイメージとカスタムバンドルを作成する (p. 207) に進
みます。
Windows WorkSpace がイメージ作成の要件を満たしていることを確認するには、Image Checker を実行
することをお勧めします。Image Checker は、イメージの作成に使用する WorkSpace で一連のテストを
実行し、検出された問題を解決する方法に関するガイダンスを提供します。

Important
• WorkSpace は、Image Checker によって実行されるすべてのテストに合格した後に、イメージ
の作成に使用できます。
• Image Checker を実行する前に、WorkSpace に最新の Windows セキュリティと累積更新プロ
グラムがインストールされていることを確認します。
• イメージチェッカーは、Windows 10 WorkSpaces のユーザープロファイルのサイズをチェック
しません。Windows 10 WorkSpace を使用している場合は、ユーザープロファイルのサイズが
10 GB 未満であることを確認します。
Image Checker を入手するには、以下のいずれかを実行します。
• WorkSpace を再起動します (p. 182)。Image Checker は再起動時に自動的にダウンロードされ、C:
\Program Files\Amazon\ImageChecker.exe にインストールされます。
• https://tools.amazonworkspaces.com/ImageChecker.zip から Amazon WorkSpaces Image Checker を
ダウンロードし、 ImageChecker.exe ファイルを抽出します。このファイルを C:\Program Files
\Amazon\ にコピーします。

Image Checker を実行するには
1.

C:\Program Files\Amazon\ImageChecker.exe ファイルを開きます。

2.

[Amazon WorkSpaces Image Checker] ダイアログボックスで、[Run (実行)] を選択します。

3.

各テストが完了したら、テストのステータスを表示できます。
いずれかのテストで [Failed (失敗)] ステータスが表示された場合は、[Info (情報)] を選択して、失敗の
原因となった問題の解決方法に関する情報を表示します。これらの問題を解決する方法の詳細につい
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ては、Image Checker によって検出された問題を解決するためのヒント (p. 202) を参照してくださ
い。
いずれかのテストで [WARNING (警告)] ステータスが表示された場合は、[Fix All Warnings (すべての
警告の修正)] ボタンを選択します。
このツールは、Image Checker が配置されているのと同じディレクトリに出力ログファ
イルを生成します。デフォルトでは、このファイルは C:\Program Files\Amazon
\ImageChecker_yyyyMMddhhmmss.log にあります。

Tip
このログファイルは削除しないでください。問題が発生した場合、このログファイルはトラ
ブルシューティングに役立つことがあります。
4.

該当する場合は、テストの失敗と警告の原因となる問題を解決し、WorkSpace がすべてのテストに合
格するまで Image Checker の実行プロセスを繰り返します。イメージを作成する前に、すべての失敗
と警告が解決されている必要があります。

5.

WorkSpace がすべてのテストに合格すると、「Validation Successful (検証に成功しました)」という
メッセージが表示されます。これで、カスタムバンドルを作成する準備ができました。

Image Checker によって検出された問題を解決するためのヒント
Image Checker によって検出された問題を解決するための以下のヒントを参照するほか、C:\Program
Files\Amazon\ImageChecker_yyyyMMddhhmmss.log で Image Checker のログファイルも確認して
ください。

PowerShell バージョン 3.0 以降がインストールされていることが必要
最新バージョンの Microsoft Windows PowerShell をインストールします。

Important
WorkSpace の PowerShell 実行ポリシーは、RemoteSigned スクリプトを許可するように設定す
る必要があります。実行ポリシーを確認するには、Get-ExecutionPolicy PowerShell コマンドを実
行します。実行ポリシーが Unrestricted または RemoteSigned に設定されていない場合は、SetExecutionPolicy –ExecutionPolicy RemoteSigned コマンドを実行して、実行ポリシーの値を変更
します。RemoteSigned 設定では、イメージの作成に必要な Amazon WorkSpaces でスクリプト
を実行できます。

C および D ドライブのみが存在できる
イメージの作成に使用される WorkSpace には、C および D ドライブのみが存在できます。仮想ドライブ
を含め他のすべてのドライブを削除します。

Windows Update による保留中の再起動は検出できない
• Windows を再起動してセキュリティまたは累積更新プログラムのインストールが完了するまで、イ
メージ作成プロセスは実行できません。Windows を再起動してこれらの更新を適用し、保留中の他の
Windows セキュリティまたは累積更新プログラムをインストールする必要がないことを確認します。
• イメージの作成は、あるバージョンの Windows 10 から新しいバージョンの Windows 10 にアップ
グレードされた Windows 10 システム (Windows の機能/バージョンのアップグレード) ではサポー
トされません。ただし、Windows の累積的な更新プログラムまたはセキュリティ更新プログラム
は、WorkSpaces のイメージ作成プロセスでサポートされます。

Sysprep ファイルは存在する必要があり、空白にすることはできない
Sysprep ファイルに問題がある場合は、AWS Support センターに連絡して EC2Config または EC2Launch
の修復を依頼します。
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ユーザープロファイルのサイズは 10 GB 未満であることが必要
Windows 7 WorkSpaces では、ユーザープロファイル (D:\Users\username) は合計で 10 GB 未満であ
る必要があります。必要に応じてファイルを削除して、ユーザープロファイルのサイズを小さくします。

ドライブ C には十分な空き容量が必要
Windows 7 WorkSpaces では、ドライブ C には 12 GB 以上の空き容量が必要です。必要に応じてファイ
ルを削除し、ドライブ C の空き容量を増やします。Windows 10 WorkSpaces では、FAILED メッセージ
が表示され、ディスク容量が 2 GB を超えている場合は、無視できます。

ドメインアカウントで実行できるサービスがない
イメージ作成プロセスを実行するために、WorkSpace にドメインアカウントで実行できるサービスがあり
ません。すべてのサービスがローカルアカウントで実行されている必要があります。

ローカルアカウントでサービスを実行するには
1.

C:\Program Files\Amazon\ImageChecker_yyyyMMddhhmmss.log を開き、ドメインアカウン
トで実行されているサービスのリストを見つけます。

2.

Windows の検索ボックスに「services.msc」と入力して、Windows サービスマネージャーを開き
ます。

3.

[ログオン方法] で、ドメインアカウントで実行されているサービスを探します。([ローカルシステ
ム]、[ローカルサービス]、または [ネットワークサービス] として実行されているサービスは、イメー
ジの作成を妨げません)

4.

ドメインアカウントで実行されているサービスを選択し、[操作]、[プロパティ] の順に選択します。

5.

[ログオン] タブを開きます。[ログオン方法] で、[ローカルシステムアカウント] を選択します。

6.

[OK] を選択します。

Amazon WorkSpaces Application Manager (Amazon WAM) をインストールする必要があります
アプリケーションをユーザーに割り当てるために Amazon WAM を使用した場合は、WorkSpace に
Amazon WAM インストーラをセットアップする必要があります。完了すると、WorkSpace デスクトップ
に Amazon WAM ショートカットが表示されます。

DHCP を使用するように WorkSpace を設定することが必要
静的 IP アドレスの代わりに DHCP を使用するように、WorkSpace のすべてのネットワークアダプターを
設定する必要があります。

DHCP を使用するようにすべてのネットワークアダプターを設定するには
1.

Windows の検索ボックスに「control panel」と入力して、コントロールパネルを開きます。

2.

[ネットワークとインターネット] を選択します。

3.

[ネットワークと共有センター] を選択します。

4.

[アダプター設定の変更] を選択し、アダプターを選択します。

5.

[この接続の設定を変更する] を選択します。

6.

[ネットワーク] タブで、[インターネットプロトコルバージョン 4 (TCP/IPv4)] を選択し、[プロパティ]
を選択します。

7.

[インターネットプロトコルバージョン 4 (TCP/IPv4) のプロパティ] ダイアログボックスで、[IP アド
レスを自動的に取得する] を選択します。

8.

[OK] を選択します。

9.

WorkSpace 上のすべてのネットワークアダプターに対してこのプロセスを繰り返します。
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リモートデスクトップサービスを有効にすることが必要
イメージ作成プロセスでは、リモートデスクトップサービスを有効にする必要があります。

リモートデスクトップサービスを有効にするには
1.

Windows の検索ボックスに「services.msc」と入力して、Windows サービスマネージャーを開き
ます。

2.

[名前] 列で、[リモートデスクトップサービス] を見つけます。

3.
4.
5.

[リモートデスクトップサービス] を選択し、[操作]、[プロパティ] の順に選択します。
[全般] タブの [スタートアップの種類] で、[手動] または [自動] を選択します。
[OK] を選択します。

ユーザープロファイルが存在することが必要
イメージの作成に使用する WorkSpace には、ユーザープロファイル (D:\Users\username) が必要で
す。このテストに失敗した場合は、AWS Support センターにお問い合わせください。

環境変数のパスを適切に設定することが必要
ローカルマシンの環境変数のパスに、System32 と Windows PowerShell のエントリがありません。これ
らのエントリは、[イメージの作成] を実行するために必要です。

環境変数のパスを設定するには
1.
2.

Windows の検索ボックスに「environment variables」と入力し、[システム環境変数の編集] を
選択します。
[システムのプロパティ] ダイアログボックスで、[詳細設定] タブを開き、[環境変数] を選択します。

3.
4.

[環境変数] ダイアログボックスの [システム変数] で、[パス] エントリを選択し、[編集] を選択します。
[新規] を選択し、以下のパスを追加します。
C:\Windows\System32

5.

もう一度 [新規] を選択し、以下のパスを追加します。

6.
7.

C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\
[OK] を選択します。
WorkSpace を再起動します。

Tip
環境変数のパスに項目が表示される順序が重要です。正しい順序を決定するため
に、WorkSpace の環境変数のパスを、新しく作成された WorkSpace または新しい Windows
インスタンスのパスと比較できます。

Windows モジュールインストーラーを有効にすることが必要
イメージ作成プロセスでは、Windows モジュールインストーラーサービスを有効にする必要があります。

Windows モジュールインストーラーサービスを有効にするには
1.
2.
3.
4.

Windows の検索ボックスに「services.msc」と入力して、Windows サービスマネージャーを開き
ます。
[名前] 列で、[Windows モジュールインストーラー] を見つけます。
[Windows モジュールインストーラー] を選択し、[操作]、[プロパティ] の順に選択します。
[全般] タブの [スタートアップの種類] で、[手動] または [自動] を選択します。
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5.

[OK] を選択します。

Amazon SSM Agent を無効にすることが必要
イメージの作成プロセスでは、Amazon SSM Agent サービスを無効にする必要があります。

Amazon SSM Agent サービスを無効にするには
1.

Windows の検索ボックスに「services.msc」と入力して、Windows サービスマネージャーを開き
ます。

2.

[名前] 列で、[Amazon SSM Agent] を見つけます。

3.

[Amazon SSM Agent] を選択し、[操作]、[プロパティ] の順に選択します。

4.

[全般] タブの [スタートアップの種類] で、[無効] を選択します。

5.

[OK] を選択します。

SSL3 および TLS バージョン 1.2 を有効にすることが必要
Windows に SSL/TLS を設定するには、Microsoft Windows ドキュメントの「How to Enable TLS 1.2」を
参照してください。

WorkSpace に存在できるユーザープロファイルは 1 つのみ
イメージの作成に使用している WorkSpace に存在できる WorkSpaces ユーザープロファイル (D:\Users
\username) は 1 つのみです。WorkSpace の対象ユーザーに属していないユーザープロファイルを削除し
ます。
イメージの作成用に、WorkSpace に 3 つのユーザープロファイルのみを含めることができます。
• WorkSpace の対象ユーザーのユーザープロファイル (D:\Users\username)
• デフォルトのユーザープロファイル (デフォルトプロファイルとも呼ばれます)
• 管理者ユーザープロファイル
追加のユーザープロファイルがある場合は、Windows コントロールパネルの詳細システムプロパティを使
用して削除できます。

ユーザープロファイルを削除するには
1.

詳細システムプロパティにアクセスするには、以下のいずれかを実行します。
• Windows + Pause Break キーを押し、[コントロールパネル] > [システムとセキュリティ] > [システ
ム]ダイアログボックスの左側のペインで [システムの詳細設定]を選択します。
• Windows の検索ボックスに「control panel」と入力します。コントロールパネルで、[システ
ムとセキュリティ]、[システム] の順に選択し、[コントロールパネル] > [システムとセキュリティ] >
[システム] ダイアログボックスの左側のペインで [システムの詳細設定] を選択します。

2.

[システムのプロパティ] ダイアログボックスの [詳細設定] タブで、[ユーザープロファイル] の [設定]
を選択します。

3.

管理者プロファイル、デフォルトプロファイル、および対象の WorkSpaces ユーザープロファイル以
外のプロファイルが一覧表示されている場合は、その追加のプロファイルを選択し、[削除] を選択し
ます。

4.

プロファイルを削除するかどうか尋ねられたら、[はい] を選択します。

5.

必要に応じて、ステップ 3 と 4 を繰り返し、WorkSpace に属していない他のプロファイルを削除し
ます。

6.

[OK] を 2 回選択し、コントロールパネルを閉じます。
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7.

WorkSpace を再起動します。

AppX パッケージがステージング状態になることはない
1 つ以上の AppX パッケージがステージング状態になっています。これにより、イメージの作成中に
Sysprep エラーが発生する可能性があります。

ステージングされたすべての AppX パッケージを削除するには
1.

Windows の検索ボックスに「powershell」と入力します。[管理者として実行] を選択します。

2.

「このアプリがデバイスに変更を加えることを許可しますか?」と尋ねられたら、[はい] を選択しま
す。

3.

Windows PowerShell ウィンドウで、以下のコマンドを入力して、ステージングされたすべての AppX
パッケージを一覧表示し、それぞれの後に Enter キーを押します。
$workSpaceUserName = $env:username

$allAppxPackages = Get-AppxPackage -AllUsers

$packages = $allAppxPackages |

Where-Object { `
(($_.PackageUserInformation -like "*S-1-5-18*" -and !
($_.PackageUserInformation -like "*$workSpaceUserName*")) -and `
($_.PackageUserInformation -like "*Staged*" -or
$_.PackageUserInformation -like "*Installed*")) -or `
((!($_.PackageUserInformation -like "*S-1-5-18*") -and
$_.PackageUserInformation -like "*$workSpaceUserName*") -and `
$_.PackageUserInformation -like "*Staged*")
}

4.

以下のコマンドを入力して、ステージングされたすべての AppX パッケージを削除し、Enter キーを
押します。
$packages | Remove-AppxPackage -ErrorAction SilentlyContinue

5.

Image Checker を再度実行します。それでもこのテストに失敗する場合は、以下のコマンドを入力し
て、すべての AppX パッケージを削除し、それぞれの後に Enter キーを押します。
Get-AppxProvisionedPackage -Online | Remove-AppxProvisionedPackage -Online -ErrorAction
SilentlyContinue

Get-AppxPackage -AllUsers | Remove-AppxPackage -ErrorAction SilentlyContinue

Windows が以前のバージョンからアップグレードされていないこと
イメージの作成は、あるバージョンの Windows 10 から新しいバージョンの Windows 10 にアップグレー
ドされた Windows システム (Windows の機能/バージョンのアップグレード) ではサポートされません。
イメージを作成するには、Windows の機能/バージョンのアップグレードを行っていない WorkSpace を使
用します。

Windows リアームカウントが 0 でないこと
リアーム機能を使用すると、Windows の試用バージョンのアクティベーション期間を延長できます。イ
メージ作成プロセスでは、リアームカウントを 0 以外の値にする必要があります。
206

Amazon WorkSpaces 管理ガイド
ステップ 3: カスタムイメージ
とカスタムバンドルを作成する

Windows リアームカウントを確認するには
1.

Windows の [スタート] メニューで [Windows システム] を選択し、[コマンドプロンプト] を選択しま
す。

2.

[コマンドプロンプト] ウィンドウで、以下のコマンドを入力し、Enter キーを押します。
cscript C:\Windows\System32\slmgr.vbs /dlv

リアームカウントを 0 以外の値にリセットするには、Microsoft Windows ドキュメントの「Sysprep
(Generalize) a Windows installation」を参照してください。

トラブルシューティングに関するその他のヒント
Image Checker で実行されるすべてのテストに WorkSpace が合格したにもかかわらず、WorkSpace から
イメージを作成できない場合は、以下の点を確認します。
• WorkSpace が Domain Guests グループ内のユーザーに割り当てられていないことを確認します。ドメ
インアカウントがあるかどうかを確認するには、以下の PowerShell コマンドを実行します。
Get-WmiObject -Class Win32_Service | Where-Object { $_.StartName -like "*
$env:USERDOMAIN*" }

• Windows 7 WorkSpaces のみ: イメージの作成中にユーザープロファイルをコピーしているときに問題
が発生した場合は、以下の点を確認します。
• プロファイルパスが長いと、イメージ作成エラーが発生する可能性があります。ユーザープロファイ
ル内のすべてのフォルダのパスが 261 文字未満であることを確認します。
• システムとすべてのアプリケーションパッケージに、プロファイルフォルダに対する完全なアクセス
許可を必ず付与してください。
• ユーザープロファイルのファイルがプロセスによってロックされているか、イメージの作成中に使用
されている場合、プロファイルのコピーが失敗する可能性があります。
• 一部のグループポリシーオブジェクト (GPO) では、Windows インスタンスの設定中に EC2Config サー
ビスまたは EC2Launch スクリプトによって RDP 証明書のサムプリントへのアクセスがリクエストされ
ると、そのアクセスは制限されます。イメージを作成しようとする前に、継承がブロックされて GPO
が適用されていない新しい組織単位 (OU) に、WorkSpace を移動します。
• Windows Remote Management (WinRM) サービスが自動的に開始するように設定されていることを確認
します。次の作業を行います。
1. Windows の検索ボックスに「services.msc」と入力して、Windows サービスマネージャーを開き
ます。
2. [名前] 列で、[Windows リモート管理 (WS-Management)] を見つけます。
3. [Windows リモート管理 (WS-Management)] を選択し、[操作]、[プロパティ] の順に選択します。
4. [全般] タブの [スタートアップの種類] で、[自動] を選択します。
5. [OK] を選択します。

ステップ 3: カスタムイメージとカスタムバンドルを
作成する
WorkSpace イメージを検証したら、カスタムイメージとカスタムバンドルの作成に進むことができます。

カスタムイメージとカスタムバンドルを作成するには
1.

まだ WorkSpace に接続している場合は、WorkSpaces クライアントアプリケーションで [Amazon
Workspaces]、[Disconnect] (切断) の順に選択して切断します。
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2.

https://console.aws.amazon.com/workspaces/ で WorkSpaces コンソールを開きます。

3.

ナビゲーションペインで [WorkSpaces] を選択します。

4.

WorkSpace を選択して詳細ページを開き、[Create image] (イメージ) の作成を選択しま
す。WorkSpace の状態が [Stopped] (停止) の場合、[Actions] (アクション)、[Start WorkSpaces]
(WorkSpaces の起動) の順に選択してから、[Actions] (アクション)、[Create Image] (イメージの作成)
を選択する必要があります。

Note
プログラムによってイメージを作成するには、CreateWorkspaceImage API アクショ
ンを使用します。詳細については、「Amazon WorkSpaces API リファレンス」の「
CreateWorkspaceImage」を参照してください。
5.

続行する前に WorkSpace を再起動するように求めるメッセージが表示されます。WorkSpace を再起
動すると、Amazon WorkSpaces ソフトウェアが最新バージョンに更新されます。
メッセージを閉じて、WorkSpace の再起動 (p. 182) のステップに従って WorkSpace を再起動しま
す。完了したら、この手順の Step 4 (p. 208) を繰り返します。ただし、再起動メッセージが表示さ
れたら、[次へ] を選択します。イメージを作成するには、WorkSpace のステータスが [利用可能]で、
変更の状態が [なし] である必要があります。

6.

イメージを識別するのに役立つイメージの名前と説明を入力し、[イメージの作成] を選択します。イ
メージが作成されている間、WorkSpace のステータスは [Suspended (停止)] となり、WorkSpace は
使用できません。

7.

ナビゲーションペインで [ Images] を選択します。WorkSpace のステータスが [Available] (使用可能)
に変わると、イメージは完成です (これには最長 45 分かかる場合があります)。

8.

イメージを選択し、[Actions] (アクション)、[Create bundle] (バンドルの作成) を選択します。

Note
プログラムによりバンドルを作成するには、CreateWorkspaceBundle API アク
ションを使用します。詳細については、Amazon WorkSpaces API リファレンスの
CreateWorkspaceBundle を参照してください。
9.

バンドル名と説明を入力し、次の操作を行います。
• [Bundle hardware type] (バンドルハードウェアタイプ) で、このカスタムバンドルから WorkSpaces
を起動するときに使用するハードウェアを選択します。
• [Storage settings] (ストレージ設定) で、ルートボリュームとユーザーボリュームサイズのデフォル
トの組み合わせのいずれかを選択するか、[Custom] (カスタム) を選択し、[Root volume size] (ルー
トボリュームサイズ) と [User volume size] (ユーザーボリュームサイズ) に値 (最大 2000 GB) を入
力します。
デフォルトのルートボリューム (Microsoft Windows の場合は C ドライブ、Linux の場合は /) および
ユーザーボリューム (Windows の場合は D ドライブ、Linux の場合は /home) で使用できるサイズの
組み合わせは以下のとおりです。
• ルート: 80 GB、ユーザー: 10 GB、50 GB、または 100 GB
• ルート: 175 GB、ユーザー: 100 GB
• Graphics.g4dn、GraphicsPro.g4dn、Graphics、GraphicsPro WorkSpaces のみ: ルート: 100
GB、ユーザー: 100 GB
または、ルートボリュームとユーザーボリュームをそれぞれ 2,000 GB まで拡張できます。

Note
データを確実に保持するために、WorkSpace の起動後はルートやユー
ザーボリュームのサイズを縮小できなくなります。代わりに、WorkSpace
を起動するときに、これらのボリュームの最小サイズを指定してくださ
い。Value、Standard、Performance、Power、PowerPro のいずれかの WorkSpace
は、最小 80 GB のルートボリュームおよび 10 GB のユーザーボリュームで起動できま
208

Amazon WorkSpaces 管理ガイド
Windows WorkSpaces カスタ
ムイメージに含まれるアイテム

す。Graphics.g4dn、GraphicsPro.g4dn、Graphics、GraphicsPro WorkSpace は、最小
100 GB のルートボリュームおよび 100 GB のユーザーボリュームで起動できます。
10. [Create bundle] (バンドルの作成) を選択します。
11. バンドルが作成されたことを確認するには、[Bundles] (バンドル) を選択し、バンドルが表示されてい
ることを確認します。

Windows WorkSpaces カスタムイメージに含まれるア
イテム
Windows 7 または 10 の WorkSpace からイメージを作成すると、C ドライブの内容全体が含まれます。
Windows 10 WorkSpaces の場合、D:\Users\username のユーザープロファイルはカスタムイメージに
含まれません。
Windows 7 WorkSpaces の場合、以下のものを除いて、D:\Users\username のユーザープロファイルの
内容全体が含まれます。
• 連絡先
• ダウンロード
• 音楽
• 画像
• ゲームのセーブデータ
• 動画
• ポッドキャスト
• 仮想マシン
• .virtualbox
• トレース
• appdata\local\temp
• appdata\roaming\apple computer\mobilesync\
• appdata\roaming\apple computer\logs\
• appdata\roaming\apple computer\itunes\iphone software updates\
• appdata\roaming\macromedia\flash player\macromedia.com\support\flashplayer\sys\
• appdata\roaming\macromedia\flash player\#sharedobjects\
• appdata\roaming\adobe\flash player\assetcache\
• appdata\roaming\microsoft\windows\recent\
• appdata\roaming\microsoft\office\recent\
• appdata\roaming\microsoft office\live meeting
• appdata\roaming\microsoft shared\livemeeting shared\
• appdata\roaming\mozilla\firefox\crash reports\
• appdata\roaming\mcafee\common framework\
• appdata\local\microsoft\feeds cache
• appdata\local\microsoft\windows\temporary internet files\
• appdata\local\microsoft\windows\history\
• appdata\local\microsoft\internet explorer\domstore\
• appdata\local\microsoft\internet explorer\imagestore\
• appdata\locallow\microsoft\internet explorer\iconcache\
• appdata\locallow\microsoft\internet explorer\domstore\
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• appdata\locallow\microsoft\internet explorer\imagestore\
• appdata\local\microsoft\internet explorer\recovery\
• appdata\local\mozilla\firefox\profiles\

Linux WorkSpace カスタムイメージに含まれるもの
Amazon Linux WorkSpace からイメージを作成すると、ユーザーボリューム (/home) の内容はすべて削除
されます。ルートボリューム (/) の内容は含まれますが、以下に該当するフォルダとキーは削除されます。
• /tmp
• /var/spool/mail
• /var/tmp
• /var/lib/dhcp
• /var/lib/cloud
• /var/cache
• /var/backups
• /etc/sudoers.d
• /etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules
• /etc/network/interfaces.d/50-cloud-init.cfg
• /etc/security/access.conf
• /var/log/amazon/ssm
• /var/log/pcoip-agent
• /var/log/skylight
• /var/lock/.skylight.domain-join.lock
• /var/lib/skylight/domain-join-status
• /var/lib/skylight/configuration-data
• /var/lib/skylight/config-data.json
• /home
• /etc/default/grub.d/zz-hibernation.cfg
• /etc/netplan/zz-workspaces-domain.yaml
• /etc/netplan/yy-workspaces-base.yaml
• /var/lib/AccountsService/users
以下のキーは、カスタムイメージの作成中に破棄されます。
• /etc/ssh/ssh_host_*_key
• /etc/ssh/ssh_host_*_key.pub
• /var/lib/skylight/tls.*
• /var/lib/skylight/private.key
• /var/lib/skylight/public.key

カスタム WorkSpaces バンドルの更新
既存のカスタム WorkSpaces バンドルを更新するには、バンドルに基づいて WorkSpace を変更
し、WorkSpace からイメージを作成し、新しいイメージでバンドルを更新します。更新されたバンドルを
使用して新しい WorkSpaces を起動できます。
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Important
既存の WorkSpaces は、基になっているバンドルを更新しても自動的に更新されません。更新済
みのバンドルに基づく既存の WorkSpaces を更新するには、WorkSpaces を再構築するか、一旦
削除してから再作成する必要があります。

コンソールを使用してバンドルを更新するには
1.

バンドルに基づく WorkSpace に接続し、必要な変更を加えます。たとえば、最新のオペレーティン
グシステムとアプリケーションのパッチを適用し、追加のアプリケーションをインストールすること
ができます。
または、バンドルの作成や変更に使用したイメージと同じ基本ソフトウェアパッケージ (Plus または
Standard) を使用して新しい WorkSpace を作成することもできます。

2.

まだ WorkSpace に接続している場合は、WorkSpaces クライアントアプリケーションで [Amazon
Workspaces]、[Disconnect] (切断) の順に選択して切断します。

3.

https://console.aws.amazon.com/workspaces/ で WorkSpaces コンソールを開きます。

4.

ナビゲーションペインで [WorkSpaces] を選択します。

5.

WorkSpace を選択し、[Actions]、[Create Image] を選択します。WorkSpace のステータスが
STOPPED の場合、[Actions] (アクション)、[Create Image] (イメージの作成) を選択する前に、まずそ
れを開始する必要があります ([Actions] (アクション)、[Start WorkSpaces] (WorkSpaces の起動) の順
に選択)。

6.

イメージ名と説明を入力して、[イメージの作成] を選択します。イメージが作成されている
間、WorkSpace は使用できません。イメージ作成プロセスの詳細については、カスタムの
WorkSpaces イメージとバンドルの作成 (p. 197) を参照してください。

7.

ナビゲーションペインで [ Bundles] を選択します。

8.

バンドルを選択して詳細ページを開き、[Source image] (ソースイメージ) で [Edit] (編集) を選択しま
す。

9.

[Update source image] (ソースイメージの更新) ページで、作成したイメージを選択し、[Update
bundle] (バンドルの更新) を選択します。

10. 必要に応じて、バンドルに基づく既存の WorkSpaces を更新します。更新するには、WorkSpaces
を再構築するか、これを削除してから再作成します。詳細については、「WorkSpace の再構
築 (p. 183)」を参照してください。
プログラムによりバンドルを更新するには
プログラムによりバンドルを更新するには、UpdateWorkspaceBundle API アクションを使用します。詳細
については、Amazon WorkSpaces API リファレンスの UpdateWorkspaceBundle を参照してください。

WorkSpaces のカスタムイメージのコピー
AWS リージョン内、またはリージョン間でカスタム WorkSpaces イメージをコピーできます。イメージ
をコピーすると、独自の識別子の付いた同一のイメージを作成したことになります。
コピー先のリージョンで BYOL が有効になっている限り、自分のライセンス使用 (BYOL) イメージを別の
リージョンにコピーできます。

Note
中国 (寧夏) リージョンでは、同じリージョン内でのみイメージをコピーできます。
AWS GovCloud (米国西部) リージョンで、他の AWS リージョンとの間でイメージをコピーする
には、 AWS Support にお問い合わせください。
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別の AWS アカウントによって共有されたイメージをコピーすることもできます。共有イメージの詳細に
ついては、WorkSpaces のカスタムイメージの共有または共有解除 (p. 213) を参照してください。
リージョン間のイメージのコピーに追加料金はかかりません。ただし、コピー先リージョンでのイメージ
数のクォータは適用されます。Amazon WorkSpaces クォータの詳細については、 Amazon WorkSpaces
のクォータ (p. 293) を参照してください。
イメージをコピーするための IAM 許可
IAM ユーザーを使用してイメージをコピーする場合、ユーザーには
workspaces:DescribeWorkspaceImages および workspaces:CopyWorkspaceImage のアクセス
許可が必要です。
次のポリシー例では、指定したイメージを、指定したリージョンの指定したアカウントにコピーすること
をユーザーに許可します。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"workspaces:DescribeWorkspaceImages",
"workspaces:CopyWorkspaceImage"
],
"Resource": [
"arn:aws:workspaces:us-east-1:123456789012:workspaceimage/wsi-a1bcd2efg"
]
}
]

Important
イメージを所有していないアカウントの共有イメージをコピーするための IAM ポリシーを作成す
る場合は、ARN でアカウント ID を指定できません。代わりに、次のポリシー例に示すように、
アカウント ID には * を使用する必要があります。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"workspaces:DescribeWorkspaceImages",
"workspaces:CopyWorkspaceImage"
],
"Resource": [
"arn:aws:workspaces:us-east-1:*:workspaceimage/wsi-a1bcd2efg"
]
}
]

ARN でアカウント ID を指定できるのは、コピーするイメージをそのアカウントが所有している
場合だけです。
IAM の操作方法の詳細については、WorkSpaces の Identity and Access Management (p. 253) を参照し
てください。
イメージの一括コピー

212

Amazon WorkSpaces 管理ガイド
カスタムイメージを共有/共有解除する

コンソールを使用して、イメージを 1 つずつコピーできます。イメージを一括コピーするには、
CopyWorkspaceImage API オペレーションまたは AWS Command Line Interface ( AWS CLI ) 内の copyworkspace-image コマンドを使用します。詳細については、Amazon WorkSpaces API リファレンスの
CopyWorkspaceImage または AWS CLI コマンドリファレンスの copy-workspace-image を参照してくだ
さい。

Important
共有イメージをコピーする前に、正しい AWS アカウントから共有されていることを確認しま
す。イメージが共有されているかどうかを判断し、イメージを所有している AWS アカウント
ID を確認するには、DescribeWorkSpaceImages および DescribeWorkspaceImagePermissions
API オペレーションを使用するか、AWS CLI で describe-workspace-images および describeworkspace-image-permissions コマンドを使用します。

コンソールを使用してイメージをコピーするには
1.

https://console.aws.amazon.com/workspaces/ で WorkSpaces コンソールを開きます。

2.

ナビゲーションペインで [ Images] を選択します。

3.

イメージを選択し、[Actions] (アクション)、[Copy image] (イメージをコピー) の順に選択します。

4.

[Select destination] (対象を選択する) で、イメージのコピー先の AWS リージョンを選択します。

5.

[Name of the copy] (コピーの名前) で、コピーしたイメージの新しい名前を入力し、[Description] (説
明) で、コピーしたイメージの説明を入力します。

6.

(オプション) [Tags] (タグ) で、コピーしたイメージのタグを入力します。詳細については、
「WorkSpaces のリソースにタグを付ける (p. 172)」を参照してください。

7.

[Copy image] (イメージのコピー) を選択します。

WorkSpaces のカスタムイメージの共有または共有
解除
WorkSpaces のカスタムイメージは、同じ AWS リージョン内の AWS アカウント間で共有できます。イ
メージの共有後、受取人アカウントは、必要に応じてイメージを他の AWS リージョンにコピーできま
す。イメージのコピーの詳細については、WorkSpaces のカスタムイメージのコピー (p. 211) を参照し
てください。

Note
中国 (寧夏) リージョンでは、同じリージョン内でのみイメージをコピーできます。
AWS GovCloud (米国西部) リージョンで、他の AWS リージョンとの間でイメージをコピーする
には、 AWS Support にお問い合わせください。
イメージの共有に追加料金はかかりません。ただし、AWS リージョンでのイメージ数のクォータは適用
されます。共有イメージは、受信者がイメージをコピーするまで、受信者アカウントのクォータにはカ
ウントされません。Amazon WorkSpaces クォータの詳細については、 Amazon WorkSpaces のクォー
タ (p. 293) を参照してください。
共有イメージを削除するには、そのイメージを削除する前に共有を解除する必要があります。
ライセンス持ち込みのイメージを共有する
Bring-Your-Own-License (BYOL) イメージは、BYOL が有効になっている AWS アカウントとのみ共有でき
ます。BYOL イメージを共有する先の AWS アカウントも、同じ組織の一部である (同じ支払いアカウント
に属する) 必要があります。
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Note
AWS GovCloud (米国西部) リージョンでは、 AWS アカウント間での BYOL イメージの共有は、
現時点ではサポートされていません。 AWS GovCloud (米国西部) リージョンのアカウント間で
BYOL イメージを共有するには、AWS Support にお問い合わせください。
自分に共有されたイメージ
自分にイメージが共有された場合は、コピーできます。その後、共有イメージのコピーを使用して、新し
い WorkSpaces を起動するためのバンドルを作成できます。

Important
共有イメージをコピーする前に、正しい AWS アカウントから共有されているこ
とを確認します。イメージが共有されているかどうかをプログラムで判断するに
は、DescribeWorkSpaceImages および DescribeWorkspaceImagePermissions API オペレーショ
ンを使用するか、 AWS Command Line Interface (CLI) で describe-workspace-images および
describe-workspace-image-permissions コマンドを使用します。
自分に共有されたイメージに対して表示される作成日は、イメージが最初に作成された日付であり、イ
メージが自分に共有された日付ではありません。
自分にイメージが共有されている場合、そのイメージを他のアカウントと共有することはできません。

イメージを共有するには
1.
2.

https://console.aws.amazon.com/workspaces/ で WorkSpaces コンソールを開きます。
ナビゲーションペインで [ Images] を選択します。

3.
4.

イメージを選択して、詳細ページを開きます。
イメージの詳細ページの [Shared accounts (共有アカウント)] セクションで、[Add account (アカウン
トの追加)] を選択します。
[Add account (アカウントの追加)] ページの [Add account to share with (共有するアカウントの追加]
で、イメージの共有先のアカウントのアカウント ID を入力します。

5.

Important

6.

イメージを共有する前に、共有先の AWS アカウントの ID が正しいことを確認してくださ
い。
[Share image (イメージの共有)] を選択します。

Note
共有イメージを使用するには、まず受信者アカウントでイメージをコピー (p. 211)する
必要があります。その後、受取人アカウントは、共有イメージのコピーを使用して新しい
WorkSpaces を起動するためのバンドルを作成できます。

イメージの共有を停止するには
1.
2.
3.

https://console.aws.amazon.com/workspaces/ で WorkSpaces コンソールを開きます。
ナビゲーションペインで [ Images] を選択します。
イメージを選択して、詳細ページを開きます。

4.

イメージの詳細ページの [Shared accounts (共有アカウント)] セクションで、共有を停止する AWS ア
カウントを選択し、[Unshare (共有解除)] を選択します。
イメージの共有解除を確認するメッセージが表示されたら、[Unshare (共有解除)] を選択します。

5.

Note
共有を解除した後にイメージを削除する場合、まず共有されているすべてのアカウントから
そのイメージの共有を解除する必要があります。
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イメージの共有を解除すると、受信者アカウントはイメージのコピーを作成できなくなります。ただし、
受取人アカウント内に既に存在する共有イメージのコピーは、このアカウント内に残り、これらのコピー
から新しい WorkSpaces を起動できます。
プログラムによりイメージを共有または共有解除するには
プログラムによりイメージを共有または共有を解除するには、UpdateWorkspaceImagePermission
APIオペレーションまたは update-workspace-image-permission AWS Command Line Interface
( AWS CLI ) コマンドを使用します。イメージが共有されているかどうかを確認するに
は、DescribeWorkspaceImagePermissions API オペレーションまたは describe-workspace-imagepermissions CLI コマンドを使用します。

カスタムの WorkSpaces バンドルまたはイメージ
の削除
必要に応じて、未使用のカスタムバンドルまたはカスタムイメージを削除できます。

バンドルを削除する
バンドルを削除するには、最初にバンドルに基づくすべての WorkSpaces を削除する必要があります。

コンソールを使用してバンドルを削除するには
1.

https://console.aws.amazon.com/workspaces/ で WorkSpaces コンソールを開きます。

2.

ナビゲーションペインで [ Bundles] を選択します。

3.

バンドルを選択し、[Delete] (削除) を選択します。

4.

確認を求めるメッセージが表示されたら、[Delete] を選択します。

プログラムによりバンドルを削除するには
プログラムによりバンドルを削除するには、DeleteWorkspaceBundle API アクションを使用します。詳細
については、Amazon WorkSpaces API リファレンスの DeleteWorkspaceBundle を参照してください。

イメージを削除します。
カスタムバンドルを削除した後で、バンドルの作成または更新に使用したイメージを削除できます。
イメージを削除するには、まずそのイメージに関連付けられているバンドルを削除するか、別のソースイ
メージを使用するようにそれらのバンドルを更新する必要があります。また、他のアカウントと共有され
ている場合は、イメージの共有を解除する必要があります。また、イメージは [Pending] (保留中) または
[Validating] (検証中) 状態になることもできません。

コンソールを使用してイメージを削除するには
1.

https://console.aws.amazon.com/workspaces/ で WorkSpaces コンソールを開きます。

2.

ナビゲーションペインで [ Images] を選択します。

3.

イメージを選択し、[Delete] (削除) を選択します。

4.

確認を求めるメッセージが表示されたら、[Delete] を選択します。

プログラムによりイメージを削除するには
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プログラムによりイメージを削除するには、DeleteWorkspaceImage API アクションを使用します。詳細
については、Amazon WorkSpaces API リファレンスの DeleteWorkspaceImage を参照してください。

自分の Windows デスクトップライセンスを使用す
る
Microsoft とのライセンス契約で許可されていれば、WorkSpaces にお客様の Windows 10 Enterprise ま
たは Windows 10 Pro デスクトップライセンスを使用できます。そのためには、 Bring Your Own License
(BYOL) と、以下の要件を満たす Windows 10 ライセンスを用意する必要があります。AWS での Microsoft
ソフトウェアの使用に関する詳細については、Amazon Web Services と Microsoftを参照してください。
Microsoft ライセンス条項に準拠するために、AWS は、AWS クラウド内の専有ハードウェアで BYOL
WorkSpaces を実行します。独自のライセンスを持ち込むことで、ユーザーに一貫したエクスペリエンス
を提供できます。詳細については、WorkSpaces の料金を参照してください。

Important
イメージの作成は、あるバージョンの Windows 10 から新しいバージョンの Windows 10 にアッ
プグレードされた Windows 10 システム (Windows の機能/バージョンのアップグレード) ではサ
ポートされません。ただし、Windows の累積的な更新プログラムまたはセキュリティ更新プログ
ラムは、WorkSpaces のイメージ作成プロセスでサポートされます。
目次
• 要件 (p. 216)
• BYOL でサポートされる Windows のバージョン (p. 218)
• BYOL イメージに Microsoft Office を追加する (p. 218)
• ステップ 1: Amazon WorkSpaces コンソールを使用して、お客様のアカウントの BYOL 適格性を確認
する (p. 221)
• ステップ 2: Amazon WorkSpaces コンソールを使用して、アカウントのために BYOL を有効にす
る (p. 222)
• ステップ 3: Windows VM 上で BYOL Checker PowerShell スクリプトを実行する (p. 223)
• ステップ 4: VM を仮想化環境からエクスポートする (p. 224)
• ステップ 5: イメージとして VM を Amazon EC2 にインポートする (p. 225)
• ステップ 6: WorkSpaces コンソールを使用して BYOL イメージを作成する (p. 225)
• ステップ 7: BYOL イメージからカスタムバンドルを作成する (p. 226)
• ステップ 8: WorkSpaces の専用ディレクトリを登録する (p. 226)
• ステップ 9: BYOL WorkSpaces を起動する (p. 227)

要件
開始する前に、以下の点を確認してください。
• Microsoft の使用許諾契約書では、仮想ホスト環境で Windows を実行できます。
• GPU 非対応のバンドル (Graphics.g4dn、GraphicsPro.g4dn、Graphics、GraphicsPro 以外のバンドル)
を使用する場合は、リージョンごとに 100 以上の WorkSpaces を使用することになります。これらの
100 の WorkSpaces は、AlwaysOn WorkSpace と AutoStop WorkSpace の任意の組み合わせにするこ
とができます。専有ハードウェアで WorkSpaces を実行するには、リージョンごとに少なくとも 100 の
WorkSpaces を使用する必要があります。専有ハードウェアでの WorkSpaces の実行は、Microsoft との
ライセンス契約の要件を満たすために必要です。専有ハードウェアは AWS 側でプロビジョニングされ
るため、VPC はデフォルトのテナンシーに留まることができます。
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GPU 対応のバンドル (Graphics.g4dn、GraphicsPro.g4dn、Graphics、GraphicsPro) の使用を予定して
いる場合は、リージョンごとに 1 か月あたり最低 4 つの AlwaysOn または 20 の AutoStop GPU 対応
WorkSpaces を専用ハードウェアで実行することを確認してください。

Note
• 現時点では、Graphics.g4dn、GraphicsPro.g4dn、Graphics、GraphicsPro バンドル
は、PCoIP プロトコルのためにのみ作成できます。
• グラフィックスおよび GraphicsPro バンドルは、現在アジアパシフィック (ムンバイ) リー
ジョンでは利用できません。
• 現時点では、Graphics.g4dn、GraphicsPro.g4dn、Graphics、GraphicsPro バンドルは、アフ
リカ (ケープタウン) リージョンではご利用いただけません。
• アフリカ (ケープタウン) リージョンで WorkSpaces を実行するには、アフリカ (ケープタウ
ン) リージョンで最低 400 の WorkSpaces を実行する必要があります。
• WorkSpaces では、IP アドレス範囲 /16 で管理インターフェイスを使用できます。この管理インター
フェイスは、インタラクティブなストリーミング用にセキュアな WorkSpaces 管理ネットワークに接続
されます。これにより、WorkSpaces がユーザーの WorkSpaces を管理できるようになります。詳細に
ついては、「ネットワークインターフェイス (p. 29)」を参照してください。この目的のために、次の IP
アドレス範囲のうち少なくとも 1 つから /16 ネットマスクを予約する必要があります。
• 10.0.0.0/8
• 100.64.0.0/10
• 172.16.0.0/12
• 192.168.0.0/16
• 198.18.0.0/15

Note
• WorkSpaces サービスを採用すると、使用可能な管理インターフェイスの IP アドレス範囲が
頻繁に変更されます。現在使用可能な範囲を確認するには、 list-available-management-cidrranges AWS Command Line Interface (AWS CLI) コマンドを実行します。
• 選択した /16 CIDR ブロックに加えて、すべての AWS リージョンの管理インターフェイスト
ラフィックには 54.239.224.0/20 IP アドレス範囲が使用されます。
• BYOL WorkSpaces の Microsoft Windows および Microsoft Office KMS アクティベーションに必要な管
理インターフェイスポートを開いていることを確認します。詳細については、「管理インターフェイス
ポート (p. 31)」を参照してください。
• サポートされている 64 ビットバージョンの Windows を実行する仮想マシン (VM) があります。サポー
トされているバージョンのリストについては、このトピックの BYOL でサポートされる Windows の
バージョン (p. 218) セクションを参照してください 。VM は、以下の条件も満たす必要があります。
• Windows オペレーティングシステムは、キー管理サーバーに対してアクティブにする必要がありま
す。
• Windows オペレーティングシステムのメイン言語が [英語 (米国)] であることを確認してください。
• Windows に付属していないソフトウェアを VM にインストールすることはできません。後でカスタム
イメージを作成するときに、ウイルス対策ソリューションなどのソフトウェアを追加することができ
ます。
• イメージを作成する前に、デフォルトのユーザープロファイル (C:\Users\Default) をカスタマイ
ズしたり、他のカスタマイズを行ったりしないでください。すべてのカスタマイズは、イメージの作
成後に行う必要があります。グループポリシーオブジェクト (GPO) を使用してユーザープロファイル
をカスタマイズし、イメージの作成後に適用することをお勧めします。これは、GPO を使用して行わ
れたカスタマイズは簡単に変更またはロールバックでき、デフォルトのユーザープロファイルに対し
て行われたカスタマイズよりもエラーが発生しにくいためです。
• イメージを共有する前に、ローカル管理者アクセスが許可された WorkSpaces_BYOL アカウントを作
成することをお勧めします。このアカウントのパスワードは後で必要になる可能性があるため、メモ
しておいてください。
217

Amazon WorkSpaces 管理ガイド
BYOL でサポートされる Windows のバージョン

• VM は、最大サイズが 70 GB、空き容量が 10 GB 以上の 1 つのボリューム上にあることが必要です。
また、BYOL イメージの Microsoft Office へのサブスクライブを計画している場合は、VM は最大サイ
ズが 70 GB で、20 GB 以上の空き容量を持つ 1 つのボリューム上に存在する必要があります。
• VM は Windows PowerShell バージョン 4 以降を実行する必要があります。
• ステップ 3: Windows VM 上で BYOL Checker PowerShell スクリプトを実行する (p. 223) で BYOL
チェッカースクリプトを実行する前に、最新の Microsoft Windows パッチがインストールされているこ
とを確認してください。

Note
BYOL AutoStop WorkSpaces の場合、多数の同時ログインにより、WorkSpaces が使用可能にな
るまでの時間が大幅に長くなる可能性があります。BYOL AutoStop WorkSpaces に多くのユー
ザーが同時にログインすることが想定される場合は、アカウントマネージャーにご相談くださ
い。

BYOL でサポートされる Windows のバージョン
VM は、次のいずれかの Windows バージョンで実行する必要があります。
• Windows 10 バージョン 2004 (2020 年 5 月の更新)
• Windows 10 Version 20H2 (2020 年 10 月の更新プログラム)
• Windows 10 バージョン 21H1 (2021 年 5 月の更新)
• Windows 10 バージョン 21H2 (2021 年 12 月の更新)
サポートされているすべての OS バージョンは、WorkSpaces を使用している AWS リージョンで使
用可能なすべてのコンピューティングタイプをサポートします。Microsoft でサポートされなくなった
Windows のバージョンは、動作が保証されておらず、AWS Support によってサポートされていません。

Note
現時点では BYOL では Windows 10 N バージョンはサポートされていません。

BYOL イメージに Microsoft Office を追加する
BYOL イメージの取り込みプロセス中に、Windows 10 を使用している場合は、 を通じて Microsoft Office
Professional 2016 (32 ビット) または 2019 (64 ビット) にサブスクライブするオプションがありますAWS
このオプションを選択すると、Office は BYOL イメージにプレインストールされ、このイメージから起動
する WorkSpaces に含まれます。
AWS 経由で Office にサブスクライブする場合は、追加料金が適用されます。詳細について
は、WorkSpaces の料金を参照してください。

Important
• BYOL イメージの作成に使用している VM に Microsoft Office が既にインストールされている場
合は、 から Office をサブスクライブする場合は、VM からアンインストールする必要がありま
すAWS
• AWS を通じて Office にサブスクライブする予定がある場合は、VM に少なくとも 20 GB の空
きディスク容量があることを確認してください。

Note
Graphics.g4dn および GraphicsPro.g4dn BYOL イメージは Office 2019 のみをサポートしてお
り、Office 2016 はサポートしていません。
Office のサブスクライブを選択した場合、BYOL イメージの取り込み処理には最低 3 時間かかります。
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BYOL 取り込みプロセス中の Office へのサブスクライブの詳細については、ステップ 6: WorkSpaces コン
ソールを使用して BYOL イメージを作成する (p. 225) を参照してください。
オフィスの言語設定
Office サブスクリプションに使用する言語は、BYOL イメージの取り込みを実行する AWS リージョンに
基づいて選択されます。例えば、アジアパシフィック (東京) リージョンで BYOL イメージの取り込みを実
行している場合、Office サブスクリプションの言語は日本語になります。
既定では、頻繁に使用する Office 言語パックが WorkSpaces にインストールされます。目的の言語パック
がインストールされていない場合は、Microsoft から追加の言語パックをダウンロードできます。詳細につ
いては、Microsoft のドキュメントの「 Office 用言語アクセサリパック」を参照してください。
Office の言語を変更するには、いくつかのオプションがあります。

オプション 1: 個々のユーザーが Office の言語設定をカスタマイズできるように
する
個々のユーザーは、WorkSpaces で Office の言語設定を調整できます。詳細については、Microsoft ドキュ
メントの「Office で編集言語または作成言語を追加する、または言語の基本設定を設定する」を参照して
ください。

オプション 2: GPO 管理用テンプレート (.admx/.adml) を使用して、すべての
WorkSpaces ユーザーに対して既定の Office 言語設定を強制する
グループポリシーオブジェクト (GPO) 設定を使用して、WorkSpaces ユーザーに対して既定の Office 言語
設定を適用できます。

Note
WorkSpaces ユーザーは、GPO によって適用される言語設定を上書きすることはできません。
GPO を使用して Office の言語を設定する方法の詳細については、Microsoft のドキュメントの「Office の
言語設定と設定をカスタマイズする」を参照してください。Office 2016 と Office 2019 では、同じ GPO
設定が使用されます (Office 2016 とラベル付けされています)。
GPO を使用するには、Active Directory 管理ツールをインストールする必要があります。Active Directory
管理ツールを使用して GPO を操作する方法については、WorkSpaces の Active Directory 管理ツールを設
定する (p. 107) を参照してください。
Office 2016 または Office 2019 のポリシー設定を設定する前に、Microsoft ダウンロードセンターか
ら Office の管理用テンプレートファイル (.admx/.adml) をダウンロードする必要があります。管理用
テンプレートファイルをダウンロードしたら、office16.admx および office16.adml ファイルを
WorkSpaces ディレクトリのドメインコントローラーのセントラルストアに追加する必要があります。
(office16.admx および office16.adml ファイルは、Office 2016 と Office 2019 の両方に適用されま
す)。.admx および .adml ファイルの操作の詳細については、Microsoft のドキュメントの「Windows で
グループポリシー管理用テンプレートのセントラルストアを作成および管理する方法」を参照してくださ
い。
次の手順では、セントラルストアを作成し、管理用テンプレートファイルをそのストアに追加する方法に
ついて説明します。ディレクトリ管理用の WorkSpace または WorkSpaces ディレクトリに参加している
Amazon EC2 インスタンスで、次の手順を実行します。

Office のグループポリシー管理用テンプレートファイルをインストールするには
1.

Microsoft ダウンロードセンターから Office の管理用テンプレートファイル (.admx/.adml) をダウン
ロードします。

2.

ディレクトリ管理 WorkSpace または WorkSpaces ディレクトリに参加している Amazon EC2 インス
タンスで、Windows エクスプローラーを開き、アドレスバーに \\example.com のような組織の完
全修飾ドメイン名 (FQDN) を入力します。
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3.

SYSVOL フォルダを開きます。

4.

FQDN という名前のフォルダを開きます。

5.

Policies フォルダを開きます。今、\\FQDN\SYSVOL\FQDN\Policies に入っているはずです。

6.

まだ存在しない場合は、PolicyDefinitions という名前のフォルダを作成します。

7.

PolicyDefinitions フォルダを開きます。

8.

office16.admx ファイルを \\FQDN\SYSVOL\FQDN\Policies\PolicyDefinitions フォルダ
にコピーします。

9.

PolicyDefinitions フォルダに en-US という名前のフォルダを作成します。

10. en-US フォルダを開きます。
11. office16.adml ファイルを \\FQDN\SYSVOL\FQDN\Policies\PolicyDefinitions\en-US
フォルダにコピーします。

Office の GPO 言語設定を設定するには
1.

ディレクトリ管理 WorkSpace または WorkSpaces ディレクトリに参加している Amazon EC2 インス
タンスで、グループポリシー管理ツール (gpmc.msc) を開きます。

2.

フォレスト ([フォレスト:FQDN]) を展開します。

3.

[ドメイン] を展開します。

4.

FQDN を展開します (example.com など)。

5.

FQDN を選択し、コンテキスト (右クリック) メニューを開くか、[アクション] メニューを開き、[この
ドメインに GPO を作成し、ここにリンクする] を選択します。

6.

GPO に名前を付けます (Office など)。

7.

GPO を選択し、コンテキスト (右クリック) メニューを開くか、[アクション] メニューを開き、[編集]
を選択します。

8.

[グループポリシー管理エディタ] で、[ユーザー設定]、[ポリシー]、[ローカルコンピュータから取得し
た管理用テンプレートポリシー定義 (ADMX ファイル)]、[Microsoft Office 2016]、[言語設定] の順に選
択します。

Note
Office 2016 と Office 2019 では、同じ GPO 設定が使用されます (Office 2016 とラベル付
けされています)。 [User Configuration] (ユーザー設定) で、[Administrative Template Policy
definitions (ADMX files) retrieved from the local computer] (ローカルコンピュータから取
得した管理用テンプレートポリシー定義 (ADMX ファイル)) が表示されない場合は、[ポリ
シー]、office16.admx ファイル、および office16.adml ファイルがドメインコント
ローラーに正しくインストールされていません。
9.

[言語設定] で、次の設定で使用する言語を指定します。各設定を [有効] に設定し、[オプション] で目
的の言語を選択します。[OK] を選択して各設定を保存します。
• [表示言語] > [ヘルプを表示]
• [表示言語] > [メニューとダイアログボックスを表示]
• [編集言語] > [主要編集言語]

10. 終了したら、グループポリシー管理ツールを閉じます。
11. グループポリシー設定の変更は、WorkSpace の次回のグループポリシーの更新後、および
WorkSpace セッションの再起動後に有効になります。グループポリシーの変更を適用するには、次の
いずれかを実行します。
• WorkSpaces を再起動します (Amazon WorkSpaces コンソールで、WorkSpace を選択
し、[Actions] (アクション)、[Reboot WorkSpaces] (WorkSpaces の再起動) を選択します)。
• 管理コマンドプロンプトから、gpupdate /force と入力します。
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オプション 3: WorkSpaces で Office 言語のレジストリ設定を更新する
レジストリを使用して Office の言語設定を設定するには、次のレジストリ設定を更新します。
• HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Office\16.0\Common\LanguageResources\UILanguage
• HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Office\16.0\Common\LanguageResources
\HelpLanguage
これらの設定では、適切な Office ロケール ID (LCID) を持つ DWORD キー値を追加します。たとえば、英
語 (米国) の LCID は 1033 です。LCID は 10 進数であるため、DWORD 値の [基本] オプションを [10 進数]
に設定する必要があります。Office LCID の一覧については、Microsoft のドキュメントの「Office 2016 の
言語識別子および OptionState ID の値」を参照してください。
GPO 設定またはログオンスクリプトを使用して、これらのレジストリ設定を WorkSpaces に適用できま
す。
Office の言語設定の操作の詳細については、Microsoft のドキュメントの「Office の言語設定と設定をカス
タマイズする」を参照してください。
既存の BYOL WorkSpaces に Office を追加する
Office のサブスクリプションを既存の BYOL WorkSpaces に追加することもできます。Office をインス
トールして BYOL バンドルを作成したら、WorkSpaces 移行機能を使用して、既存の BYOL WorkSpaces
を Office にサブスクライブしている BYOL バンドルに移行できます。詳細については、「WorkSpace の
移行 (p. 191)」を参照してください。
Microsoft Office のバージョン間で移行する
Office 2016 から Office 2019 または Office 2019 から Office 2016 に移行するには、移行先の Office のバー
ジョンにサブスクライブされている BYOL バンドルを作成する必要があります。次に、WorkSpaces の移
行機能を使用して、Office にサブスクライブされている既存の BYOL WorkSpaces を移行する Office の
バージョンにサブスクライブされている BYOL バンドルに移行します。
たとえば、Office 2016 から Office 2019 に移行するには、Office 2019 に登録されている BYOL バンドル
を作成します。次に、WorkSpaces 移行機能を使用して、Office 2016 にサブスクライブされている既存の
BYOL WorkSpaces を Office 2019 にサブスクライブされている BYOL バンドルに移行します。
移行プロセスの詳細については、WorkSpace の移行 (p. 191) を参照してください。
Office からサブスクリプションを解除する
Office の登録を解除するには、Office に登録されていない BYOL バンドルを作成する必要があります。次
に、WorkSpaces の移行機能を使用して、既存の BYOL WorkSpaces を Office にサブスクライブしていな
い BYOL バンドルに移行します。詳細については、「WorkSpace の移行 (p. 191)」を参照してください。
Office のアップデート
AWS を通じて Office にサブスクライブしている場合、Office の更新プログラムは通常の Windows 更新
プログラムの一部として含まれます。セキュリティパッチおよび更新プログラムを最新の状態に保つに
は、BYOL のベースイメージを定期的にアップデートすることをお勧めします。

ステップ 1: Amazon WorkSpaces コンソールを使用し
て、お客様のアカウントの BYOL 適格性を確認する
BYOL のアカウントを有効にする前に、検証プロセスを経て BYOL 適格性を確認する必要があります。
このプロセスを完了するまで、Amazon WorkSpaces コンソールで [Enable BYOL] (BYOL の有効化) オプ
ションは使用できません。
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Note
検証プロセスには少なくとも 1 営業日かかります。また、同じ基盤となるハードウェアを使用す
るようにするために 2 つ以上の BYOL 対応の AWS アカウントをリンクする場合には、より長い
時間を要する場合があります。

Amazon WorkSpaces コンソールを使用して アカウントの BYOL 適格性を確認するには
1.

https://console.aws.amazon.com/workspaces/ で WorkSpaces コンソールを開きます。

2.

ナビゲーションウィンドウで、[Account Settings] (アカウント設定) を選択し、[Bring your own license
(BYOL)] で [View WorkSpaces BYOL settings] (WorkSpaces BYOL 設定を表示) を選択します。アカウ
ントが現在 BYOL の対象になっていない場合は、次のステップに関するガイダンスがメッセージに表
示されます。使用を開始するには、AWS アカウントマネージャーまたは営業担当者にお問い合わせい
ただくか、AWS Support センターにお問い合わせください。担当者が BYOL 適格性を検証します。
BYOL 適格性を判断するには、お客様から特定の情報を担当者にご提供いただく必要があります。例
えば、次の質問への回答を求められる場合があります。
• 前述の BYOL 要件 (p. 216)を確認して承諾しましたか?
• アカウントを BYOL 対応とする必要がある AWS リージョンはどこですか?
• デプロイする予定の BYOL WorkSpaces は AWS リージョンごとにいくつありますか?
• ランプアップ計画はどのような内容ですか?
• WorkSpaces をリセラーから購入していますか?
• BYOL にはどのようなバンドルタイプが必要ですか?
• 同じリージョンで BYOL 対応となっている他の AWS アカウントはありますか? ある場合、同じ基
盤となるハードウェアを使用するように、これらのアカウントをリンクしますか?
アカウントがリンクされると、BYOL 適格性を判断するために、これらのアカウントにデプロイさ
れた WorkSpaces の総数が集計されます。アカウントのリンクには、通常よりも長い時間を要する
ことに注意してください。アカウントをリンクする場合は、担当者にアカウント番号を提供できる
ように準備しておいてください。

3.

BYOL 適格性が確認されたら、次のステップに進むことができます。ここで、Amazon WorkSpaces
コンソールで、アカウントのために BYOL を有効にします。

ステップ 2: Amazon WorkSpaces コンソールを使用し
て、アカウントのために BYOL を有効にする
アカウントの BYOL を有効にするには、管理ネットワークインターフェイスを指定する必要があります。
このインターフェイスは、セキュアな Amazon WorkSpaces 管理ネットワークに接続されています。これ
は、Amazon WorkSpaces クライアントへの WorkSpace デスクトップのインタラクティブストリーミング
や、Amazon WorkSpaces が WorkSpace を管理できるようにするために使用されます。

Note
この手順をリージョン別に 1 回のみ実行することで、アカウントの BYOL を有効にできます。

Amazon WorkSpaces コンソールを使用してアカウントの BYOL を有効にするには
1.

https://console.aws.amazon.com/workspaces/ で WorkSpaces コンソールを開きます。

2.

ナビゲーションウィンドウで、[Account Settings] (アカウント設定) を選択し、[Bring your own license
(BYOL)] で [View WorkSpaces BYOL settings] (WorkSpaces BYOL 設定を表示) を選択します。

3.

[Account Settings] (アカウント設定) ページの [Bring Your Own License (BYOL)] で、[Enable BYOL]
(BYOL の有効化) を選択します。
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[Enable BYOL] (BYOL の有効化) オプションが表示されない場合は、お客様のアカウントは現在
BYOL 適格ではありません。詳細については、「ステップ 1: Amazon WorkSpaces コンソールを使用
して、お客様のアカウントの BYOL 適格性を確認する (p. 221)」を参照してください。
4.

[Bring Your Own License (BYOL)] の [管理ネットワークインターフェイス IP アドレス範囲] エリア
で、IP アドレス範囲を選択し、[使用可能な CIDR ブロックを表示] を選択します。
Amazon WorkSpaces は、指定した範囲内で使用可能な IP アドレス範囲を検索し、IPv4 クラスレス
ドメイン間ルーティング (CIDR) ブロックとして表示します。特定の IP アドレス範囲が必要な場合
は、検索範囲を編集することができます。

Important
IP アドレス範囲を指定すると、変更することはできません。内部ネットワークによって使用
される範囲と競合しない IP アドレス範囲が指定されていることを確認します。指定する範囲
について質問がある場合は、続行する前に AWS アカウントマネージャーまたは営業担当者
に連絡するか、 AWS Supportセンターに連絡してください。
5.

結果のリストから必要な CIDR ブロックを選択し、[BYOL を有効にする] を選択します。
このプロセスには数時間かかることがあります。WorkSpaces によって、BYOL のアカウントが有効
になっていれば、次のステップに進みます。

ステップ 3: Windows VM 上で BYOL Checker
PowerShell スクリプトを実行する
アカウントの BYOL が有効になったら、VM が BYOL の要件を満たしていることを確認する必要がありま
す。確認するには、以下のステップで、WorkSpaces BYOL Checker PowerShell スクリプトをダウンロー
ドして実行します。このスクリプトでは、使用する VM 上で一連のテストを実行してイメージを作成しま
す。

Important
BYOL で使用する前に、VM がすべてのテストにパスする必要があります。

BYOL Checker スクリプトをダウンロードするには
BYOL Checker スクリプトをダウンロードして実行する前に、Windows の最新セキュリティアップデート
が VM にインストールされていることを確認してください。このスクリプトの実行中、Windows Update
サービスは無効化されます。
1.

BYOL Checker スクリプトの .zip ファイルを https://tools.amazonworkspaces.com/BYOLChecker.zip
から Downloads フォルダにダウンロードします。

2.

Downloads フォルダに、BYOL フォルダを作成します。

3.

BYOLChecker.zip からファイルを抽出し、Downloads\BYOL フォルダにコピーします。

4.

Downloads\BYOLChecker.zip フォルダを削除して、抽出されたファイルのみが残るようにしま
す。

以下のステップで、BYOL Checker スクリプトを実行します。

BYOL Checker スクリプトを実行するには
1.

Windows デスクトップから、Windows PowerShell を開きます。Windows の [Start (スタート)] ボタン
を選択して [Windows PowerShell] を右クリックし、[Run as administrator (管理者として実行)] を選択
します。ユーザーアカウント制御によって、PowerShell がデバイスに変更を加えることを許可するか
どうかを選択するメッセージが表示されたら、[はい] を選択します。
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2.

PowerShell コマンドプロンプトで、BYOL Checker スクリプトが配置されているディレクトリに移動
します。たとえば、スクリプトが Downloads\BYOL ディレクトリにある場合は、以下のコマンドを
入力し、Enter キーを押します。
cd C:\Users\username\Downloads\BYOL

3.

次のコマンドを入力して、コンピュータ上の PowerShell 実行ポリシーを更新します。これによ
り、BYOL Checker スクリプトで以下を実行できるようになります。
Set-ExecutionPolicy Unrestricted

4.

PowerShell 実行ポリシーを変更するかどうかの確認を求められたら、A と入力することで、すべての
項目に「はい」を指定します。

5.

次のコマンドを入力して、BYOL Checker スクリプトを実行します。
.\BYOLChecker.ps1

6.

セキュリティ通知が表示されたら、R キーを押して 1 回実行します。

7.

[WorkSpaces Image Validation] (WorkSpaces イメージ検証) ダイアログボックスで、[Begin Tests] (テ
ストの開始) を選択します。

8.

各テストが完了したら、テストのステータスを表示できます。いずれかのテストで [Failed (失敗)] ス
テータスが表示された場合は、[Info (情報)] を選択して、失敗の原因となった問題の解決方法に関する
情報を表示します。いずれかのテストで [WARNING (警告)] ステータスが表示された場合は、[Fix All
Warnings (すべての警告の修正)] ボタンを選択します。

9.

該当する場合は、テストのエラーや警告の原因となる問題を解消し、VM がすべてのテストにパスす
るまで Step 7 (p. 224) と Step 8 (p. 224) を繰り返します。VM をエクスポートする前に、エラー
や警告はすべて解消する必要があります。

10. BYOL スクリプトチェッカーによって 2 種類のログファイル (BYOLPrevalidationlogYYYY-MMDD_HHmmss.txt および ImageInfo.text) が生成されます。これらのファイルは、BYOL Checker
スクリプトファイルを含むディレクトリにあります。

Tip
これらのファイルを削除しないでください。問題が発生した場合、それらのファイルはトラ
ブルシューティングに役立つことがあります。
11. VM がすべてのテストに合格すると、「Validation Successful (検証に成功しました)」というメッセー
ジが表示されます。ツールに表示される VM のロケール設定を確認します。ロケール設定を更新する
には、Microsoft ドキュメントのこちらの手順に従って、BYOL Checker スクリプトを再実行します。
12. VM をシャットダウンし、そのスナップショットを作成します。
13. 仮想マシンを再起動します。[Run Sysprep] を選択します。Sysprep が成功した場合、Step
12 (p. 224) の後にエクスポートした VM を Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) にイン
ポートできます。それ以外の場合は、Sysprep ログを確認し、Step 12 (p. 224) で作成したスナップ
ショットにロールバックして、レポートされた問題を解決します。その後、新しいスナップショット
を作成して、BYOL Checker スクリプトを再度実行します。
Sysprep が失敗する代表的な原因は、Modern Appx Packages が一部のユーザーにインストールされ
ていないことです。Remove-AppxPackage PowerShell コマンドレットを使用して、AppX パッケージ
を削除します。
14. イメージが正常に作成されたら、WorkSpaces_BYOL アカウントを削除できます。

ステップ 4: VM を仮想化環境からエクスポートする
BYOL のイメージを作成するには、まず仮想化環境から VM をエクスポートします。VM は、最大サイズ
が 70 GB、空き容量が 10 GB 以上の 1 つのボリューム上にあることが必要です。詳細については、仮想化
環境に関するドキュメント、およびVM Import/Export ユーザーガイドの VM をその仮想化環境からエクス
ポートするを参照してください。
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ステップ 5: イメージとして VM を Amazon EC2 にイ
ンポートする
VM をエクスポートしたら、VM から Windows オペレーティングシステムをインポートするための要件を
確認します。必要に応じてアクションを実行します。詳細については、VM Import/Export 要件を参照して
ください。

Note
暗号化されたディスクを持つ VM のインポートはサポートされていません。Amazon Elastic Block
Store (Amazon EBS) ボリュームのデフォルトの暗号化を選択した場合は、VM をインポートする
前にこのオプションの選択を解除する必要があります。
Amazon マシンイメージ (AMI) として VM を Amazon EC2 にインポートします。次のいずれかの方法を使
用します。
• AWS CLI で import-image コマンドを使用します。詳細については、AWS CLI コマンドリファレンスの
import-image を参照してください。
• ImportImage API オペレーションを使用します。詳細については、Amazon EC2 API リファレンスの
ImportImage を参照してください。
詳細については、VM Import/Export ユーザーガイドのイメージとして VM をインポートするを参照してく
ださい。

ステップ 6: WorkSpaces コンソールを使用して BYOL
イメージを作成する
以下のステップで、WorkSpaces BYOL イメージを作成します。

Note
この手順を実行するには、以下を行うための AWS Identity and Access Management (IAM) 許可が
あることを確認します。
• WorkSpaces ImportWorkspaceImage の呼び出し。
• BYOL イメージの作成に使用する Amazon EC2 イメージでの AmazonEC2 DescribeImages
の呼び出し。
• BYOL イメージの作成に使用する Amazon EC2 イメージでの AmazonEC2
ModifyImageAttribute の呼び出し。Amazon EC2 イメージの起動のためのアクセス許可が
制限されていないことを確認します。イメージは、BYOL イメージ作成プロセスを通じて共有
可能である必要があります。
BYOL WorkSpaces に固有の IAM ポリシーの例については、WorkSpaces の Identity and Access
Management (p. 253) を参照してください。IAM アクセス許可の使用の詳細については、IAM
ユーザーガイドの IAM ユーザーのアクセス許可の変更を参照してください。
イメージから Graphics.g4dn、GraphicsPro.g4dn、Graphics、GraphicsPro バンドルを作成する
には、AWS Support センターに連絡して、アカウントを許可リストに追加してもらいます。ア
カウントが許可リストに追加されたら、 AWS CLI import-workspace-image コマンドを使用して
Graphics.g4dn、GraphicsPro.g4dn、Graphics、GraphicsPro イメージを取り込むことができま
す。詳細については、 AWS CLI コマンドリファレンスの import-workspace-image を参照してく
ださい。

Windows VM からイメージを作成するには
1.

https://console.aws.amazon.com/workspaces/ で WorkSpaces コンソールを開きます。

225

Amazon WorkSpaces 管理ガイド
ステップ 7: BYOL イメージか
らカスタムバンドルを作成する

2.

ナビゲーションペインで [ Images] を選択します。

3.
4.

[Create BYOL image] (BYOL イメージの作成) を選択します。
[Create BYOL image] (BYOL イメージの作成) ページで、次の操作を行います。
• [AMI ID] で、EC2 コンソールへのリンクをクリックし、前のセクション (ステップ 5: イメージとし
て VM を Amazon EC2 にインポートする (p. 225)) の説明に従ってインポートした Amazon EC2
イメージを選択します。イメージ名は ami- で始まり、AMI の識別子が続いている必要があります
(例: ami-1234567e)。
• [Image name] (イメージ名) で、イメージの一意の名前を入力します。
• [Description] (説明) で、イメージをすばやく識別できるような説明を入力します。
• [Instance type] (インスタンスタイプ) で、イメージに使用するプロトコル (PCoIP
または WorkSpaces Streaming Protocol (WSP)) に応じて、適切なバンドルタイプ
(Regular、Graphics.g4dn、GraphicsPro.g4dn、Graphics、GraphicsPro) を選択します。GPU 非対
応のバンドル (Graphics.g4dn、GraphicsPro.g4dn、Graphics、GraphicsPro 以外のバンドル) の場合
は、[Regular] を選択します。

Note
現時点では、Graphics.g4dn、GraphicsPro.g4dn、Graphics、GraphicsPro イメージ
は、PCoIP プロトコルのためにのみ作成できます。
• (オプション) [Select applications] (アプリケーションの選択) で、購読する Microsoft Office の
バージョンを選択します。詳細については、「BYOL イメージに Microsoft Office を追加す
る (p. 218)」を参照してください。
• (オプション) [Tags] (タグ) で、[Add new tag] (新しいタグの追加) を選択して、このイメージにタグ
を関連付けます。詳細については、「WorkSpaces のリソースにタグを付ける (p. 172)」を参照し
てください。
5.

[Create BYOL image] (BYOL イメージの作成) を選択します。
イメージの作成中、イメージのステータスは、コンソールの [Images] (イメージ) ページで [Pending]
(保留中) と表示されます。BYOL の取り込みプロセスには、最低 90 分かかります。Office にもサブス
クライブしている場合は、プロセスに最低 3 時間かかります。
イメージの検証が成功しない場合は、エラーコードがコンソールに表示されます。イメージの作成が
完了すると、ステータスは [Available] に変わります。

ステップ 7: BYOL イメージからカスタムバンドルを作
成する
BYOL イメージが作成されたら、イメージを使用してカスタムバンドルを作成できます。詳細について
は、カスタムの WorkSpaces イメージとバンドルの作成 (p. 197) を参照してください。

ステップ 8: WorkSpaces の専用ディレクトリを登録す
る
WorkSpaces の BYOL イメージを使用するには、この目的でディレクトリを登録する必要があります。

WorkSpaces のディレクトリを登録するには
1.
2.
3.
4.

https://console.aws.amazon.com/workspaces/ で WorkSpaces コンソールを開きます。
ナビゲーションペインで [Directories] を選択します。
ディレクトリを選択後、[アクション]、[登録] の順に選択します。
[ディレクトリの登録] ダイアログボックスの [専用 WorkSpaces の有効化] で、[はい] を選択します。
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5.

[Register] を選択します。

専用ハードウェアで実行されていない WorkSpaces の AWS Managed Microsoft AD ディレクトリ また
は AD Connector ディレクトリを既に登録している場合は、この目的のために新しい AWS Managed
Microsoft AD ディレクトリまたは AD Connector ディレクトリを設定することができます。また、ディレ
クトリを登録解除してから、専用 WorkSpaces のディレクトリとして登録し直すこともできます。そのた
めには、以下の手順を実行します。

Note
ディレクトリに関連付けられている WorkSpaces がない場合は、以下の手順のみ実行することが
できます。

ディレクトリを登録解除して、専用 WorkSpaces 用に再登録するには
1.

https://console.aws.amazon.com/workspaces/ で WorkSpaces コンソールを開きます。

2.
3.

既存の WorkSpaces を終了します。
ナビゲーションペインで [Directories] を選択します。

4.

ディレクトリを選択し、[Actions]、[Deregister] の順に選択します。

5.

確認を求めるメッセージが表示されたら、[Deregister] を選択します。

6.

ディレクトリを再度選択後、[アクション]、[登録] の順に選択します。

7.

[ディレクトリの登録] ダイアログボックスの [専用 WorkSpaces の有効化] で、[はい] を選択します。

8.

[Register] を選択します。

ステップ 9: BYOL WorkSpaces を起動する
専用 WorkSpaces のディレクトリを登録したら、このディレクトリで BYOL WorkSpaces を起動すること
ができます。WorkSpaces の起動方法については、WorkSpaces を使用して仮想デスクトップを起動しま
す。 (p. 110) を参照してください。
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WorkSpaces のモニタリング
WorkSpaces をモニタリングするには、次の機能を使用することができます。
CloudWatch メトリクス
Amazon WorkSpaces は、WorkSpaces に関するデータポイントを Amazon CloudWatch に発行しま
す。CloudWatch では、それらのデータポイントについての統計を、(メトリクスと呼ばれる) 順序付
けられた時系列データのセットとして取得できます。これらのメトリクスを使用して、WorkSpaces
が正常に実行されていることを確認できます。詳細については、「」を参照してくださいCloudWatch
メトリクスを使用した WorkSpaces のモニタリング (p. 228)
CloudWatch Events
ユーザーが WorkSpaces にログインするときに Amazon WorkSpaces から Amazon CloudWatch
Events にイベントを送信できます。その結果、イベント発生時に応答できるようになります。詳
細については、「」を参照してくださいCloudWatch Events を使用した WorkSpaces のモニタリン
グ (p. 232)
CloudTrail ログ
AWS CloudTrail は、WorkSpacesのユーザー、ロール、または AWS のサービスによって実行された
アクションのレコードを提供します。CloudTrail で収集された情報を使用して、WorkSpaces に対す
るリクエスト、リクエスト元の IP アドレス、リクエスト者、リクエスト日時などの詳細を確認できま
す。詳細については、「Logging WorkSpaces API Calls by Using CloudTrail」を参照してください。
スマートカードユーザーの成功したサインインと失敗したサインインが AWS CloudTrail によってロ
グに記録されます。詳細については、「スマートカードユーザーの AWS サインインイベントを理解
する (p. 235)」を参照してください。

CloudWatch メトリクスを使用した WorkSpaces の
モニタリング
WorkSpaces と Amazon CloudWatch が統合され、パフォーマンスメトリクスを収集して分析できるよう
になりました。これらのメトリクスは、CloudWatch コンソールまたは CloudWatch コマンドラインイン
ターフェイスを使用して、あるいはプログラムによって CloudWatch API を使用してモニタリングできま
す。CloudWatch では、メトリックスの指定したしきい値に到達したときのアラームを設定することもで
きます。
CloudWatchとアラームの使用の詳細については、Amazon CloudWatch ユーザーガイドを参照してくださ
い。
前提条件
CloudWatch メトリクスを取得するには、us-east-1 リージョン にある AMAZON サブセットのポート
443 へのアクセスを有効にします。詳細については、「」を参照してくださいWorkSpaces の IP アドレス
とポートの要件 (p. 17)
目次
• WorkSpaces メトリクス (p. 229)
• WorkSpaces メトリックスのディメンション (p. 230)
• モニタリングの例 (p. 231)
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WorkSpaces メトリクス
AWS/WorkSpaces 名前空間には、次のメトリクスが含まれます。
メトリクス
Available

Unhealthy

1

1

2,5

ConnectionAttempt

説明

ディメンション

統計

正常な状態を返
した WorkSpaces
の数。

DirectoryId

Average、Sum、Maximum、Minimum、Data
カウント
Samples

正常でない状
態を返した
WorkSpaces の
数。

DirectoryId

接続試行の数。

DirectoryId

WorkspaceId

WorkspaceId

WorkspaceId
2,5

ConnectionSuccess

2,5

ConnectionFailure

2

SessionLaunchTime

2

InSessionLatency

2

SessionDisconnect

UserConnected

Stopped

Maintenance

4

3

成功した接続の
数。

DirectoryId

失敗した接続の
数。

DirectoryId

WorkSpaces セッ
ションを開始する
ためにかかる時
間。

DirectoryId

WorkSpaces ク
ライアントと
WorkSpaces 間の
ラウンドトリップ
時間。

DirectoryId

ユーザーが開始し
て失敗した接続を
含む、閉じられた
接続の数。

DirectoryId

ユーザーが接
続されている
WorkSpaces の
数。

DirectoryId

停止中の
WorkSpaces の
数。

DirectoryId

メンテナンス中の
WorkSpaces の
数。

DirectoryId

6

デバイス認証シグ
TrustedDeviceValidationAttempt
ニチャ検証の試行
回数。
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WorkspaceId

WorkspaceId

WorkspaceId

WorkspaceId

WorkspaceId

WorkspaceId

WorkspaceId

WorkspaceId
DirectoryId

単位

Average、Sum、Maximum、Minimum、Data
カウント
Samples

Average、Sum、Maximum、Minimum、Data
カウント
Samples
Average、Sum、Maximum、Minimum、Data
カウント
Samples
Average、Sum、Maximum、Minimum、Data
カウント
Samples
Average、Sum、Maximum、Minimum、Data
秒 (時間)
Samples

Average、Sum、Maximum、Minimum、Data
ミリ秒 (時
Samples
間)

Average、Sum、Maximum、Minimum、Data
カウント
Samples

Average、Sum、Maximum、Minimum、Data
カウント
Samples

Average、Sum、Maximum、Minimum、Data
カウント
Samples
Average、Sum、Maximum、Minimum、Data
カウント
Samples
Average、Sum、Maximum、Minimum、Data
カウント
Samples
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メトリクス

説明

ディメンション

統計

6

DirectoryId

Average、Sum、Maximum、Minimum、Data
カウント
Samples

6

DirectoryId

Average、Sum、Maximum、Minimum、Data
カウント
Samples

成功したデバイス
TrustedDeviceValidationSuccess
認証シグニチャ検
証の数。
失敗したデバイス
TrustedDeviceValidationFailure
認証シグニチャ検
証の数。

ディレクトリに関 CertificateId
TrustedDeviceCertificateDaysBeforeExpiration
連付けられたルー
ト証明書の有効期
限が切れるまでの
日数。

単位

Average、Sum、Maximum、Minimum、Data
カウント
Samples

1

WorkSpacesは定期的にステータスリクエストを WorkSpaces に送信します。WorkSpaces は、これらの
リクエストに応答すると Available とマークされ、リクエストに応答できないと Unhealthy とマーク
されます。これらのメトリクスは WorkSpaces レベルの粒度で利用でき、組織のすべての WorkSpaces で
集計されます。
2

WorkSpaces は、各 WorkSpaces に対して行われた接続のメトリクスを記録します。これらのメトリク
スは、ユーザーが WorkSpaces クライアント経由で正常に認証され、クライアントがセッションを開始
した後で出力されます。メトリクスは WorkSpaces レベルの粒度で利用でき、ディレクトリのすべての
WorkSpaces で集計されます。
3

WorkSpaces は定期的に接続ステータスのリクエストを WorkSpaces に送信します。ユーザーは、能動
的にセッションを使用している場合、接続済みとしてレポートされます。このメトリクスは WorkSpaces
レベルの粒度で利用でき、組織のすべての WorkSpaces で集計されます。
4

このメトリクスは、AutoStop 実行モードで設定された WorkSpaces に適用されます。WorkSpaces のメ
ンテナンスを有効にしている場合、このメトリクスは、現在メンテナンス中の WorkSpaces の数を記録し
ます。このメトリクスは、WorkSpaces レベルの粒度で利用でき、WorkSpaces がメンテナンスに入った
時期と削除された時期を示します。
5

このメトリクスは、現在、PCoIP WorkSpaces に対してのみ提供されています。

6

ディレクトリに対して信頼されたデバイスの機能が有効になっている場合、 Amazon WorkSpaces は
証明書ベースの認証を使用して、デバイスが信頼されているかどうかを判断します。ユーザーが自分の
WorkSpaces にアクセスしようとすると、これらのメトリクスが出力され、信頼されたデバイスの認証
が成功したか失敗したかが示されます。これらのメトリクスは、Amazon WorkSpaces の Windows と
MacOS クライアントアプリケーションでのみ、ディレクトリレベルの粒度で使用できます。

WorkSpaces メトリックスのディメンション
メトリクスデータをフィルタリングするために以下のディメンションを使用します。
ディメンション

説明

DirectoryId

指定したディレクトリの WorkSpaces に、メトリ
クスデータをフィルタリングします。ディレクト
リ ID の形式は d-XXXXXXXXXX です。

WorkspaceId

指定した WorkSpaces に対してメトリクスデータ
をフィルタリングします。WorkSpaces ID の形式
は ws-XXXXXXXXXX です。
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ディメンション

説明

CertificateId

メトリクスデータをフィルタリングして、ディ
レクトリに関連付けられている指定されたルー
ト証明書にします。証明書 ID の形式は wscXXXXXXXXX です。

モニタリングの例
次の例では、AWS CLI を使用して CloudWatch アラームに応答し、ディレクトリ内で接続障害を起こした
WorkSpaces を特定する方法を示します。

CloudWatch アラームに応答するには
1.

describe-alarms コマンドを使用して、アラームの対象になっているディレクトリを特定します。
aws cloudwatch describe-alarms --state-value "ALARM"
{

}

2.

"MetricAlarms": [
{
...
"Dimensions": [
{
"Name": "DirectoryId",
"Value": "directory_id"
}
],
...
}
]

describe-WorkSpaces コマンドを使用して、指定したディレクトリの WorkSpaces のリストを取得し
ます。
aws workspaces describe-workspaces --directory-id directory_id
{

}

3.

"Workspaces": [
{
...
"WorkspaceId": "workspace1_id",
...
},
{
...
"WorkspaceId": "workspace2_id",
...
},
{
...
"WorkspaceId": "workspace3_id",
...
}
]

get-metric-statistics コマンドを使用して、ディレクトリ内の各 WorkSpaces の CloudWatch メトリク
スを取得します。
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aws cloudwatch get-metric-statistics \
--namespace AWS/WorkSpaces \
--metric-name ConnectionFailure \
--start-time 2015-04-27T00:00:00Z \
--end-time 2015-04-28T00:00:00Z \
--period 3600 \
--statistics Sum \
--dimensions "Name=WorkspaceId,Value=workspace_id"
{

}

"Datapoints" : [
{
"Timestamp": "2015-04-27T00:18:00Z",
"Sum": 1.0,
"Unit": "Count"
},
{
"Timestamp": "2014-04-27T01:18:00Z",
"Sum": 0.0,
"Unit": "Count"
}
],
"Label" : "ConnectionFailure"

CloudWatch Events を使用した WorkSpaces のモ
ニタリング
Amazon WorkSpaces のイベントを使用することで、WorkSpaces への正常なログインを表示、検索、ダ
ウンロード、アーカイブ、分析し、これに対して応答することができます。たとえば、次の目的でイベン
トを使用できます。
• 後に参照できるよう WorkSpaces のログインイベントをログとして保存またはアーカイブし、ログを分
析してパターンを探して、それらのパターンに基づいてアクションを実行します。
• WAN IP アドレスを使用してユーザーのログイン元を特定し、ポリシーを使用して、WorkSpaces
Access のイベントタイプで見つかったアクセス基準を満たす WorkSpaces のファイルまたはデータに
のみアクセスすることを許可します。
• AWS Lambda を使用して、ログインデータを分析し、自動アクションを実行します。
• ポリシー制御を使用して、権限のない IP アドレスからのファイルやアプリケーションへのアクセスをブ
ロックします。
Amazon WorkSpaces は、ベストエフォートベースでこれらのイベントを発行します。EventBridge からの
イベントは、ほぼリアルタイムに EventBridge に提供されます。EventBridge では、イベントに応答して
プログラムによるアクションをトリガーするルールを作成できます。例えば、SNS トピックを呼び出して
E メール通知を送信したり、Λ アクションを呼び出して何らかのアクションを実行したりするルールを設
定できます。詳細については、「Amazon EventBridge ユーザーガイド」を参照してください。

WorkSpaces アクセスイベント
ユーザーが正常に WorkSpace にログインすると、WorkSpaces クライアントアプリケーションが
WorkSpaces Access イベントを送信します。これらのイベントは、すべての WorkSpaces クライアン
トより送信されます。
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WorkSpaces Streaming Protocol (WSP) を使用して WorkSpaces に対して発行されるイベントには、アプ
リケーションバージョン 4.0.1 以降の WorkSpaces クライアントが必要です。
イベントは、JSON オブジェクトとして表されます。以下は WorkSpaces Access イベントのサンプル
データです。
{

}

"version": "0",
"id": "64ca0eda-9751-dc55-c41a-1bd50b4fc9b7",
"detail-type": "WorkSpaces Access",
"source": "aws.workspaces",
"account": "123456789012",
"time": "2018-07-01T17:53:06Z",
"region": "us-east-1",
"resources": [],
"detail": {
"clientIpAddress": "192.0.2.3",
"actionType": "successfulLogin",
"workspacesClientProductName": "WorkSpaces Desktop client",
"loginTime": "2018-07-01T17:52:51.595Z",
"clientPlatform": "Windows",
"directoryId": "domain/d-123456789",
"workspaceId": "ws-xyskdga"
}

イベント固有のフィールド
clientIpAddress
クライアントアプリケーションの WAN IP アドレス。PCoIP ゼロクライアントの場合は、Teradici
auth クライアントの IP アドレスを表します。
actionType
この値は常に successfulLogin です。
workspacesClientProductName
次の値では大文字と小文字が区別されます。
• WorkSpaces Desktop client Windows、MacOS、Linux クライアント
• Amazon WorkSpaces Mobile client iOS クライアント
• WorkSpaces Mobile Client Android クライアント
• WorkSpaces Chrome Client Chromebook クライアント
• WorkSpaces Web Client Web Access クライアント
• Teradici PCoIP Zero Client, Teradici PCoIP Desktop Client, or Dell Wyse
PCoIP Client ゼロクライアント
loginTime
ユーザーが WorkSpaces にログインした時間。
clientPlatform
• Android
• Chrome
• iOS
• Linux
• OSX
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• Windows
• Teradici PCoIP Zero Client and Tera2
• Web
directoryId
WorkSpaces のディレクトリの識別子。domain/ にはディレクトリ識別子を前置する必要がありま
す。例えば、"domain/d-123456789" です。
workspaceId
WorkSpaces の識別子。

WorkSpaces イベントを処理するルールを作成する
WorkSpaces イベントを処理する ルールを作成するには、次の手順を使用します。

前提条件
E メール通知を受信するには、Amazon Simple Notification Service トピックを作成します。
1.

https://console.aws.amazon.com/sns/v3/home で Amazon SNS コンソールを開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[Topics] (トピック) を選択します。

3.

[Create topic] (トピックの作成) を選択します。

4.

[Type] (タイプ) で、[Standard] (標準) を選択します。

5.

[Name] (名前) で、トピックの名前を入力します。

6.

[Create topic] (トピックの作成) を選択します。

7.

[Create subscription] を選択します。

8.

[Protocol] (プロトコル) で [Email] (E メール) を選択します。

9.

[Endpoint] (エンドポイント) で、通知を受信するメールアドレスを入力します。

10. [Create subscription] を選択します。
11. 次の件名の E メールメッセージが届きます: AWS Notification - Subscription Confirmation。指示に沿っ
て操作し、登録を確認します。

WorkSpaces イベントを処理するルールを作成するには
1.

Amazon EventBridge コンソール (https://console.aws.amazon.com/events/) を開きます。

2.

[Create rule] を選択します。

3.

[Name] (名前) に、ルールの名前を入力します。

4.

[Rule type] (ルールタイプ) では、[Rule with an event pattern] (イベントパターンを持つルール) を選択
します。

5.

[Next] を選択します。

6.

[Event pattern] (イベントパターン) の場合は、次のいずれかを実行します。
a.

[イベントソース] で [AWS のサービス] を選択します。

b.

[AWS のサービス] で、[WorkSpaces] を選択します。

c.

[イベントタイプ] で、[WorkSpaces Access] (WorkSpaces のアクセス) を選択します。

d.

デフォルトでは、すべてのイベントに通知が送信されます。必要に応じて、特定のクライアント
またはワークスペースのイベントをフィルタリングするイベントパターンを作成できます。
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7.

[Next] を選択します。

8.

次のようにターゲットを指定します。

9.

a.

[Target types] (ターゲットタイプ) には、[AWS のサービス] を選択します。

b.

[Select a target] (ターゲットの選択) には、[SNS topic] (SNS トピック) を選択します。

c.

[トピック] で、通知用に作成した SNS トピックを選択します。

[Next] を選択します。

10. (オプション) ルールにタグを追加します。
11. [Next] を選択します。
12. [Create rule] (ルールの作成) を選択します。

スマートカードユーザーの AWS サインインイベン
トを理解する
AWS CloudTrail は、スマートカードユーザーの成功したサインインイベントと失敗したサインインイベ
ントを記録します。これには、ユーザーが特定の資格情報のチャレンジや要素を解決するよう求められ
るたびにキャプチャされるサインインイベントに加えて、その特定の認証情報の検証リクエストのステー
タスが含まれます。必要な認証情報のチャレンジをすべて完了したユーザーだけがサインインを許可さ
れ、UserAuthentication イベントがログに記録されます。
次の表は、サインインの CloudTrail イベント名とその目的を示します。
イベント名

イベントの目的

CredentialChallenge ユーザーは AWS サインインで特定の認証情報のチャレンジを解決するよう
に要求されたことを示し、必要な CredentialType (スマートカードなど)
を指定します。
CredentialVerification
ユーザーが特定の CredentialChallenge リクエストの解決を試みたこと
を通知し、その認証情報が成功したか失敗したかを指定します。
UserAuthentication

要求されたすべての認証要件をユーザーが正常に完了し、正常にサインイン
したことを通知します。ユーザーが必要な認証情報のチャレンジを正常に完
了できなかった場合、UserAuthentication イベントはログに記録されま
せん。

次の表は、特定のサインイン CloudTrail イベント内に含まれる追加の有用なイベントデータフィールドを
示します。
イベント名

イベントの目的

サインインシーケンス全体
AuthWorkflowID
で発生するすべてのイベン
トを相関させます。各ユー
ザーサインインで、AWS サ
インインによって複数のイ
ベントが送信されることが
あります。

サインインイベントの適用
性

値の例

"AuthWorkflowID":
CredentialChallenge,
CredentialVerification, "9de74b32-8362-4a01a524-de21df59fd83"
UserAuthentication
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イベント名

イベントの目的

サインインイベントの適用
性

値の例

ユーザーが特定の
CredentialType":
CredentialType
CredentialChallenge,
CredentialChallenge リ CredentialVerification, "SMARTCARD" (possible
values today:
クエストの解決を試みたこ
UserAuthentication
SMARTCARD)
とを通知し、その認証情報
が成功したか失敗したかを
指定します。
LoginTo

要求されたすべての認
UserAuthentication
証要件をユーザーが正常
に完了し、正常にサイン
インしたことを通知しま
す。ユーザーが必要な認
証情報のチャレンジを正
常に完了できなかった場
合、UserAuthentication
イベントはログに記録され
ません。

"LoginTo": "https://
skylight.local“

AWS サインインシナリオのイベント例
以下の例は、さまざまなサインインシナリオで予想される CloudTrail イベントのシーケンスを示します。
目次
• スマートカードを使用した認証での正常なサインイン (p. 236)
• スマートカードを使用した認証での失敗したサインイン (p. 238)

スマートカードを使用した認証での正常なサインイン
次の一連のイベントは、正常に完了したスマートカードサインインの例を示します。
CredentialChallenge
{

"eventVersion": "1.08",
"userIdentity": {
"type": "Unknown",
"principalId": "509318101470",
"arn": "",
"accountId": "509318101470",
"accessKeyId": ""
},
"eventTime": "2021-07-30T17:23:29Z",
"eventSource": "signin.amazonaws.com",
"eventName": "CredentialChallenge",
"awsRegion": "us-east-1",
"sourceIPAddress": "AWS Internal",
"userAgent": "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36
(KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.164 Safari/537.36",
"requestParameters": null,
"responseElements": null,
"additionalEventData": {
"AuthWorkflowID": "6602f256-3b76-4977-96dc-306a7283269e",
"CredentialType": "SMARTCARD"
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}

},
"requestID": "65551a6d-654a-4be8-90b5-bbfef7187d3a",
"eventID": "fb603838-f119-4304-9fdc-c0f947a82116",
"readOnly": false,
"eventType": "AwsServiceEvent",
"managementEvent": true,
"eventCategory": "Management",
"recipientAccountId": "509318101470",
"serviceEventDetails": {
CredentialChallenge": "Success"
}

正常に完了した CredentialVerification
{

"eventVersion": "1.08",
"userIdentity": {
"type": "Unknown",
"principalId": "509318101470",
"arn": "",
"accountId": "509318101470",
"accessKeyId": ""
},
"eventTime": "2021-07-30T17:23:39Z",
"eventSource": "signin.amazonaws.com",
"eventName": "CredentialVerification",
"awsRegion": "us-east-1",
"sourceIPAddress": "AWS Internal",
"userAgent": "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36
(KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.164 Safari/537.36",
"requestParameters": null,
"responseElements": null,
"additionalEventData": {
"AuthWorkflowID": "6602f256-3b76-4977-96dc-306a7283269e",
"CredentialType": "SMARTCARD"
},
"requestID": "81869203-1404-4bf2-a1a4-3d30aa08d8d5",
"eventID": "84c0a2ff-413f-4d0f-9108-f72c90a41b6c",
"readOnly": false,
"eventType": "AwsServiceEvent",
"managementEvent": true,
"eventCategory": "Management",
"recipientAccountId": "509318101470",
"serviceEventDetails": {
CredentialVerification": "Success"
}

}

正常に完了した UserAuthentication
{

"eventVersion": "1.08",
"userIdentity": {
"type": "Unknown",
"principalId": "509318101470",
"arn": "",
"accountId": "509318101470",
"accessKeyId": ""
},
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"eventTime": "2021-07-30T17:23:39Z",
"eventSource": "signin.amazonaws.com",
"eventName": "UserAuthentication",
"awsRegion": "us-east-1",
"sourceIPAddress": "AWS Internal",
"userAgent": "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36
(KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.164 Safari/537.36",
"requestParameters": null,
"responseElements": null,
"additionalEventData": {
"AuthWorkflowID": "6602f256-3b76-4977-96dc-306a7283269e",
"LoginTo": "https://skylight.local",
"CredentialType": "SMARTCARD"
},
"requestID": "81869203-1404-4bf2-a1a4-3d30aa08d8d5",
"eventID": "acc0dba8-8e8b-414b-a52d-6b7cd51d38f6",
"readOnly": false,
"eventType": "AwsServiceEvent",
"managementEvent": true,
"eventCategory": "Management",
"recipientAccountId": "509318101470",
"serviceEventDetails": {
UserAuthentication": "Success"
}

}

スマートカードを使用した認証での失敗したサインイン
次の一連のイベントは、正常に完了しなかったスマートカードサインインの例を示します。
CredentialChallenge
{

"eventVersion": "1.08",
"userIdentity": {
"type": "Unknown",
"principalId": "509318101470",
"arn": "",
"accountId": "509318101470",
"accessKeyId": ""
},
"eventTime": "2021-07-30T17:23:06Z",
"eventSource": "signin.amazonaws.com",
"eventName": "CredentialChallenge",
"awaRegion": "us-east-1",
"sourceIPAddress": "AWS Internal",
"userAgent": "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36
(KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.164 Safari/537.36",
"requestParameters": null,
"responseElements": null,
"additionalEventData": {
"AuthWorkflowID": "73dfd26b-f812-4bd2-82e9-0b2abb358cdb",
"CredentialType": "SMARTCARD"
},
"requestID": "73eb499d-91a8-4c18-9c5d-281fd45ab50a",
"eventID": "f30a50ec-71cf-415a-a5ab-e287edc800da",
"readOnly": false,
"eventType": "AwsServiceEvent",
"managementEvent": true,
"eventCategory": "Management",
"recipientAccountId": "509318101470",
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}

"serviceEventDetails": {
CredentialChallenge": "Success"
}

失敗した CredentialVerification

{

"eventVersion": "1.08",
"userIdentity": {
"type": "Unknown",
"principalId": "509318101470",
"arn": "",
"accountId": "509318101470",
"accessKeyId": ""
},
"eventTime": "2021-07-30T17:23:13Z",
"eventSource": "signin.amazonaws.com",
"eventName": "CredentialVerification",
"awsRegion": "us-east-1",
"sourceIPAddress": "AWS Internal",
"userAgent": "Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36
(KHTML, like Gecko) Chrome/91.0.4472.164 Safari/537.36",
"requestParameters": null,
"responseElements": null,
"additionalEventData": {
"AuthWorkflowID": "73dfd26b-f812-4bd2-82e9-0b2abb358cdb",
"CredentialType": "SMARTCARD"
},
"requestID": "051ca316-0b0d-4d38-940b-5fe5794fda03",
"eventID": "4e6fbfc7-0479-48da-b7dc-e875155a8177",
"readOnly": false,
"eventType": "AwsServiceEvent",
"managementEvent": true,
"eventCategory": "Management",
"recipientAccountId": "509318101470",
"serviceEventDetails": {
CredentialVerification": "Failure"
}

}
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Amazon WorkSpaces のビジネス継
続性
Amazon WorkSpaces は、AWS リージョンとアベイラビリティーゾーンに編成された AWS グローバルイ
ンフラストラクチャ上に構築されています。これらのリージョンとアベイラビリティーゾーンは、物理的
な分離とデータの冗長性の両方の観点から回復力を提供します。詳細については、「」を参照してくださ
いAmazon WorkSpaces の耐障害性 (p. 265)
Amazon WorkSpaces は、ドメインネームシステム (DNS) ルーティングポリシーと連携して、プライマリ
WorkSpaces が利用できない場合に WorkSpaces ユーザーを別の WorkSpaces にリダイレクトする機能で
あるクロスリージョンリダイレクトも提供します。たとえば、DNS フェイルオーバールーティングポリ
シーを使用すると、プライマリリージョンの WorkSpaces にアクセスできない場合に、指定したフェイル
オーバーリージョンの WorkSpaces にユーザーを接続できます。
リージョン間リダイレクトを使用すると、リージョンの復元性と高可用性を実現できます。また、メンテ
ナンス期間中のトラフィックのディストリビューションや代替の WorkSpaces の提供など、他の目的に使
用することもできます。DNS 設定に Amazon Route 53 を使用する場合は、Amazon CloudWatch アラーム
を監視するヘルスチェックを利用できます。
目次
• Amazon WorkSpaces のクロスリージョンリダイレクト (p. 240)

Amazon WorkSpaces のクロスリージョンリダイレ
クト
Amazon WorkSpaces のクロスリージョンリダイレクト機能を使用すると、WorkSpaces の登録コード
として完全修飾ドメイン名 (FQDN) を使用できます。クロスリージョンリダイレクトは、ドメインネー
ムシステム (DNS) ルーティングポリシーと連携して、プライマリ WorkSpaces が利用できない場合に
WorkSpaces ユーザーを別の WorkSpaces にリダイレクトします。たとえば、DNS フェイルオーバールー
ティングポリシーを使用すると、プライマリリージョンの WorkSpaces にアクセスできない場合に、指定
したフェイルオーバー AWS リージョンの WorkSpaces にユーザーを接続できます。
リージョン間のリダイレクトを DNS フェイルオーバールーティングポリシーとともに使用して、リー
ジョンの耐障害性と高可用性を実現できます。この機能は、トラフィックのディストリビューションや、
メンテナンス期間中の代替の WorkSpaces の提供など、他の目的に使用することもできます。DNS 設定に
Amazon Route 53 を使用する場合は、Amazon CloudWatch アラームを監視するヘルスチェックを利用で
きます。
この機能を使用するには、複数の AWS リージョンでユーザーの WorkSpaces を設定する必要がありま
す。また、接続エイリアスと呼ばれる特別な FQDN ベースの登録コードを作成する必要があります。これ
らの接続エイリアスは、WorkSpaces ユーザーのリージョン固有の登録コードを置き換えます。(リージョ
ン固有の登録コードは有効なままです。ただし、リージョン間リダイレクトが機能するためには、ユー
ザーは登録コードとして代わりに FQDN を使用する必要があります)。
接続エイリアスを作成するには、www.example.com または desktop.example.com などの FQDN で
ある接続文字列を指定します。このドメインをクロスリージョンリダイレクトで使用するには、ドメイン
レジストラに登録し、ドメインの DNS サービスを構成する必要があります。
接続エイリアスを作成したら、これらを異なるリージョンの WorkSpaces ディレクトリに関連付けて、関
連付けペアを作成します。関連付けペアごとに、プライマリリージョンと 1 つ以上のフェイルオーバー
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リージョンがあります。プライマリリージョンで停止が発生した場合、DNS フェイルオーバールーティン
グポリシーにより、WorkSpaces ユーザーはフェイルオーバーリージョンで設定した WorkSpaces にリダ
イレクトされます。
プライマリリージョンとフェイルオーバーリージョンを指定するには、DNS フェイルオーバールーティン
グポリシーを設定するときに、リージョンの優先順位 (プライマリまたはセカンダリ) を定義します。
目次
• 前提条件 (p. 241)
• 制約事項 (p. 242)
• ステップ 1: 接続エイリアスを作成する (p. 243)
• (オプション) ステップ 2: 接続エイリアスを別のアカウントと共有する (p. 243)
• ステップ 3: 接続エイリアスを各リージョンのディレクトリに関連付ける (p. 244)
• ステップ 4: DNS サービスを設定し、DNS ルーティングポリシーを設定する (p. 245)
• ステップ 5: 接続文字列を WorkSpaces ユーザーに送信する (p. 247)
• クロスリージョンリダイレクト時の動作 (p. 248)
• ディレクトリからの接続エイリアスの関連付けを解除する (p. 248)
• 接続エイリアスの共有を解除する (p. 249)
• 接続エイリアスを削除する (p. 249)
• 接続エイリアスを関連付けおよび関連付け解除するための IAM 許可 (p. 250)
• クロスリージョンリダイレクトの使用を停止する場合のセキュリティ上の考慮事項 (p. 251)

前提条件
• 接続エイリアスで FQDN として使用するドメインを所有し、登録する必要があります。別のドメインレ
ジストラをまだ使用していない場合は、Amazon Route 53 を使用してドメインを登録できます。詳細に
ついては、Amazon Route 53 デベロッパーガイドの Amazon Route 53 を使用したドメイン名の登録を
参照してください。

Important
Amazon WorkSpaces とともに使用するドメイン名を使用するには、必要なすべての権限が必
要です。お客様は、ドメイン名が第三者の法的権利を侵害または侵害しないこと、または適用
法に違反しないことに同意するものとします。
ドメイン名の長さの合計は 255 文字を超えることはできません。ドメイン名の詳細について
は、Amazon Route 53 デベロッパーガイドの DNS ドメイン名の形式を参照してください。
クロスリージョンリダイレクトは、パブリックドメイン名とプライベート DNS ゾーンのドメイン名
の両方で機能します。プライベート DNS ゾーンを使用している場合は、WorkSpaces を含む仮想プ
ライベートクラウド (VPC) への仮想プライベートネットワーク (VPN) 接続を提供する必要がありま
す。WorkSpaces ユーザーがパブリックインターネットからプライベート FQDN を使用しようとする
と、WorkSpaces クライアントアプリケーションは次のエラーメッセージを返します。
"We're unable to register the WorkSpace because of a DNS server issue.
Contact your administrator for help."
• DNS サービスをセットアップし、必要な DNS ルーティングポリシーを設定する必要があります。クロ
スリージョンリダイレクトは DNS ルーティングポリシーと連携して動作し、必要に応じて WorkSpaces
ユーザーをリダイレクトします。
• クロスリージョンリダイレクトを設定する各プライマリリージョンとフェイルオーバーリージョンで、
ユーザー用の WorkSpaces を作成します。各リージョンの各 WorkSpaces ディレクトリで同じユー
ザー名を使用していることを確認してください。Active Directory ユーザーデータの同期を維持する
には、AD Connector を使用して、ユーザー用に WorkSpaces を設定した各リージョンで同じ Active
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Directory をポイントすることをお勧めします。WorkSpaces の作成の詳細については、「WorkSpaces
の起動 (p. 110)」を参照してください。

Important
マルチリージョンレプリケーション用に AWS Managed Microsoft AD ディレクトリを設定する
場合は、プライマリリージョンのディレクトリのみを Amazon WorkSpaces で使用するために
登録できます。Amazon WorkSpaces で使用するためにレプリケートされたリージョンにディ
レクトリを登録しようとすると失敗します。AWS Managed Microsoft AD を使用したマルチ
リージョンレプリケーションは、レプリケートされたリージョン内での Amazon WorkSpaces
での使用についてサポートされていません。
クロスリージョンリダイレクトの設定が完了したら、WorkSpaces ユーザーがプライマリリージョンに
リージョンベースの登録コード (WSpdx+ABC12D など) ではなく FQDN ベースの登録コードを使用して
いることを確認する必要があります。これを行うには、ステップ 5: 接続文字列を WorkSpaces ユーザー
に送信する (p. 247) の手順を使用して、FQDN 接続文字列を含む E メールを送信する必要がありま
す。

Note
Active Directory でユーザーを作成するのではなく、WorkSpaces コンソールでユーザーを作
成すると、新しい WorkSpace を起動するたびにリージョンベースの登録コードが記載された
招待メールがユーザーに自動的に送信されます。つまり、フェイルオーバーリージョンでユー
ザー用に WorkSpaces を設定すると、これらのフェイルオーバー WorkSpaces の E メールも
自動的に受信されます。リージョンベースの登録コードを含む E メールを無視するようにユー
ザーに指示する必要があります。

制約事項
• クロスリージョンリダイレクトでは、プライマリリージョンへの接続が失敗したかどうかを自動的に
チェックせず、WorkSpaces を別のリージョンにフェイルオーバーします。つまり、自動フェイルオー
バーは発生しません。
自動フェイルオーバーシナリオを実装するには、リージョン間リダイレクトと組み合わせて他のメカニ
ズムを使用する必要があります。例えば、プライマリリージョンで CloudWatch アラームをモニタリン
グする Route 53 ヘルスチェックと組み合わせた Amazon Route 53 フェイルオーバー DNS ルーティン
グポリシーを使用できます。プライマリリージョンの CloudWatch アラームがトリガーされると、DNS
フェイルオーバールーティングポリシーによって、WorkSpaces ユーザーがフェイルオーバーリージョ
ンで設定した WorkSpaces にリダイレクトされます。
• クロスリージョンリダイレクトを使用している場合、ユーザーデータは異なるリージョンの
WorkSpaces 間で保持されません。ユーザーが異なるリージョンからファイルにアクセスできるよう
にするには、Amazon WorkDocs がプライマリリージョンおよびフェイルオーバーリージョンでサポー
トされている場合は、WorkSpaces ユーザー用に Amazon WorkDocs を設定することをお勧めしま
す。Amazon WorkDocs の詳細については、Amazon WorkDocs 管理ガイドの Amazon WorkDocs Drive
を参照してください。WorkSpace ユーザーのために Amazon WorkDocs を有効化する方法の詳細につい
ては、WorkSpaces でディレクトリを登録する (p. 96) および AWS Managed Microsoft AD 用に Amazon
WorkDocs を有効にする (p. 106) を参照してください。WorkSpaces ユーザーが WorkSpace で Amazon
WorkDocs を設定する方法の詳細については、Amazon WorkSpaces ユーザーガイドの WorkDocs との
統合を参照してください。
• クロスリージョンリダイレクトは、バージョン 3.0.9 以降の Linux、macOS、および Windows
WorkSpaces クライアントアプリケーションでのみサポートされます。
• クロスリージョンリダイレクトは、AWS GovCloud (米国西部) リージョンおよび中国 (寧夏) リージョン
を除き、Amazon WorkSpaces が利用可能なすべての AWS リージョンで利用できます。
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ステップ 1: 接続エイリアスを作成する
同じ AWS アカウントを使用して、クロスリージョンリダイレクトを設定するプライマリリージョンと
フェイルオーバーリージョンごとに、接続エイリアスを作成します。

接続エイリアスを作成するには
1.

https://console.aws.amazon.com/workspaces/ で WorkSpaces コンソールを開きます。

2.

コンソールの右上隅で、WorkSpaces のプライマリ AWS リージョンを選択します。

3.

ナビゲーションペインで [アカウント設定] を選択します。

4.

[クロスリージョンリダイレクト] で、[接続エイリアスの作成] を選択します。

5.

[接続文字列] に、www.example.com または desktop.example.com などの FQDN を入力します。
接続文字列は最大 255 文字です。使用できる文字は、文字 (A～Z および a～z)、数字 (0～9)、および
次の文字のみです: .-

Important
接続文字列を作成すると、その文字列は常に AWS アカウントに関連付けられます。元のア
カウントからすべてのインスタンスを削除しても、同じ接続文字列を別のアカウントで再作
成することはできません。接続文字列は、アカウント用にグローバルに予約されています。
6.

(オプション) [タグ] で、接続エイリアスと関連付けるタグを指定します。

7.

[接続エイリアスの作成] を選択します。

8.

上記のステップを繰り返しますが、Step 2 (p. 243) では、WorkSpaces のフェイルオーバーリー
ジョンを必ず選択してください。複数のフェイルオーバーリージョンがある場合は、フェイルオー
バーリージョンごとにこれらのステップを繰り返します。必ず同じ AWS アカウントを使用して、各
フェイルオーバーリージョンで接続エイリアスを作成してください。

(オプション) ステップ 2: 接続エイリアスを別のアカウ
ントと共有する
接続エイリアスは、同じ AWS リージョン内の別の AWS アカウントと共有できます。接続エイリアスを
別のアカウントと共有すると、そのエイリアスを同じリージョン内のそのアカウントが所有するディレク
トリに関連付けたり、関連付けを解除したりするアクセス許可がそのアカウントに付与されます。接続エ
イリアスを所有するアカウントだけが、エイリアスを削除できます。

Note
接続エイリアスは、AWS リージョンごとに 1 つのディレクトリにのみ関連付けることができま
す。接続エイリアスを別の AWS アカウントと共有する場合、そのエイリアスをそのリージョン
のディレクトリに関連付けることができるのは 1 つのアカウント (自分のアカウントまたは共有
アカウント) のみです。

接続エイリアスを別の AWS アカウントと共有するには
1.

https://console.aws.amazon.com/workspaces/ で WorkSpaces コンソールを開きます。

2.

コンソールの右上隅で、接続エイリアスを別の AWS アカウントと共有する AWS リージョンを選択
します。

3.

ナビゲーションペインで [アカウント設定] を選択します。

4.

[クロスリージョンリダイレクトの関連付け] で、接続文字列を選択し、[アクション]、[接続エイリア
スの共有/共有解除] を選択します。
接続エイリアスの詳細ページからエイリアスを共有することもできます。これを行うには、[共有アカ
ウント] で、[接続エイリアスの共有] を選択します。
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5.

[接続エイリアスの共有/共有解除] ページの [アカウントとの共有] で、この AWS リージョンで接続エ
イリアスを共有する AWS アカウント ID を入力します。

6.

[Share] を選択します。

ステップ 3: 接続エイリアスを各リージョンのディレ
クトリに関連付ける
同じ接続エイリアスを複数のリージョンの WorkSpaces ディレクトリに関連付けると、ディレクトリ間
に関連付けペアが作成されます。関連付けペアごとに、プライマリリージョンと 1 つ以上のフェイルオー
バーリージョンがあります。
例えば、プライマリリージョンが米国西部 (オレゴン) リージョンの場合、米国西部 (オレゴン) リージョン
の WorkSpaces ディレクトリと、米国東部 (バージニア北部) リージョンの WorkSpaces ディレクトリを
ペアにすることができます。プライマリリージョンで停止が発生した場合、クロスリージョンリダイレク
トは DNS フェイルオーバールーティングポリシーと、米国西部 (オレゴン) リージョンに配置したヘルス
チェックと連携して動作し、米国東部 (バージニア北部) リージョンで設定した WorkSpaces にユーザーを
リダイレクトします。クロスリージョンリダイレクトのエクスペリエンスの詳細については、クロスリー
ジョンリダイレクト時の動作 (p. 248) を参照してください。

Note
WorkSpaces ユーザーがフェイルオーバーリージョンからかなり離れている (たとえば、数千マ
イル離れている) 場合、WorkSpaces のエクスペリエンスの反応は通常より低くなることがありま
す。自分の場所からさまざまな AWS リージョンへの ラウンドトリップ時間 (RTT) を確認するに
は、Amazon WorkSpaces 接続ヘルスチェックを使用します。

接続エイリアスをディレクトリに関連付けるには
接続エイリアスは、AWS リージョンごとに 1 つのディレクトリにのみ関連付けることができます。接続
エイリアスを別の AWS アカウントと共有している場合、そのエイリアスをそのリージョンのディレクト
リに関連付けることができるのは 1 つのアカウント (自分のアカウントまたは共有アカウント) のみです。
1.

https://console.aws.amazon.com/workspaces/ で WorkSpaces コンソールを開きます。

2.

コンソールの右上隅で、WorkSpaces のプライマリ AWS リージョンを選択します。

3.

ナビゲーションペインで [アカウント設定] を選択します。

4.

[クロスリージョンリダイレクトの関連付け] で、接続文字列を選択し、[アクション]、[関連付け/関連
付け解除] を選択します。
接続エイリアスの詳細ページから、接続エイリアスをディレクトリに関連付けることもできます。こ
れを行うには、[関連付けられたディレクトリ] で、[ディレクトリを関連付ける] を選択します。

5.

[関連付け/関連付け解除] ページの [ディレクトリに関連付ける] で、この AWS リージョンで接続エイ
リアスを関連付けるディレクトリを選択します。

Note
マルチリージョンレプリケーション用に AWS Managed Microsoft AD ディレクトリを設定
する場合は、プライマリリージョンのディレクトリのみを Amazon WorkSpaces で使用でき
ます。Amazon WorkSpaces でレプリケートされたリージョンのディレクトリを使用しよう
とすると失敗します。AWS Managed Microsoft AD を使用したマルチリージョンレプリケー
ションは、レプリケートされたリージョン内での Amazon WorkSpaces での使用についてサ
ポートされていません。
6.

[Associate] を選択します。

7.

上記のステップを繰り返しますが、Step 2 (p. 244) では、WorkSpaces のフェイルオーバーリー
ジョンを必ず選択してください。複数のフェイルオーバーリージョンがある場合は、フェイルオー
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バーリージョンごとにこれらのステップを繰り返します。各フェイルオーバーリージョンのディレク
トリに、同じ接続エイリアスを関連付けてください。

ステップ 4: DNS サービスを設定し、DNS ルーティン
グポリシーを設定する
接続エイリアスと接続エイリアスの関連付けのペアを作成したら、接続文字列で使用したドメインの DNS
サービスを設定できます。この目的には、任意の DNS サービスプロバイダーを使用できます。優先 DNS
サービスプロバイダーをまだお持ちでない場合は、Amazon Route 53 を使用できます。詳細について
は、Amazon Route 53 デベロッパーガイドの Amazon Route 53 を DNS サービスとして設定するを参照し
てください。
ドメインの DNS サービスを設定したら、クロスリージョンリダイレクトに使用する DNS ルーティング
ポリシーを設定する必要があります。例えば、Amazon Route 53 ヘルスチェックを使用して、ユーザー
が特定のリージョンの WorkSpaces に接続できるかどうかを判断できます。ユーザーが接続できない場合
は、DNS フェイルオーバーポリシーを使用して、あるリージョンから別のリージョンに DNS トラフィッ
クをルーティングできます。
DNS ルーティングポリシーの選択の詳細については、Amazon Route 53 デベロッパーガイドのルーティ
ングポリシーの選択を参照してください。Amazon Route 53 ヘルスチェックの詳細については、Amazon
Route 53 デベロッパーガイドの Amazon Route 53 によるリソースのヘルスチェック方法を参照してくだ
さい。
DNS ルーティングポリシーを設定するときは、接続エイリアスとプライマリリージョンの WorkSpaces
ディレクトリとの間の関連付けの接続識別子が必要になります。また、フェイルオーバーリージョンまた
はリージョン内の接続エイリアスと WorkSpaces ディレクトリ間の関連付けの接続識別子も必要です。

Note
接続識別子が接続エイリアス ID と同じではありません。接続エイリアス ID は wsca- で始まりま
す。

接続エイリアスの関連付けの接続識別子を見つけるには
1.

https://console.aws.amazon.com/workspaces/ で WorkSpaces コンソールを開きます。

2.

コンソールの右上隅で、WorkSpaces のプライマリ AWS リージョンを選択します。

3.

ナビゲーションペインで [アカウント設定] を選択します。

4.

[クロスリージョンリダイレクトの関連付け] で、接続文字列テキスト (FQDN) を選択し、接続エイリ
アスの詳細ページを表示します。

5.

接続エイリアスの詳細ページの [関連付けられたディレクトリ] で、[接続識別子] に表示される値をメ
モします。

6.

上記のステップを繰り返しますが、Step 2 (p. 245) では、WorkSpaces のフェイルオーバーリー
ジョンを必ず選択してください。複数のフェイルオーバーリージョンがある場合は、これらのステッ
プを繰り返して、各フェイルオーバーリージョンの接続 ID を調べます。

例: Route 53 を使用して DNS フェイルオーバールーティングポリシーを設定するには
次の例では、ドメインのパブリックホストゾーンを設定します。ただし、パブリックホストゾーンまたは
プライベートホストゾーンを設定できます。ホストゾーンの設定の詳細については、Amazon Route 53 デ
ベロッパーガイドのホストゾーンの使用を参照してください。
この例では、フェイルオーバールーティングポリシーも使用します。クロスリージョンリダイレクト戦略
には、他のルーティングポリシータイプを使用できます。DNS ルーティングポリシーの選択の詳細につい
ては、Amazon Route 53 デベロッパーガイドのルーティングポリシーの選択を参照してください。
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Route 53 でフェイルオーバールーティングポリシーを設定する場合、プライマリリージョンのヘルス
チェックが必要です。Route 53 でのヘルスチェックの作成の詳細については、Amazon Route 53 デベ
ロッパーガイドの Amazon Route 53 ヘルスチェックの作成と DNS フェイルオーバーの設定および ヘルス
チェックの作成、更新、および削除を参照してください。
Route 53 ヘルスチェックで Amazon CloudWatch アラームを使用する場合は、プライマリリージョン
のリソースを監視する CloudWatch アラームも設定する必要があります。CloudWatch の詳細について
は、Amazon CloudWatch ユーザーガイドの Amazon CloudWatch とはを参照してください。Route 53 が
ヘルスチェックで CloudWatch アラームを使用する方法の詳細については、Amazon Route 53 デベロッ
パーガイドの Route 53 が CloudWatch アラームをモニタリングするヘルスチェックの状態を決定する方
法および CloudWatch アラームをモニタリングするを参照してください。
Route 53 で DNS フェイルオーバールーティングポリシーを設定するには、まずドメインのホストゾーン
を作成する必要があります。
1.

Route 53 コンソール (https://console.aws.amazon.com/route53/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[ホストゾーン] を選択し、[ホストゾーンの作成] を選択します。

3.

[作成されたホストゾーン] ページで、[ドメイン名] にドメイン名 (example.com など) を入力しま
す。

4.

[タイプ] で、[パブリックホストゾーン] を選択します。

5.

[ホストゾーンの作成] を選択します。

次に、プライマリリージョンのヘルスチェックを作成します。
1.

Route 53 コンソール (https://console.aws.amazon.com/route53/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで、[ヘルスチェック] を選択し、[ヘルスチェックの作成] を選択します。

3.

[ヘルスチェックの設定] ページで、ヘルスチェックの名前を入力します。

4.

[監視対象] で、[エンドポイント]、[他のヘルスチェックのステータス (計算されたヘルスチェック)]、
または [CloudWatch アラームの状態] のいずれかを選択します。

5.

前のステップで選択した内容に応じて、ヘルスチェックを設定し、[次へ] を選択します。

6.

[ヘルスチェックが失敗したときに通知を受け取る] ページの [アラームの作成] で、[はい] または [いい
え] を選択します。

7.

[ヘルスチェックの作成] を選択します。

ヘルスチェックを作成したら、DNS フェイルオーバーレコードを作成できます。
1.

Route 53 コンソール (https://console.aws.amazon.com/route53/) を開きます。

2.

ナビゲーションペインで [Hosted zones] を選択します。

3.

[ホストゾーン] ページで、ドメイン名を選択します。

4.

ドメイン名の詳細ページで、[レコードの作成] を選択します。

5.

[ルーティングポリシーの選択] ページで、[フェイルオーバー] を選択し、[次へ] を選択します。

6.

[レコードの設定] ページの [基本設定] で、[レコード名] にサブドメイン名を入力します。たとえ
ば、FQDN が desktop.example.com の場合は、desktop と入力します。

Note
ルートドメインを使用する場合は、[レコード名] を空白のままにします。ただ
し、WorkSpaces でのみ使用するようにドメインを設定していない限り、desktop または
workspaces などのサブドメインを使用することをお勧めします。
7.

[レコードのタイプ] で、[TXT – E メールの送信者の確認およびアプリケーション固有の値の確認に使
用します] を選択します。

8.

[TTL 秒] の設定はデフォルトのままにします。
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9.

[your_domain_nameに追加するフェイルオーバーレコード] で、[フェイルオーバーレコードの定義]
を選択します。

次に、プライマリリージョンとフェイルオーバーリージョンのフェイルオーバーレコードを設定する必要
があります。

例: プライマリリージョンのフェイルオーバーレコードを設定するには
1.

[フェイルオーバーレコードの定義] ダイアログボックスの [値/トラフィックのルーティング先] で、[レ
コードのタイプに応じた IP アドレスまたは別の値] を選択します。

2.

サンプルテキストエントリを入力するためのボックスが開きます。プライマリリージョンの接続エイ
リアスの関連付けの接続識別子を入力します。

3.

[フェイルオーバーレコードタイプ] で、[プライマリ] を選択します。

4.

[ヘルスチェック] で、プライマリリージョン用に作成したヘルスチェックを選択します。

5.

[レコード ID] に、このレコードを識別するための説明を入力します。

6.

[フェイルオーバーレコードの定義] を選択します。新しいフェイルオーバーレコードは、
[your_domain_name に追加するフェイルオーバーレコード] の下に表示されます。

例: フェイルオーバーリージョンのフェイルオーバーレコードを設定するには
1.

[your_domain_nameに追加するフェイルオーバーレコード] で、[フェイルオーバーレコードの定義]
を選択します。

2.

[フェイルオーバーレコードの定義] ダイアログボックスの [値/トラフィックのルーティング先] で、[レ
コードのタイプに応じた IP アドレスまたは別の値] を選択します。

3.

サンプルテキストエントリを入力するためのボックスが開きます。フェイルオーバーリージョンの接
続エイリアスの関連付けの接続識別子を入力します。

4.

[フェイルオーバーレコードタイプ] で、[セカンダリ] を選択します。

5.

(オプション) [ヘルスチェック] に、フェイルオーバーリージョン用に作成したヘルスチェックを入力
します。

6.

[レコード ID] に、このレコードを識別するための説明を入力します。

7.

[フェイルオーバーレコードの定義] を選択します。新しいフェイルオーバーレコードは、
[your_domain_name に追加するフェイルオーバーレコード] の下に表示されます。

プライマリリージョンに設定したヘルスチェックが失敗した場合、DNS フェイルオーバールーティングポ
リシーによって WorkSpaces ユーザーがフェイルオーバーリージョンにリダイレクトされます。Route 53
は引き続きプライマリリージョンのヘルスチェックを監視し、プライマリリージョンのヘルスチェックが
失敗しなくなった場合、Route 53 は WorkSpaces ユーザーをプライマリリージョンの WorkSpaces に自
動的にリダイレクトします。
DNS レコードの作成の詳細については、Amazon Route 53 デベロッパーガイドの Amazon Route 53
コンソールを使用したレコードの作成を参照してください。DNS TXT レコードの設定の詳細について
は、Amazon Route 53 デベロッパーガイドの TXT レコードタイプを参照してください。

ステップ 5: 接続文字列を WorkSpaces ユーザーに送
信する
停止中にユーザーの WorkSpaces を必要に応じてリダイレクトするには、接続文字列 (FQDN) をユー
ザーに送信する必要があります。既に WorkSpaces ユーザーにリージョンベースの登録コード (WSpdx
+ABC12D など) を発行している場合、これらのコードは有効なままです。ただし、クロスリージョンリダ
イレクトが機能するためには、WorkSpaces ユーザーが WorkSpaces クライアントアプリケーションに
WorkSpaces を登録するときに、登録コードとして接続文字列を使用する必要があります。
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Important
Active Directory でユーザーを作成するのではなく、WorkSpaces コンソールでユーザーを作成す
ると、新しい WorkSpace を起動するたびに、リージョンベースの登録コード (WSpdx+ABC12D
など) が記載された招待 E メールがユーザーに自動的に送信されます。クロスリージョンリダイ
レクトをすでに設定している場合でも、新しい WorkSpaces 用に自動的に送信される招待 E メー
ルには、接続文字列ではなく、このリージョンベースの登録コードが含まれています。
WorkSpaces ユーザーがリージョンベースの登録コードの代わりに接続文字列を使用しているこ
とを確認するには、以下の手順に従って、接続文字列を含む別の E メールを送信する必要があり
ます。

接続文字列を WorkSpaces ユーザーに送信するには
1.

https://console.aws.amazon.com/workspaces/ で WorkSpaces コンソールを開きます。

2.

コンソールの右上隅で、WorkSpaces のプライマリ AWS リージョンを選択します。

3.

ナビゲーションペインで [WorkSpaces] を選択します。

4.

[WorkSpaces] ページで、検索ボックスを使用して招待を送信するユーザーを検索し、検索結果から対
応する WorkSpace を選択します。一度に選択できる WorkSpace は 1 つだけです。

5.

[アクション]、[Invite User (ユーザーを招待)] の順に選択します。

6.

[WorkSpaces にユーザーを招待する] ページに、ユーザーに送信する E メールテンプレートが表示さ
れます。

7.

(オプション) WorkSpaces ディレクトリに複数の接続エイリアスが関連付けられている場合は、[接続
エイリアス文字列] リストからユーザーが使用する接続文字列を選択します。E メールテンプレートが
更新され、選択した文字列が表示されます。
メールアプリケーションを使用して、E メールテンプレートテキストをコピーしユーザー宛のメー
ルに貼り付けます。E メールアプリケーションでは、必要に応じてテキストを変更できます。招待 E
メールの準備ができたら、ユーザーに送信します。

8.

クロスリージョンリダイレクト時の動作
障害が発生した場合、WorkSpaces ユーザーはプライマリリージョンの WorkSpaces から切断されます。
再接続しようとすると、次のエラーメッセージが表示されます。
We can't connect to your WorkSpace. Check your network connection, and then try
again.
その後、ユーザーは再度ログインするように求められます。登録コードとして FQDN を使用している場
合、再ログインすると、DNS フェイルオーバールーティングポリシーによって、フェイルオーバーリー
ジョンで設定した WorkSpaces にリダイレクトされます。

Note
場合によっては、ユーザーが再度ログインしたときに再接続できないことがあります。この現象
が発生した場合は、WorkSpaces クライアントアプリケーションを閉じて再起動してから、再度
ログインを試みる必要があります。

ディレクトリからの接続エイリアスの関連付けを解除
する
ディレクトリから接続エイリアスの関連付けを解除できるのは、ディレクトリを所有するアカウントだけ
です。
接続エイリアスを別のアカウントと共有していて、そのアカウントがそのアカウントが所有するディレク
トリに接続エイリアスを関連付けている場合は、そのアカウントを使用して接続エイリアスとディレクト
リとの関連付けを解除する必要があります。
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ディレクトリから接続エイリアスの関連付けを解除するには
1.

https://console.aws.amazon.com/workspaces/ で WorkSpaces コンソールを開きます。

2.

コンソールの右上隅で、関連付けを解除する接続エイリアスが含まれている AWS リージョンを選択
します。

3.

ナビゲーションペインで [アカウント設定] を選択します。

4.

[クロスリージョンリダイレクトの関連付け] で、接続文字列を選択し、[アクション]、[関連付け/関連
付け解除] を選択します。
接続エイリアスの詳細ページから接続エイリアスの関連付けを解除することもできます。これを行う
には、[関連付けられたディレクトリ] で、[関連付け解除] を選択します。

5.

[関連付け/関連付け解除] ページで、[関連付けを解除] を選択します。

6.

関連付けの解除を確認するダイアログボックスで、[関連付けを解除] を選択します。

接続エイリアスの共有を解除する
接続エイリアスの所有者だけがエイリアスを共有解除できます。接続エイリアスをアカウントと共有解除
すると、そのアカウントは接続エイリアスをディレクトリに関連付けることができなくなります。

接続エイリアスを共有解除するには
1.

https://console.aws.amazon.com/workspaces/ で WorkSpaces コンソールを開きます。

2.

コンソールの右上隅で、共有を解除する接続エイリアスを含む AWS リージョンを選択します。

3.

ナビゲーションペインで [アカウント設定] を選択します。

4.

[クロスリージョンリダイレクトの関連付け] で、接続文字列を選択し、[アクション]、[接続エイリア
スの共有/共有解除] を選択します。
接続エイリアスの詳細ページから接続エイリアスの共有を解除することもできます。これを行うに
は、[共有アカウント] で [共有解除] を選択します。

5.

[接続の共有/共有解除] ページで、[共有解除] を選択します。

6.

接続エイリアスの共有解除を確認するダイアログボックスで、[共有解除] を選択します。

接続エイリアスを削除する
接続エイリアスは、アカウントによって所有され、ディレクトリに関連付けられていない場合にのみ、削
除できます。
接続エイリアスを別のアカウントと共有していて、そのアカウントがそのアカウントが所有するディレク
トリに接続エイリアスを関連付けている場合、接続エイリアスを削除する前に、そのアカウントと接続エ
イリアスをディレクトリから関連付け解除する必要があります。

Important
接続文字列を作成すると、その文字列は常に AWS アカウントに関連付けられます。元のアカウ
ントからすべてのインスタンスを削除しても、同じ接続文字列を別のアカウントで再作成するこ
とはできません。接続文字列は、アカウント用にグローバルに予約されています。

Warning
WorkSpaces ユーザーの登録コードとして FQDN を使用しなくなった場合は、セキュリティ
上の問題を防ぐために一定の予防措置を講じる必要があります。詳細については、「」を参照
してくださいクロスリージョンリダイレクトの使用を停止する場合のセキュリティ上の考慮事
項 (p. 251)
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接続エイリアスを削除するには
1.

https://console.aws.amazon.com/workspaces/ で WorkSpaces コンソールを開きます。

2.

コンソールの右上隅で、削除する接続エイリアスを含む AWS リージョンを選択します。

3.

ナビゲーションペインで [アカウント設定] を選択します。

4.

[クロスリージョンリダイレクトの関連付け] で、接続文字列を選択し、[削除] を選択します。
接続エイリアスの詳細ページから接続エイリアスを削除することもできます。これを行うには、ペー
ジの右上の [削除] を選択します。

Note
[削除] ボタンが無効になっている場合は、そのエイリアスの所有者であることを確認し、エ
イリアスがディレクトリに関連付けられていないことを確認します。
5.

削除の確認を求めるダイアログボックスで、[削除] を選択します。

接続エイリアスを関連付けおよび関連付け解除するた
めの IAM 許可
IAM ユーザーを使用して接続エイリアスを関連付け、または関連付けを解除する場合、ユーザーには
workspaces:AssociateConnectionAlias および workspaces:DisassociateConnectionAlias
のアクセス許可が必要です。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"workspaces:AssociateConnectionAlias",
"workspaces:DisassociateConnectionAlias"
],
"Resource": [
"arn:aws:workspaces:us-east-1:123456789012:connectionalias/wsca-a1bcd2efg"
]
}
]

Important
接続エイリアスを所有していないアカウントの接続エイリアスを関連付け、または関連付けを解
除するための IAM ポリシーを作成する場合は、ARN でアカウント ID を指定できません。代わり
に、次のポリシー例に示すように、アカウント ID には * を使用する必要があります。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"workspaces:AssociateConnectionAlias",
"workspaces:DisassociateConnectionAlias"
],
"Resource": [
"arn:aws:workspaces:us-east-1:*:connectionalias/wsca-a1bcd2efg"
]
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}

]

}

ARN でアカウント ID を指定できるのは、関連付け、または関連付けを解除する接続エイリアス
をそのアカウントが所有している場合だけです。
IAM の操作方法の詳細については、WorkSpaces の Identity and Access Management (p. 253) を参照し
てください。

クロスリージョンリダイレクトの使用を停止する場合
のセキュリティ上の考慮事項
WorkSpaces ユーザーの登録コードとして FQDN を使用しなくなった場合は、潜在的なセキュリティ上の
問題を防ぐために、次の予防措置を講じる必要があります。
• WorkSpaces ユーザーに WorkSpaces ディレクトリのリージョン固有の登録コード (WSpdx+ABC12D な
ど) を発行し、登録コードとして FQDN の使用を停止するように指示してください。
• まだこのドメインを所有している場合は、フィッシング攻撃で悪用されないように、DNS TXT レ
コードを更新してこのドメインを削除してください。DNS TXT レコードからこのドメインを削除
し、WorkSpaces ユーザーが登録コードとして FQDN を使用しようとすると、接続試行は無害に失敗し
ます。
• このドメインを所有しなくなった場合、WorkSpaces ユーザーはリージョン固有の登録コードを使用す
る必要があります。登録コードとして FQDN を使用し続けると、接続試行が悪意のあるサイトにリダイ
レクトされる可能性があります。
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Amazon WorkSpaces に関するセ
キュリティ
AWS では、クラウドのセキュリティが最優先事項です。AWS のお客様は、セキュリティを最も重視する
組織の要件を満たすように構築されたデータセンターとネットワークアーキテクチャから利点を得られま
す。
セキュリティは、AWS とお客様の間の責任共有です。責任共有モデルでは、これをクラウドのセキュリ
ティおよびクラウド内のセキュリティと説明しています。
• クラウドのセキュリティ - AWS は、AWS クラウドで AWS のサービスを実行するインフラストラク
チャを保護する責任を負います。また、AWS は、使用するサービスを安全に提供します。AWSコンプ
ライアンスプログラムの一環として、サードパーティーの監査が定期的にセキュリティの有効性をテ
ストおよび検証しています。WorkSpaces に適用するコンプライアンスプログラムの詳細については、
「コンプライアンスプログラムによる対象範囲内の AWS サービス」を参照してください。
• クラウド内のセキュリティ – お客様の責任は、使用する AWS のサービスに応じて異なります。また、
お客様は、お客様のデータの機密性、企業の要件、および適用可能な法律および規制などの他の要因に
ついても責任を担います。
このドキュメントは、WorkSpaces を使用する際に共有責任モデルを適用する方法を理解するのに役立ち
ます。ここでは、セキュリティとコンプライアンスの目標を満たすように WorkSpaces を設定する方法を
説明します。また、WorkSpaces リソースのモニタリングや保護に役立つ、他の AWS サービスの使用方
法についても説明します。
目次
• Amazon WorkSpaces におけるデータ保護 (p. 252)
• WorkSpaces の Identity and Access Management (p. 253)
• Amazon WorkSpaces のコンプライアンスの検証 (p. 264)
• Amazon WorkSpaces の耐障害性 (p. 265)
• Amazon WorkSpaces のインフラストラクチャセキュリティ (p. 265)
• WorkSpaces に関する更新管理 (p. 268)

Amazon WorkSpaces におけるデータ保護
AWS 責任共有モデルは、Amazon WorkSpaces のデータ保護に適用されます。このモデルで説明されて
いるように、AWS は、AWS クラウド のすべてを実行するグローバルインフラストラクチャを保護する責
任を担います。ご利用者はこのインフラストラクチャでホストされているコンテンツに対する管理を維持
する責任があります。このコンテンツには、使用される AWS のサービス サービスのセキュリティ設定と
管理タスクが含まれています。データプライバシーの詳細については、データプライバシーのよくある質
問を参照してください。欧州でのデータ保護の詳細については、AWSセキュリティブログ に投稿された
AWS 責任共有モデルおよび GDPR のブログ記事を参照してください。
データを保護するため、AWS アカウントの認証情報を保護し、AWS Identity and Access
Management(IAM)を使用して個々のユーザーアカウントをセットアップすることをお勧めします。この方
法により、それぞれのジョブを遂行するために必要なアクセス許可のみを各ユーザーに付与できます。ま
た、以下の方法でデータを保護することをお勧めします:
• 各アカウントで多要素認証(MFA)を使用します。
• SSL/TLS を使用して AWS リソースと通信します。TLS 1.2 以降が推奨されています。
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• AWS CloudTrail で API とユーザーアクティビティログをセットアップします。
• AWS暗号化ソリューションをAWSサービス内のすべてのデフォルトのセキュリティ管理と一緒に使用し
ます。
• Amazon Macieなどのアドバンストマネージドセキュリティサービスを使用します。これは、Amazon
S3に保存されている個人データの検出と保護を支援します。
• コマンドラインインターフェイスまたは API を使用して AWS にアクセスするときに FIPS 140-2の検証
を受けた暗号化モジュールが必要な場合は、FIPS エンドポイントを使用します。利用可能な FIPS エン
ドポイントの詳細については、[Federal Information Processing Standard (FIPS) 140-2] (連邦情報処理規
格 (FIPS) 140-2) を参照してください。
顧客のメールアドレスなどの機密または注意を要する情報は、タグや[名前] フィールドなど自由形式の
フィールドに配置しないことを強くお勧めします。これは、コンソール、API、 AWS CLI または AWS
SDKで、WorkSpaces または他の AWS サービスを使用する場合も同様です。タグまたは名前に使用する
自由記入欄に入力したデータは、課金や診断ログに使用される場合があります。外部サーバーへの URL を
提供する場合は、そのサーバーへのリクエストを検証するための認証情報を URL に含めないように強くお
勧めします。q
WorkSpaces および FIPS エンドポイント暗号化の詳細については、「 FedRAMP 認証または DoD SRG
準拠のために Amazon WorkSpaces をセットアップする (p. 86) 」を参照してください。

保管中の暗号化
AWS Key Management Service の AWS KMS キーを使用して、WorkSpaces のストレージボリュームを暗
号化できます。詳細については、「暗号化されたWorkSpaces (p. 175)」を参照してください。
暗号化されたボリュームで WorkSpaces を作成すると、WorkSpaces は Amazon Elastic Block Store
(Amazon EBS) を使用してこれらのボリュームを作成および管理します。EBS は､業界標準の AES-256 ア
ルゴリズムを使用してデータキーでボリュームを暗号化します。EBS ボリューム暗号化の詳細について
は、Windows インスタンス用の Amazon EC2 ユーザーガイドのAmazon EBS 暗号化を参照してくださ
い。

転送時の暗号化
PCoIP については、転送中のデータは、TLS 1.2 暗号化と SigV4 リクエスト署名を使用して暗号化されま
す。PCoIPプロトコルは、AES暗号化で暗号化されたUDPトラフィックをストリーミングピクセルに使用
します。ポート4172（TCPおよびUDP）を使用するストリーミング接続は、AES-128 暗号とAES-256暗
号を使用して暗号化されますが、暗号化のデフォルトは128ビットです。このデフォルトを 256 ビットに
変更するには、PCoIP セキュリティ設定の構成Windows WorkSpaces のグループポリシー設定を使用す
るか、PCoIP セキュリティ設定()pcoip-agent.confファイルを Amazon Linux WorkSpaces 用にダウン
ロードします。
Amazon WorkSpaces のグループポリシー管理の詳細については、PCoIP セキュリティ設定を構成す
る (p. 142)がWindows WorkSpaces を管理する (p. 134)。変更の詳細については、「」を参照してくださ
い。pcoip-agent.confファイルについては、Amazon Linux WorkSpaces で PCoIP エージェントの動作
を制御する (p. 154)およびPCoIP セキュリティ設定Teradiciのドキュメントを参照してください。
WorkSpaces Streaming Protocol (WSP) では、転送中のストリーミングおよび制御データは、UDP トラ
フィックには DTLS 1.2 暗号化、TCP トラフィックには TLS 1.2 暗号化を使用して、AES-256 暗号で暗号
化されます。

WorkSpaces の Identity and Access Management
デフォルトでは、IAM ユーザーには WorkSpaces のリソースおよびオペレーションのための許可がありま
せん。IAM ユーザーに WorkSpaces のリソース管理を許可するには、それらのユーザーに許可を明示的
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に付与する IAM ポリシーを作成し、このポリシーを許可を必要とする IAM ユーザーまたはグループと結
びつける必要があります。IAM ポリシーの詳細については、IAM ユーザーガイドのポリシーとアクセス許
可を参照してください。
WorkSpaces はまた、WorkSpaces サービスが必要なリソースにアクセスするのを許可する IAM ロール
workspaces_DefaultRole を作成します。
IAM の詳細については、Identity and Access Management (IAM) および IAM ユーザーガイドを参照してく
ださい。IAM アクセス許可ポリシーで使用する WorkSpaces 固有のリソース、アクション、および条件
コンテキストキーは、IAM ユーザーガイドの Amazon WorkSpaces のアクション、リソース、および条件
キーにあります。
IAM ポリシーの作成に役立つツールについては、AWS Policy Generator を参照してください。また、IAM
Policy Simulator を使用して、ポリシー がAWS への特定のリクエストを許可するか拒否するかをテストす
ることもできます。

Note
Amazon WorkSpaces は、WorkSpace への IAM 認証情報のプロビジョニング (インスタンスプロ
ファイルなど) をサポートしていません。
目次
• ポリシーの例 (p. 254)
• IAM ポリシーで WorkSpaces リソースを指定する (p. 257)
• workspaces_DefaultRole ロールを作成する (p. 261)
• WorkSpaces 用の AWS 管理ポリシー (p. 262)

ポリシーの例
以下の例では、Amazon WorkSpaces に対して IAM ユーザーが所有するアクセス許可を制御するために使
用できるポリシーステートメントを示しています。

Example 1: すべての WorkSpaces タスクを実行する
次のポリシーステートメントは、ディレクトリの作成や管理などすべての WorkSpaces タスクを実行する
ための許可を IAM ユーザーに付与します。また、クイックセットアップ手順を実行するアクセス許可も付
与されます。
Amazon WorkSpaces は、API およびコマンドラインツールを使用する際に Action および Resource
要素を完全にサポートしますが、AWS Management Console から Amazon WorkSpaces を使用するに
は、IAM ユーザーに次のアクションおよびリソースのための許可が必要です。
• アクション: "workspaces:*" と "ds:*"
• リソース: "Resource": "*"
次のポリシー例では、IAM ユーザーが AWS Management Console から Amazon WorkSpaces を使用する
ことを許可する方法を示しています。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"workspaces:*",
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"ds:*",
"iam:GetRole",
"iam:CreateRole",
"iam:PutRolePolicy",
"kms:ListAliases",
"kms:ListKeys",
"ec2:CreateVpc",
"ec2:CreateSubnet",
"ec2:CreateNetworkInterface",
"ec2:CreateInternetGateway",
"ec2:CreateRouteTable",
"ec2:CreateRoute",
"ec2:CreateTags",
"ec2:CreateSecurityGroup",
"ec2:DescribeInternetGateways",
"ec2:DescribeSecurityGroups",
"ec2:DescribeRouteTables",
"ec2:DescribeVpcs",
"ec2:DescribeSubnets",
"ec2:DescribeNetworkInterfaces",
"ec2:DescribeAvailabilityZones",
"ec2:AttachInternetGateway",
"ec2:AssociateRouteTable",
"ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
"ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
"ec2:DeleteSecurityGroup",
"ec2:DeleteNetworkInterface",
"ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
"ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
"workdocs:RegisterDirectory",
"workdocs:DeregisterDirectory",
"workdocs:AddUserToGroup"

}

]

],
"Resource": "*"
},
{
"Sid": "iamPassRole",
"Effect": "Allow",
"Action": "iam:PassRole",
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"iam:PassedToService": "workspaces.amazonaws.com"
}
}
}

Example 2: WorkSpace 固有のタスクを実行します
次のポリシーステートメントは、WorkSpaces の起動や削除など、WorkSpace 固有のタスクを実行するた
めのアクセス許可を IAM ユーザーに付与します。ポリシーステートメントで、ds:* アクションは広範な
アクセス許可 (アカウント内のすべての Directory Services オブジェクトの完全なコントロール) を付与し
ます。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"workspaces:*",
"ds:*",
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}

]

}

"iam:PutRolePolicy"
],
"Resource": "*"

WorkSpaces 内のユーザーが Amazon WorkDocs を有効にすることも許可するには、次の例に示すように
workdocs オペレーションを追加します。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"workspaces:*",
"ds:*",
"workdocs:AddUserToGroup"
],
"Resource": "*"
}
]

ユーザーが Launch WorkSpaces ウィザードを使用することも許可するには、次の例に示すように kms オ
ペレーションを追加します。
{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"workspaces:*",
"ds:*",
"workdocs:AddUserToGroup",
"kms:ListAliases",
"kms:ListKeys"
],
"Resource": "*"
}
]

Example 3: BYOL WorkSpaces のすべての WorkSpaces タスクを実行する
次のポリシーステートメントでは、IAM ユーザーに対し、自分のライセンスを使用する (BYOL)
WorkSpaces の作成に必要な Amazon EC2 タスクを含む、すべての WorkSpaces タスクを実行するための
許可を付与しています。
{

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"workspaces:*",
"ds:*",
"iam:GetRole",
"iam:CreateRole",
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"iam:PutRolePolicy",
"kms:ListAliases",
"kms:ListKeys",
"ec2:CreateVpc",
"ec2:CreateSubnet",
"ec2:CreateNetworkInterface",
"ec2:CreateInternetGateway",
"ec2:CreateRouteTable",
"ec2:CreateRoute",
"ec2:CreateTags",
"ec2:CreateSecurityGroup",
"ec2:DescribeImages",
"ec2:ModifyImageAttribute",
"ec2:DescribeInternetGateways",
"ec2:DescribeSecurityGroups",
"ec2:DescribeRouteTables",
"ec2:DescribeVpcs",
"ec2:DescribeSubnets",
"ec2:DescribeNetworkInterfaces",
"ec2:DescribeAvailabilityZones",
"ec2:AttachInternetGateway",
"ec2:AssociateRouteTable",
"ec2:AuthorizeSecurityGroupEgress",
"ec2:AuthorizeSecurityGroupIngress",
"ec2:DeleteSecurityGroup",
"ec2:DeleteNetworkInterface",
"ec2:RevokeSecurityGroupEgress",
"ec2:RevokeSecurityGroupIngress",
"workdocs:RegisterDirectory",
"workdocs:DeregisterDirectory",
"workdocs:AddUserToGroup"

}

]

],
"Resource": "*"
},
{
"Sid": "iamPassRole",
"Effect": "Allow",
"Action": "iam:PassRole",
"Resource": "*",
"Condition": {
"StringEquals": {
"iam:PassedToService": "workspaces.amazonaws.com"
}
}
}

IAM ポリシーで WorkSpaces リソースを指定する
ポリシーステートメントの Resource 要素で WorkSpaces リソースを指定するためには、リソースの
Amazon リソースネーム (ARN) を使用します。IAM ポリシーステートメントの Action 要素に指定された
API アクションを使用する許可を許可または拒否することで、WorkSpaces リソースへのアクセスを制御
できます。WorkSpaces は、WorkSpaces、バンドル、IP グループ、およびディレクトリの ARN を定義し
ます。

WorkSpace ARN
WorkSpace ARN には、次の例に示す構文があります。
arn:aws:workspaces:region:account_id:workspace/workspace_identifier
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リージョン
WorkSpace があるリージョン (例: us-east-1)。
account_id
ハイフンなしの AWS アカウントの ID (例: 123456789012)。
workspace_identifier
WorkSpace の ID（例: ws-a1bcd2efg）。
次に示すのは、特定の WorkSpace を識別するポリシーステートメントの Resource 要素の形式です。
"Resource": "arn:aws:workspaces:region:account_id:workspace/workspace_identifier"

「*」ワイルドカードを使用して、特定リージョンの特定のアカウントに属するすべての WorkSpace を指
定できます。

イメージ ARN
WorkSpace イメージ ARN には、次の例に示す構文があります。
arn:aws:workspaces:region:account_id:workspaceimage/image_identifier

リージョン
WorkSpace イメージがあるリージョン (例: us-east-1)。
account_id
ハイフンなしの AWS アカウントの ID (例: 123456789012)。
bundle_identifier
WorkSpace イメージの ID (例: wsi-a1bcd2efg)。
次に示すのは、特定のイメージを識別するポリシーステートメントの Resource 要素の形式です。
"Resource": "arn:aws:workspaces:region:account_id:workspaceimage/image_identifier"

「*」ワイルドカードを使用して、特定リージョンの特定のアカウントに属するすべてのイメージを指定で
きます。

バンドル ARN
バンドル ARN には、次の例に示す構文があります。
arn:aws:workspaces:region:account_id:workspacebundle/bundle_identifier

リージョン
WorkSpace があるリージョン (例: us-east-1)。
account_id
ハイフンなしの AWS アカウントの ID (例: 123456789012)。
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bundle_identifier
WorkSpace バンドルの ID（例: wsb-a1bcd2efg）。
次に示すのは、特定のバンドルを識別するポリシーステートメントの Resource 要素の形式です。
"Resource": "arn:aws:workspaces:region:account_id:workspacebundle/bundle_identifier"

「*」ワイルドカードを使用して、特定リージョンの特定のアカウントに属するすべてのバンドルを指定で
きます。

IP グループ ARN
IP グループ ARN には、次の例に示す構文があります。
arn:aws:workspaces:region:account_id:workspaceipgroup/ipgroup_identifier

リージョン
WorkSpace があるリージョン (例: us-east-1)。
account_id
ハイフンなしの AWS アカウントの ID (例: 123456789012)。
ipgroup_identifier
IP グループの ID (例: wsipg-a1bcd2efg)。
次に示すのは、特定の IP グループを識別するポリシーステートメントの Resource 要素の形式です。
"Resource": "arn:aws:workspaces:region:account_id:workspaceipgroup/ipgroup_identifier"

「*」ワイルドカードを使用して、特定リージョンの特定のアカウントに属するすべての IP グループを指
定できます。

ディレクトリ ARN
ディレクトリ ARN には、次の例に示す構文があります。
arn:aws:workspaces:region:account_id:directory/directory_identifier

リージョン
WorkSpace があるリージョン (例: us-east-1)。
account_id
ハイフンなしの AWS アカウントの ID (例: 123456789012)。
directory_identifier
ディレクトリの ID (例: d-12345a67b8)。
次に示すのは、特定のディレクトリを識別するポリシーステートメントの Resource 要素の形式です。
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"Resource": "arn:aws:workspaces:region:account_id:directory/directory_identifier"

「*」ワイルドカードを使用して、特定リージョンの特定のアカウントに属するすべてのディレクトリを指
定できます。

接続エイリアス ARN
接続エイリアス ARN には、次の例に示す構文があります。
arn:aws:workspaces:region:account_id:connectionalias/connectionalias_identifier

リージョン
接続エイリアスがあるリージョン (例: us-east-1)。
account_id
ハイフンなしの AWS アカウントの ID (例: 123456789012)。
connectionalias_identifier
接続エイリアスの ID (例: wsca-12345a67b8)。
次に示すのは、特定の接続エイリアスを識別するポリシーステートメントの Resource 要素の形式です。
"Resource":
"arn:aws:workspaces:region:account_id:connectionalias/connectionalias_identifier"

* ワイルドカードを使用して、特定リージョンの特定のアカウントに属するすべての接続エイリアスを指
定できます。

リソースレベルのアクセス許可をサポートしない API アクション
リソース ARN は、次の API アクションで指定することはできません。
• AssociateIpGroups
• CreateIpGroup
• CreateTags
• DeleteTags
• DeleteWorkspaceImage
• DescribeAccount
• DescribeAccountModifications
• DescribeIpGroups
• DescribeTags
• DescribeWorkspaceDirectories
• DescribeWorkspaceImages
• DescribeWorkspaces
• DescribeWorkspacesConnectionStatus
• DisassociateIpGroups
• ImportWorkspaceImage
• ListAvailableManagementCidrRanges
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• ModifyAccount
リソースレベルの権限をサポートしていない API アクションの場合は、次の例に示すように、Resource
ステートメントを指定する必要があります。
"Resource": "*"

共有リソースに対するアカウントレベルの制限をサポートしない
API アクション
次の API アクションでは、リソースがアカウントによって所有されていない場合、リソース ARN でアカ
ウント ID を指定することはできません。
• AssociateConnectionAlias
• CopyWorkspaceImage
• DisassociateConnectionAlias
これらの API アクションでは、アクション対象のリソースをそのアカウントが所有している場合にのみ、
リソース ARN でアカウント ID を指定できます。アカウントがリソースを所有していない場合は、次の例
に示すように、アカウント ID に * を指定する必要があります。
"arn:aws:workspaces:region:*:resource_type/resource_identifier"

workspaces_DefaultRole ロールを作成する
API を使用してディレクトリを登録する前に、workspaces_DefaultRole という名前のロールが存
在していることを確認します。このロールは、高速セットアップによって作成されます。または、AWS
Management Console を使用して WorkSpace を起動した場合、特定の AWS リソースにアクセスする許可
が Amazon WorkSpaces 自動的に付与されます。このロールが存在しない場合は、以下の手順で作成でき
ます。

workspaces_DefaultRole ロールを作成するには
1.

AWS Management Console にサインインして、IAM コンソール (https://console.aws.amazon.com/
iam/) を開きます。

2.

左側のナビゲーションペインで、[Roles] を選択します。

3.

[ロールの作成] を選択します。

4.

[Select type of trusted entity] (信頼できるエンティティのタイプを選択) で、[Another AWS account]
(別の アカウント) を選択します。

5.

[Account ID] には、ハイフンやスペースを入れずにアカウント ID を入力します。

6.

[Options] では、多要素認証 (MFA) を指定しないでください。

7.

[Next: Permissions (次へ: アクセス許可)] を選択します。

8.

[Attach permissions policies] (許可ポリシーをアタッチ) ページで、AWS 管理ポリ
シー、[AmazonWorkSpacesServiceAccess] および [AmazonWorkSpacesSelfServiceAccess] を選択し
ます。

9.

[許可の境界を設定] では、このロールにアタッチされているポリシーと競合する可能性があるため、
アクセス許可の境界を使用しないことをお勧めします。このような競合が発生すると、ロールに必要
な特定の許可がブロックされる可能性があります。

10. [次へ: タグ] を選択します。
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11. [Add tags (optional)] ページで、必要に応じてタグを追加します。
12. [Next: Review] を選択します。
13. [Review] ページの [Role name] に、workspaces_DefaultRole を入力します。
14. (オプション) [ロールの説明] に、説明を入力します。
15. [ロールの作成] を選択します。
16. workspaces_DefaultRole ロールの [Summary] ページで [Trust relationships] タブを選択します。
17. [信頼関係] タブで、[信頼関係の編集] を選択します。
18. [Edit Trust Relationship] ページで、既存のポリシーステートメントを次のステートメントに置き換え
ます。
{

}

"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Principal": {
"Service": "workspaces.amazonaws.com"
},
"Action": "sts:AssumeRole"
}
]

19. [Update Trust Policy] を選択します。

WorkSpaces 用の AWS 管理ポリシー
AWS 管理ポリシーを使用すると、ユーザー、グループ、ロールへのアクセス許可の追加が、自分でポリ
シーを作成するよりも簡単になります。チームに必要な許可のみを提供する IAM カスタマーマネージドポ
リシーを作成するには、時間と専門知識が必要です。AWS マネージドポリシーを使用することで、すぐに
使用を開始できます。これらのポリシーは、一般的なユースケースを対象範囲に含めており、AWS アカウ
ントで利用できます。AWSマネージドポリシーの詳細については、「IAM ユーザーガイド」の「AWS マ
ネージドポリシー」を参照してください。
AWS のサービスは、AWS マネージドポリシーを維持および更新します。AWS マネージドポリシーの許
可を変更することはできません。サービスでは、新しい機能を利用できるようにするために、AWS マネー
ジドポリシーに許可が追加されることがあります。この種類の更新は、ポリシーがアタッチされている、
すべてのアイデンティティ (ユーザー、グループおよびロール) に影響を与えます。新しい機能が立ち上
げられた場合や、新しいオペレーションが使用可能になった場合に、各サービスが AWS マネージドポリ
シーを更新する可能性が最も高くなります。サービスは、AWS マネージドポリシーからの許可を削除しな
いため、ポリシーの更新によって既存の許可が破棄されることはありません。
加えて AWS では、複数のサービスにまたがるジョブ機能のための管理ポリシーもサポートしています。
例えば、ReadOnlyAccess AWS 管理ポリシーでは、すべての AWS のサービスおよびリソースへの読み
取り専用アクセスを許可します。あるサービスで新しい機能を立ち上げる場合は、AWS は、追加された演
算とリソースに対し、読み取り専用の許可を追加します。職務機能ポリシーのリストと説明については、
「IAM ユーザーガイド」の「ジョブ機能の AWS マネージドポリシー」を参照してください。

AWS 管理ポリシー: AmazonWorkSpacesAdmin
このポリシーは、Amazon WorkSpaces の管理アクションへのアクセスを提供します。以下のアクセス許
可が提供されます。
• workspaces – WorkSpaces リソースに対する管理アクションを実行するためのアクセスを許可しま
す。
• kms – KMS キーの一覧へのアクセスと説明、およびエイリアスの一覧表示を許可します。
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{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Effect": "Allow",
"Action": [
"kms:DescribeKey",
"kms:ListAliases",
"kms:ListKeys",
"workspaces:CreateTags",
"workspaces:CreateWorkspaces",
"workspaces:CreateWorkspaceImage",
"workspaces:DeleteTags",
"workspaces:DescribeTags",
"workspaces:DescribeWorkspaceBundles",
"workspaces:DescribeWorkspaceDirectories",
"workspaces:DescribeWorkspaces",
"workspaces:DescribeWorkspacesConnectionStatus",
"workspaces:ModifyWorkspaceProperties",
"workspaces:ModifySamlProperties",
"workspaces:RebootWorkspaces",
"workspaces:RebuildWorkspaces",
"workspaces:StartWorkspaces",
"workspaces:StopWorkspaces",
"workspaces:TerminateWorkspaces"
],
"Resource": "*"
}
]

AWS管理ポリシー: AmazonWorkSpacesServiceAccess
このポリシーは、WorkSpaces を起動するための Amazon WorkSpaces サービスへのカスタマーアカウン
トアクセスを提供します。これは workspaces_DefaultRole ロールに含まれており、次のアクセス許
可が付与されます。
• ec2 – ネットワークインターフェイスなど、WorkSpace に関連付けられた Amazon EC2 リソースを管
理するためのアクセスを許可します。

{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Action": [
"ec2:CreateNetworkInterface",
"ec2:DeleteNetworkInterface",
"ec2:DescribeNetworkInterfaces"
],
"Effect": "Allow",
"Resource": "*"
}
]

AWS 管理ポリシー: AmazonWorkSpacesSelfServiceAccess
このポリシーでは、Amazon WorkSpaces サービスにアクセスして、ユーザーが開始した WorkSpaces セ
ルフサービスアクションを実行できるようにします。これは workspaces_DefaultRole ロールに含ま
れており、次のアクセス許可が付与されます。
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• workspaces – ユーザーを対象とした WorkSpace の自己管理機能を利用できるようにします。

{

}

"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
{
"Action": [
"workspaces:RebootWorkspaces",
"workspaces:RebuildWorkspaces",
"workspaces:ModifyWorkspaceProperties"
],
"Effect": "Allow",
"Resource": "*"
}
]

WorkSpaces による AWS マネージドポリシーの更新
WorkSpaces の AWS マネージドポリシーの更新に関する詳細を、このサービスがこれらの変更の追跡を
開始した以降の分について表示します。
変更

説明

日付

WorkSpaces で変更の追跡が開始 WorkSpaces が、WorkSpaces マ 2021 年 3 月 1 日
されました
ネージドポリシーの変更の追跡
を開始しました。

Amazon WorkSpaces のコンプライアンスの検証
サードパーティーの監査者は、さまざまな AWS コンプライアンスプログラムの一環として
Amazon WorkSpaces のセキュリティとコンプライアンスを評価します。このプログラムに
は、SOC、PCI、FedRAMP、HIPAA などがあります。
特定のコンプライアンスプログラムの対象となる AWS サービスのリストについては、「コンプライア
ンスプログラムによる AWS 対象範囲内のサービス」を参照してください。一般的な情報については、
「AWS コンプライアンスプログラム」を参照してください。
サードパーティーの監査レポートをダウンロードするには、AWS Artifact を使用します。詳細について
は、AWS Artifactにおけるレポートのダウンロードを参照してください。
WorkSpaces および FedRAMP の詳細については、「 FedRAMP 認証または DoD SRG 準拠のために
Amazon WorkSpaces をセットアップする (p. 86) 」を参照してください。
WorkSpaces を使用する際のお客様のコンプライアンス責任は、お客様のデータの機密性や貴社のコンプ
ライアンス目的、適用される法律および規制によって決まります。AWS では、コンプライアンスに役立つ
以下のリソースを提供しています。
• セキュリティ＆コンプライアンス クイックリファレンスガイド – これらのデプロイガイドには、アーキ
テクチャ上の考慮事項の説明と、AWS でセキュリティとコンプライアンスに重点を置いたベースライン
環境をデプロイするためのステップが記載されています。
• HIPAA のセキュリティとコンプライアンスに関するホワイトペーパーを作成する - このホワイトペー
パーは、企業が AWS を使用して HIPAA 準拠のアプリケーションを作成する方法について説明します。
• AWS コンプライアンスのリソース - このワークブックおよびガイドのコレクションは、ユーザーの業界
や地域で使用できるかもしれません。
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• AWS Config デベロッパーガイドの「ルールでのリソースの評価」 - AWS Config サービスは、リソース
設定が社内のプラクティス、業界のガイドライン、規制にどの程度準拠しているかを評価します。
• AWS Security Hub– AWS のこのサービスは、AWS 内でのユーザーのセキュリティ状態に関する包括的
な見解を提供し、業界のセキュリティ標準、およびベストプラクティスに対するコンプライアンスを確
認するために役立ちます。

Amazon WorkSpaces の耐障害性
AWS のグローバルインフラストラクチャは AWS リージョンとアベイラビリティーゾーンを中心として構
築されます。リージョンには、低レイテンシー、高いスループット、そして高度の冗長ネットワークで接
続されている複数の物理的に独立および隔離されたアベイラビリティーゾーンがあります。アベイラビリ
ティーゾーンでは、ゾーン間で中断することなく自動的にフェイルオーバーするアプリケーションとデー
タベースを設計および運用することができます。アベイラビリティーゾーンは、従来の単一または複数の
データセンターインフラストラクチャよりも可用性、耐障害性、および拡張性が優れています。
AWS リージョンとアベイラビリティーゾーンの詳細については、「AWS グローバルインフラストラク
チャ」を参照してください。
Amazon WorkSpaces は、クロスリージョンリダイレクトも提供します。これは、ドメインネームシステ
ム (DNS) フェイルオーバールーティングポリシーと連携して、プライマリ WorkSpaces が利用できない場
合に WorkSpaces ユーザーを別の AWS リージョン内の別の WorkSpaces にリダイレクトする機能です。
詳細については、「」を参照してくださいAmazon WorkSpaces のクロスリージョンリダイレクト (p. 240)

Amazon WorkSpaces のインフラストラクチャセ
キュリティ
マネージドサービスである Amazon WorkSpaces は、Amazon Web Services: AWS セキュリティプロセス
の概要ホワイトペーパーで説明されている AWS グローバルネットワークセキュリティ手順で保護されて
います。
AWS が発行している APIコールを使用して、ネットワーク経由で WorkSpaces にアクセスします。クラ
イアントでは、Transport Layer Security (TLS) 1.0 以降がサポートされている必要があります。TLS 1.2 以
降が推奨されています。また、Ephemeral Diffie-Hellman (DHE) や Elliptic Curve Ephemeral Diffie-Hellman
(ECDHE) などの Perfect Forward Secrecy (PFS) を使用した暗号スイートもクライアントでサポートされ
ている必要があります。これらのモードは、Java 7 以降など、最近のほとんどのシステムでサポートされ
ています。
また、リクエストは、アクセスキー ID と、IAM プリンシパルに関連付けられているシークレットアクセス
キーを使用して署名する必要があります。または、AWS Security Token Service (AWS STS) を使用して、
一時的なセキュリティ認証情報を生成し、リクエストに署名することもできます。

ネットワークの隔離
仮想プライベートクラウド (VPC) は、AWS クラウド内の論理的に隔離された領域にある仮想ネットワー
クです。VPC のプライベートサブネットに WorkSpaces をデプロイできます。詳細については、「」を参
照してくださいWorkSpaces 用に VPC を設定する (p. 12)
特定のアドレス範囲 (企業ネットワークなど) からのトラフィックのみを許可するには、VPC のセキュリ
ティグループを更新するか、IP アクセスコントロールグループ (p. 80)を使用します。
有効な証明書を使用して、信頼できるデバイスへの WorkSpace アクセスを制限できます。詳細について
は、「」を参照してください信頼されたデバイスへの WorkSpaces アクセスを制限する (p. 59)
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物理ホストでの分離
同じ物理ホスト上の異なる WorkSpaces は、ハイパーバイザーを介して互いに分離されます。これは、
別々の物理ホスト上にあるかのようになります。WorkSpace が削除されると、割り当てられたメモリがハ
イパーバイザーによってスクラブ (ゼロに設定) されてから、新しい WorkSpace に割り当てられます。

企業ユーザーの承認
WorkSpaces では、ディレクトリは AWS Directory Service を介して管理されます。ユーザー用のスタン
ドアロンのマネージド型ディレクトリを作成できます。または、既存の Active Directory 環境と統合するこ
ともできます。統合した場合、ユーザーは現在の認証情報を使用して社内リソースにシームレスにアクセ
スできます。詳細については、「」を参照してくださいWorkSpaces のディレクトリを管理する (p. 95)
WorkSpaces へのアクセスをさらに制御するには、多要素認証を使用します。詳細については、「 AWS
サービスの多要素認証を有効にする方法」を参照してください。

VPC インターフェイスエンドポイント経由で Amazon
WorkSpaces API リクエストを行う
インターネット経由で接続するのではなく、Virtual Private Cloud (VPC) のインターフェイスエンドポイン
トを通じて Amazon WorkSpaces API エンドポイントに直接接続できます。VPC インターフェイスエンド
ポイントを使用すると、AWS ネットワーク内で VPC と Amazon WorkSpaces API エンドポイント間の通
信が完全かつ安全に実施されます。

Note
この機能は、WorkSpaces API エンドポイントへの接続にのみ使用できます。WorkSpaces クラ
イアントを使用して WorkSpaces に接続するには、「WorkSpaces の IP アドレスとポートの要
件 (p. 17)」で説明されているように、インターネット接続が必要です。
Amazon WorkSpaces API エンドポイントでは、Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) インター
フェイスエンドポイントがサポートされています。このエンドポイントは、AWS PrivateLink を使用しま
す。各 VPC エンドポイントは VPC サブネットの 1 つ以上のネットワークインスタンス（別名: Elastic
Network Interface (ENI)）とプライベート IP アドレスで表されます。
VPC インターフェイスエンドポイントは VPC を Amazon WorkSpaces API エンドポイントに直接接続し
ます。その際、インターネットゲートウェイ、NAT デバイス、VPN 接続、または AWS Direct Connect 接
続を使用しません。VPC のインスタンスは、パブリック IP アドレスがなくても Amazon WorkSpaces API
エンドポイントと通信できます。
インターフェイスエンドポイントを作成して、AWS AWS Management Console か AWS Command Line
Interface ( AWS CLI ) コマンドのいずれかを使用して、 Amazon WorkSpaces と接続できます。手順につ
いては、「インターフェイスエンドポイントの作成」を参照してください。
VPC エンドポイントを作成すると、endpoint-url パラメータを使用して、Amazon WorkSpaces API
エンドポイントへのインターフェイスエンドポイントを指定する次のサンプル CLI コマンドを使用できま
す。
aws workspaces copy-workspace-image --endpointurl VPC_Endpoint_ID.workspaces.Region.vpce.amazonaws.com
aws workspaces delete-workspace-image --endpointurl VPC_Endpoint_ID.api.workspaces.Region.vpce.amazonaws.com
aws workspaces describe-workspace-bundles --endpointurl VPC_Endpoint_ID.workspaces.Region.vpce.amazonaws.com
--endpoint-name Endpoint_Name \
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--body "Endpoint_Body" \
--content-type "Content_Type" \
Output_File

VPC エンドポイントのプライベート DNS ホスト名を有効にした場合は、エンドポイント URL を指定する
必要はありません。CLI および Amazon WorkSpaces SDK がデフォルトで使用する Amazon WorkSpaces
API DNS ホスト名 (https://api.workspaces.Region.amazonaws.com) は、ご自身の VPC エンドポイント
に解決されます。
Amazon WorkSpaces API エンドポイントは、すべてのAWS両方Amazon VPCおよびAmazon
WorkSpacesが利用不可。Amazon WorkSpaces では、すべてのパブリック APIを VPC 内に配置します。
AWS PrivateLink の詳細については、AWS PrivateLink ドキュメントを参照してください。VPC エンドポ
イントの料金については、「VPC の料金」を参照してください。VPC およびエンドポイントの詳細につ
いては、「Amazon VPC」を参照してください。
リージョンごとの Amazon WorkSpaces API エンドポイントのリストについては、「WorkSpaces API エ
ンドポイント」 (p. 24)を参照してください。

Note
AWS PrivateLink がある Amazon WorkSpaces API エンドポイントは、連邦情報処理規格
(Federal Information Processing Standards/FIPS)Amazon WorkSpaces API エンドポイントではサ
ポートされません。

Amazon WorkSpaces の VPC エンドポイントポリ
シーの作成
Amazon WorkSpaces の Amazon VPC エンドポイントに対するポリシーを作成して、以下を指定すること
ができます。
• アクションを実行できるプリンシパル。
• 実行可能なアクション。
• このアクションを実行できるリソース。
詳細については、Amazon VPC ユーザーガイドの「VPC エンドポイントでサービスへのアクセスを制御す
る」を参照してください。

Note
VPC エンドポイントポリシーは、連邦情報処理規格 (Federal Information Processing Standards/
FIPS)Amazon WorkSpaces エンドポイントではサポートされません。
次の例の VPC エンドポイントポリシーでは、VPC インターフェイスエンドポイントにアクセスできるす
べてのユーザーが、Amazon WorkSpaces でホストされた、ws-f9abcdefg という名前のエンドポイント
を呼び出すことが許可されます。
{

"Statement": [
{
"Action": "workspaces:*",
"Effect": "Allow",
"Resource": "arn:aws:workspaces:us-west-2:1234567891011:workspace/wsf9abcdefg",
"Principal": "*"
}
]
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}

この例では、以下のアクションが拒否されます。
• 以外の Amazon WorkSpaces でホストされたエンドポイントの呼び出しws-f9abcdefg。
• 指定された 1 つのリソース (WorkSpace ID: ws-f9abcdefg) 以外のリソースに対するアクションの実
行。

Note
この例では、ユーザーは VPC の外部からその他の Amazon WorkSpaces API アクションをま
だ実行できます。API コールを VPC 内部からに制限するには、ID ベースポリシーを使用して
API エンドポイントへのアクセスを制御する方法について「 WorkSpaces の Identity and Access
Management (p. 253) 」を参照してください。

プライベートネットワークを VPC に接続する
VPC 経由で Amazon WorkSpaces API を呼び出すには、VPC 内にあるインスタンスから接続する
か、Amazon Virtual Private Network (VPN) AWS Virtual Private Network (AWS VPN) または AWS Direct
Connect を使用してプライベートネットワークを VPC に接続する必要があります。Amazon VPN につ
いては、Amazon Virtual Private Cloud ユーザーガイドの「VPN 接続」を参照してください。AWS Direct
Connect の詳細については、AWS Direct Connect ユーザーガイドの「コネクションの作成」を参照してく
ださい。

WorkSpaces に関する更新管理
定期的に WorkSpaces のオペレーティングシステムやアプリケーションに対してパッチ処理、更新、およ
び保護を行うことをお勧めします。WorkSpaces は、通常のメンテナンス期間中に WorkSpaces によって
更新されるように設定することも、自分で更新することもできます。詳細については、「」を参照してく
ださいWorkSpace のメンテナンス (p. 174)
WorkSpaces 上のアプリケーションについては、提供されている自動更新サービスを使用するか、アプリ
ケーションベンダーが提供する更新プログラムのインストールに関する推奨事項に従うことができます。

Amazon WAM
Amazon WorkSpaces Application Manager (Amazon WAM) では、Windows WorkSpaces のアプリケー
ションをデプロイして管理するための、迅速、柔軟かつ安全な方法を利用できます。詳細について
は、Amazon WAM 管理ガイドを参照してください。

268

Amazon WorkSpaces 管理ガイド
高度なログ記録の有効化

WorkSpaces の問題のトラブル
シューティング
以下の情報は、WorkSpaces の問題のトラブルシューティングに役立ちます。

高度なログ記録の有効化
任意の Amazon WorkSpaces クライアントに対して高度なログ記録を有効にして、ユーザーが直面する可
能性のある問題のトラブルシューティングに役立てることができます。
高度なログ記録では、診断情報とデバッグレベルの詳細 (詳細なパフォーマンスデータなど) を含むログ
ファイルが生成されます。1.0+ および 2.0+ クライアントの場合、これらの高度なログ記録ファイルは
AWS のデータベースに自動的にアップロードされます。

Note
高度なログ記録によって生成されたログファイルの確認や WorkSpaces クライアントの問題に関
する技術サポートを AWS に依頼するには、AWS サポートまでお問い合わせください。詳細につ
いては、「AWS サポートセンター」を参照してください。

4.0 以上のクライアントで高度なログ記録を有効にするには
Windows クライアントのログは、次の場所に保存されています。
%LOCALAPPDATA%\Amazon Web Services\Amazon WorkSpaces\logs

Windows クライアントで高度なログ記録を有効にするには
1.

Amazon WorkSpaces クライアントを閉じます。

2.

コマンドプロンプトアプリを開きます。

3.

-l3 フラグを指定して WorkSpaces クライアントを起動します。
c:
cd "C:\Program Files\Amazon Web Services, Inc\Amazon WorkSpaces"
workspaces.exe -l3

Note
WorkSpaces が、すべてのユーザーではなく 1 人のユーザーに対してインストールされてい
る場合は、次のコマンドを使用します。
c:
cd "%LocalAppData%\Programs\Amazon Web Services, Inc\Amazon
WorkSpaces"
workspaces.exe -l3
macOS クライアントのログは次の場所に保存されます。
~/Library/"Application Support"/"Amazon Web Services"/"Amazon WorkSpaces"/logs
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macOS クライアントで高度なログ記録を有効にするには
1.

Amazon WorkSpaces クライアントを閉じます。

2.

ターミナルを開きます。

3.

次のコマンドを実行します。
open -a workspaces --args -l3

Android くらいで高度なログ記録を有効にするには
1.

Amazon WorkSpaces クライアントを閉じます。

2.

Android クライアントメニューを開きます。

3.

[Support] (サポート) を選択します。

4.

[Logging settings] (ログ記録設定) を選択します。

5.

[Enable advanced logging] (高度なログ記録の有効化) を選択します。

高度なログを有効にした後に Android クライアントのログを取得するには
•

[Extract log] (ログの抽出) をクリックして、圧縮したログをローカルに保存します。

Linux クライアントのログは、次の場所に保存されます。
~/.local/share/Amazon Web Services/Amazon WorkSpaces/logs

Linux クライアントで高度なログ記録を有効にするには
1.

Amazon WorkSpaces クライアントを閉じます。

2.

ターミナルを開きます。

3.

以下のコマンドを実行します。
/opt/workspacesclient/workspacesclient -l3

3.0 以上のクライアントで高度なログ記録を有効にするには
Windows クライアントのログは、次の場所に保存されています。
%LOCALAPPDATA%\Amazon Web Services\Amazon WorkSpaces\logs

Windows クライアントで高度なログ記録を有効にするには
1.

Amazon WorkSpaces クライアントを閉じます。

2.

コマンドプロンプトアプリを開きます。

3.

-l3 フラグを指定して WorkSpaces クライアントを起動します。
c:
cd "C:\Program Files (x86)\Amazon Web Services, Inc\Amazon WorkSpaces"
workspaces.exe -l3

Note
WorkSpaces が、すべてのユーザーではなく 1 人のユーザーに対してインストールされてい
る場合は、次のコマンドを使用します。
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c:
cd "%LocalAppData%\Programs\Amazon Web Services, Inc\Amazon
WorkSpaces"
workspaces.exe -l3
macOS クライアントのログは次の場所に保存されます。
~/Library/"Application Support"/"Amazon Web Services"/"Amazon WorkSpaces"/logs

macOS クライアントで高度なログ記録を有効にするには
1.

Amazon WorkSpaces クライアントを閉じます。

2.

ターミナルを開きます。

3.

以下のコマンドを実行します。
open -a workspaces --args -l3

Android くらいで高度なログ記録を有効にするには
1.

Amazon WorkSpaces クライアントを閉じます。

2.

Android クライアントメニューを開きます。

3.

[Support] (サポート) を選択します。

4.

[Logging settings] (ログ記録設定) を選択します。

5.

[Enable advanced logging] (高度なログ記録の有効化) を選択します。

高度なログを有効にした後に Android クライアントのログを取得するには
•

[Extract log] (ログの抽出) をクリックして、圧縮したログをローカルに保存します。

Linux クライアントのログは、次の場所に保存されます。
~/.local/share/Amazon Web Services/Amazon WorkSpaces/logs

Linux クライアントで高度なログ記録を有効にするには
1.

Amazon WorkSpaces クライアントを閉じます。

2.

ターミナルを開きます。

3.

次のコマンドを実行します。
/opt/workspacesclient/workspacesclient -l3

1.0 以上および 2.0 以上のクライアントで高度なログ記録を有効
にするには
1.

WorkSpaces クライアントを開きます。

2.

クライアントアプリケーションの右上隅にある歯車アイコンを選択します。

3.

[Advanced Settings (詳細設定)] を選択します。

4.

[Enable Advanced Logging (高度なログ記録を有効にする)] チェックボックスをオンにします。

5.

[Save] (保存) を選択します。
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Windows クライアントのログは、次の場所に保存されています。
%LOCALAPPDATA%\Amazon Web Services\Amazon WorkSpaces\1.0\Logs
macOS クライアントのログは次の場所に保存されます。
~/Library/Logs/Amazon Web Services/Amazon WorkSpaces/1.0

固有の問題のトラブルシューティング
以下の情報は、WorkSpaces に固有の問題のトラブルシューティングに役立ちます。
問題点
• ユーザー名に無効な文字があるため Amazon Linux WorkSpace を作成できません (p. 273)
• Amazon Linux WorkSpace のシェルを変更しましたが、PCoIP セッションをプロビジョニングできま
せん (p. 274)
• Amazon Linux WorkSpaces が起動しない (p. 274)
• 接続したディレクトリの WorkSpaces の起動にたびたび失敗する (p. 275)
• 内部エラーにより WorkSpaces の起動に失敗する (p. 275)
• ディレクトリを登録しようとすると、登録が失敗し、ディレクトリが ERROR 状態のままになりま
す (p. 275)
• ユーザーがインタラクティブなログオンバナーで Windows WorkSpace に接続できない (p. 275)
• ユーザーが Windows WorkSpace に接続できない (p. 275)
• ユーザーが WorkSpaces Web Access から WorkSpaces にログオンしようとすると問題が発生す
る (p. 276)
• Amazon WorkSpaces クライアントで、グレーの「ロード中...」画面がしばらく表示されてからログイ
ン画面に戻る。他のエラーメッセージは表示されない。 (p. 277)
• ユーザーに「WorkSpace Status: Unhealthy. We were unable to connect you to your WorkSpace.
Please try again in a few minutes.」というメッセージが表示される。 (p. 277)
• ユーザーに「This device is not authorized to access the WorkSpace. Please contact your administrator
for assistance.」というメッセージが表示される。 (p. 278)
• ユーザーが WSP WorkSpace に接続しようとすると、「ネットワークがありません。ネットワー
ク接続が失われました ネットワーク接続を確認するか、管理者に問い合わせてください。」 WSP
WorkSpace に接続しようとしたとき (p. 278)
• WorkSpaces クライアントがネットワークエラーを返しますが、デバイス上の他のネットワーク対応
アプリケーションは使用できます (p. 278)
• WorkSpace ユーザーに、「デバイスは登録サービスに接続できません。ネットワーク設定を確認して
ください」というエラーが表示されます。 (p. 280)
• PCoIP ゼロクライアントユーザーに、「指定された証明書はタイムスタンプのために無効です」とい
うエラーが表示される (p. 280)
• PCoIP ゼロクライアントで USB プリンタと他の USB 周辺機器が動作しない (p. 280)
• ユーザーが Windows または macOS クライアントアプリケーションの更新をスキップしても、最新
バージョンをインストールするように求められない (p. 281)
• ユーザーが Chromebook に Android クライアントアプリケーションをインストールできな
い (p. 281)
• ユーザーに招待 E メールまたはパスワードリセット E メールが届かない (p. 282)
• クライアントのログイン画面でユーザーに [パスワードを忘れた場合] が表示されません。 (p. 282)
• Windows WorkSpace にアプリケーションをインストールしようとすると、「システム管理者がポリ
シーを設定してこのインストールを禁止しています」というメッセージが表示される (p. 282)
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• ディレクトリのいずれの WorkSpaces もインターネットに接続できない (p. 283)
• WorkSpace がインターネットにアクセスできなくなった (p. 283)
• オンプレミスディレクトリに接続しようとすると、「DNS unavailable」というエラーが表示され
る (p. 283)
• オンプレミスディレクトリに接続しようとすると、「Connectivity issues detected」というエラーが表
示される (p. 283)
• オンプレミスディレクトリに接続しようとすると、「SRV record」というエラーが表示され
る (p. 284)
• Windows WorkSpace をアイドル状態のままにすると、スリープ状態になる (p. 284)
• WorkSpace の一部のステータスに UNHEALTHY と表示されます (p. 285)
• WorkSpace が予期せずクラッシュまたは再起動する (p. 286)
• 同じユーザー名に対応する複数の WorkSpace があるが、そのユーザーはいずれかの WorkSpaces に
しかログインできない (p. 287)
• Amazon WorkSpaces で Docker の使用がうまくいかない (p. 288)
• 一部の API コールで ThrottlingException エラーが表示される (p. 289)
• WorkSpace をバックグラウンドで実行させておくと、接続が何度も切断される (p. 289)
• SAML 2.0 フェデレーションが動作していません。ユーザーには、WorkSpaces デスクトップをスト
リーミングする権限がありません。 (p. 290)
• ユーザーが 60 分ごとに WorkSpaces セッションから切断されます。 (p. 290)
• ユーザーが SAML 2.0 ID プロバイダー (IdP) 主導のフローを使用してフェデレートすると、ユーザー
にリダイレクト URI エラーが発生します。または、IdP にフェデレートした後、クライアントからサ
インインを試みるたびに、WorkSpaces クライアントアプリケーションの追加インスタンスが開始さ
れます。 (p. 290)
• ユーザーが IdP にフェデレートした後に WorkSpace Spaces クライアントアプリケーションにサイン
インしようとすると、「Something went wrong: An error occurred while launching your WorkSpace」
(問題が発生しました: WorkSpace の起動中にエラーが発生しました) というメッセージが表示されま
す。 (p. 291)
• ユーザーが IdP にフェデレートした後に WorkSpaces クライアントアプリケーションにサインイン
しようとすると、「Unable to validate tags」(タグを検証できません) というメッセージが表示されま
す。 (p. 291)
• 「The client and the server cannot communicate, because they do not possess a common algorithm」
(クライアントとサーバーは共通のアルゴリズムを所有していないため、通信できません) というメッ
セージがユーザーに表示されます。 (p. 291)
• マイクまたはウェブカメラが Windows WorkSpaces で動作しません。 (p. 291)

ユーザー名に無効な文字があるため Amazon Linux
WorkSpace を作成できません
Amazon Linux WorkSpaces の場合、ユーザー名:
• 最大 20 文字を含めることができます。
• UTF-8 で表現可能な文字、スペース、および数字を含めることができます。
• 次の特殊文字を含めることができます: _.-#
• ダッシュ記号 (-) をユーザー名の 1 文字目として使用することはできません。

Note
これらの制限は、Windows WorkSpaces には適用されません。Windows WorkSpaces では、ユー
ザー名のすべての文字で @ および - 記号をサポートしています。
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Amazon Linux WorkSpace のシェルを変更しました
が、PCoIP セッションをプロビジョニングできません
Linux WorkSpaces のデフォルトシェルを上書きするには、「Amazon Linux WorkSpaces のデフォルト
シェルを上書きする (p. 157)」を参照してください。

Amazon Linux WorkSpaces が起動しない
2020 年 7 月 20 日以降、Amazon Linux WorkSpaces は新しいライセンス証明書を使用する予定です。こ
れらの新しい証明書は、PCoIP エージェントの 2.14.1.1、2.14.7、2.14.9、および 20.10.6以降のバージョ
ンでのみ互換性があります。
サポートされていないバージョンの PCoIP エージェントを使用している場合は、最新のバージョン
(20.10.6) にアップグレードする必要があります。このバージョンでは、新しい証明書と互換性のある最新
の修正とパフォーマンスが向上できます。7 月 20 日までにこれらのアップグレードを行わないと、Linux
WorkSpaces のセッションプロビジョニングが失敗し、エンドユーザーは WorkSpaces に接続できなくな
ります。

PCoIP エージェントを最新バージョンにアップグレードするには
1.

https://console.aws.amazon.com/workspaces/ で WorkSpaces コンソールを開きます。

2.

ナビゲーションペインで [WorkSpaces] を選択します。

3.

Linux WorkSpace を選択し、[アクション]、[WorkSpaces の再起動] の順に選択して再起動しま
す。WorkSpace ステータスが STOPPED の場合は、[アクション]、[WorkSpaces を起動] の順に選択
し、ステータスが AVAILABLE になるまで待ってから再起動する必要があります。

4.

WorkSpace が再起動され、ステータスが AVAILABLE になったら、このアップグレードの実行中
に WorkSpace のステータスを ADMIN_MAINTENANCE に変更することをお勧めします。完了した
ら、WorkSpace の状態を AVAILABLE に変更します。ADMIN_MAINTENANCE モードの詳細について
は、「手動メンテナンス」を参照してください。
WorkSpace のステータスを ADMIN_MAINTENANCE に変更するには、次の操作を行います。
a.

WorkSpace を選択して、[Actions]、[Modify WorkSpace] の順に選択します。

b.

[Modify State (状態の変更)] を選択します。

c.

[想定される状態] で、[ADMIN_MAINTENANCE] を選択します。

d.

[Modify] を選択します。

5.

SSH 経由で Linux WorkSpace に接続します。詳細については、「Linux WorkSpaces の SSH 接続を
有効にする (p. 87)」を参照してください。

6.

PCoIP エージェントを更新するには、次のコマンドを実行します。
sudo yum --enablerepo=pcoip-stable install pcoip-agent-standard-20.10.6

7.

エージェントのバージョンを確認し、更新が成功したことを確認するには、次のコマンドを実行しま
す。
rpm -q pcoip-agent-standard

検証コマンドは、次の結果を生成する必要があります。
pcoip-agent-standard-20.10.6-1.el7.x86_64

8.

WorkSpace から切断し、再度再起動します。
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9.

WorkSpace のステータスを Step 4 (p. 274) の ADMIN_MAINTENANCE に設定した場合は、Step
4 (p. 274) を繰り返し、意図した状態を AVAILABLE に設定します。

PCoIP エージェントをアップグレードしても Linux WorkSpace が起動しない場合は、AWS サポートにお
問い合わせください。

接続したディレクトリの WorkSpaces の起動にたびた
び失敗する
オンプレミスのディレクトリの 2 つの DNS サーバーまたはドメインコントローラーが、ディレクトリ
に接続したときに指定した各サブネットからアクセス可能であることを確認します。各サブネットで
Amazon EC2 インスタンスを起動し、2 つの DNS サーバーの IP アドレスを使用してディレクトリにイン
スタンスを結合することで、この接続を確認できます。

内部エラーにより WorkSpaces の起動に失敗する
サブネットが、サブネット内で起動されたインスタンスに IPv6 アドレスを自動的に割り当てるように設定
されているかどうかを確認します。この設定を確認するには、Amazon VPC コンソールを開き、サブネッ
トを選択し、[Subnet Actions] を選択して、次に [Modify auto-assign IP settings] を選択します。この設定
を有効にすると、Performance バンドルまたは Graphics バンドルを使用して WorkSpace を起動すること
はできません。代わりに、この設定を無効にし、インスタンスを起動するときに IPv6 アドレスを手動で指
定します。

ディレクトリを登録しようとすると、登録が失敗し、
ディレクトリが ERROR 状態のままになります
この問題は、マルチリージョンレプリケーション用に設定されている AWS Managed Microsoft AD ディ
レクトリを登録しようとする場合に発生することがあります。プライマリリージョンのディレクトリは
Amazon WorkSpaces で使用するために正常に登録できますが、レプリケートされたリージョンにディレ
クトリを登録しようとすると失敗します。AWS Managed Microsoft AD を使用したマルチリージョンレプ
リケーションは、レプリケートされたリージョン内での Amazon WorkSpaces での使用についてサポート
されていません。

ユーザーがインタラクティブなログオンバナーで
Windows WorkSpace に接続できない
ログオンバナーを表示するためにインタラクティブなログオンメッセージが実装されると、これによ
りユーザーは自分の Windows WorkSpaces にアクセスできなくなります。現在、インタラクティブの
ログオンメッセージのグループポリシー設定は WorkSpaces でサポートされていません。Interactive
logon: Message text for users attempting to log on グループポリシーが適用されていない組織単位 (OU) に
WorkSpaces を移動します。

ユーザーが Windows WorkSpace に接続できない
ユーザーが Windows WorkSpace に接続しようとすると、次のエラーが表示されます。
"An error occurred while launching your WorkSpace. Please try again."

このエラーは、WorkSpace が PCoIP を使用して Windows デスクトップを読み込めない場合によく発生し
ます。以下を確認してください。
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• このメッセージは、Windows 向けの PCoIP Standard Agent サービスが実行されていない場合に表示さ
れます。RDP を使用して接続し、サービスが実行されていること、サービスが自動的に開始されるよう
に設定されていること、および管理インターフェイス (eth0) 経由で通信できることを確認します。
• PCoIP エージェントがアンインストールされた場合は、Amazon WorkSpaces コンソールから
WorkSpace を再起動して、自動的に再インストールします。
• WorkSpaces セキュリティグループ (p. 79)がアウトバウンドトラフィックを制限するように変更された
場合も、長時間の遅延後にこのエラーが Amazon WorkSpaces クライアントで発生する可能性がありま
す。送信トラフィックを制限すると、Windows はディレクトリコントローラーと通信してログインでき
なくなります。セキュリティグループで WorkSpaces がプライマリネットワークインターフェイスを介
して必要なすべてのポート (p. 17)でディレクトリコントローラーと通信できることを確認します。
このエラーの別の原因として、ユーザー権利の割り当てグループポリシーに関連がある場合があります。
次のグループポリシーが正しく設定されていない場合、ユーザーは自分の Windows WorkSpace にアクセ
スできなくなります。
コンピュータ構成\Windows Settings\Security Settings\Local Policies\User Rights Assignment
• 正しくないポリシー:
ポリシー: ネットワークからこのコンピュータにアクセスする
設定: #####\ドメインコンピュータ
優先される GPO: ファイルアクセスを許可する
• 正しいポリシー:
ポリシー: ネットワークからこのコンピュータにアクセスする
設定: #####\ドメインユーザー
優先される GPO: ファイルアクセスを許可する

Note
このポリシー設定は、ドメインコンピュータの代わりにドメインユーザーに適用する必要があり
ます。
詳細については、Microsoft Windows のドキュメントの「ネットワークセキュリティポリシーの設定から
このコンピュータにアクセスする」および「セキュリティポリシー設定を構成する」を参照してくださ
い。

ユーザーが WorkSpaces Web Access から
WorkSpaces にログオンしようとすると問題が発生す
る
Amazon WorkSpaces では、ユーザーが Web Access クライアントから正常にログオンできるように、専
用のログオン画面設定を使用しています。
Web Access ユーザーが WorkSpaces にログオンできるようにするには、グループポリシー設定と 3 つの
セキュリティポリシー設定を構成する必要があります。これらの設定が正しく設定されていないと、ログ
オン時間が長くなったり、WorkSpaces にログオンする際にブラックスクリーンがユーザーに表示された
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りする場合があります。これらの設定を構成するには、「Amazon WorkSpaces Web Access を有効化お
よび設定する (p. 83)」を参照してください。

Important
2020 年 10 月 1 日以降、お客様は Amazon WorkSpaces Web Access クライアントを使用して
Windows 7 カスタム WorkSpaces または Windows 7 自分のライセンス使用 (BYOL) WorkSpaces
に接続できなくなります。

Amazon WorkSpaces クライアントで、グレーの
「ロード中...」画面がしばらく表示されてからログイ
ン画面に戻る。他のエラーメッセージは表示されな
い。
通常、この動作が発生する場合、WorkSpaces クライアントはポート 443 経由で認証できますが、ポート
4172 (PCoIP) または 4195 (WSP) 経由でストリーミング接続を確立できないことを示しています。この状
況は、ネットワークの前提条件 (p. 17)が満たされていない場合に発生する可能性があります。クライアン
ト側の問題により、クライアントでのネットワークチェックが失敗することがよくあります。どのヘルス
チェックが失敗しているかを確認するには、ネットワークチェックアイコン (通常、2.0+ クライアントの
ログイン画面の右下隅に感嘆符が付いた赤い三角形、または 3.0+ クライアントの右上隅にあるネットワー
クアイコン ) を選択します。

Note
この問題の最も一般的な原因は、クライアント側のファイアウォールまたはプロキシがポー
ト 4172 または 4195 (TCP および UDP) 経由のアクセスを防止していることです。このヘルス
チェックが失敗した場合は、ローカルのファイアウォール設定を確認してください。
ネットワークチェックに合格した場合は、WorkSpace のネットワーク設定に問題がある可能性がありま
す。たとえば、Windows ファイアウォールの規則により、管理インターフェイス上のポート UDP 4172 ま
たは 4195 がブロックされる場合があります。 リモートデスクトッププロトコル (RDP) クライアントを使
用して WorkSpace に接続し、WorkSpace が必要なポート要件 (p. 17)を満たしていることを確認します。

ユーザーに「WorkSpace Status: Unhealthy. We were
unable to connect you to your WorkSpace. Please try
again in a few minutes.」というメッセージが表示され
る。
このエラーは通常、SkyLightWorkSpacesConfigService サービスがヘルスチェックに応答していないこと
を示します。
WorkSpace を再起動または起動したばかりの場合は、数分待ってからもう一度お試しください。
WorkSpace がしばらくの間実行されていてもこのエラーが表示される場合は、RDP を使用して接
続し、SkyLightWorkSpacesConfigService サービスについて次のことを確認します。
• 実行中である。
• 自動的に開始するように設定されている。
• 管理インターフェイス (eth0) を介して通信できる。
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the WorkSpace. Please contact your administrator
for assistance.」というメッセージが表示される。
• サードパーティー製のウイルス対策ソフトウェアによってブロックされていない。

ユーザーに「This device is not authorized to access
the WorkSpace. Please contact your administrator for
assistance.」というメッセージが表示される。
このエラーは、IP アクセスコントロールグループ (p. 80)が WorkSpace ディレクトリで設定されている
が、クライアント IP アドレスがホワイトリストに登録されていないことを示します。
ディレクトリの設定を確認します。ユーザーが接続しているパブリック IP アドレスで WorkSpace へのア
クセスが許可されていることを確認します。

ユーザーが WSP WorkSpace に接続しようとすると、
「ネットワークがありません。ネットワーク接続が失
われました ネットワーク接続を確認するか、管理者に
問い合わせてください。」 WSP WorkSpace に接続し
ようとしたとき
このエラーが発生したが、ユーザーに接続の問題が発生していない場合は、ネットワークのファイア
ウォールでポート 4195 が開いていることを確認してください。WorkSpaces Streaming Protocol (WSP)
を使用する WorkSpaces の場合、クライアントセッションのストリーミングに使用されるポートが 4172
から 4195 に変更されています。

WorkSpaces クライアントがネットワークエラーを返
しますが、デバイス上の他のネットワーク対応アプリ
ケーションは使用できます
WorkSpaces のクライアントアプリケーションは AWS クラウド内のリソースへのアクセスに依存してい
るため、最低 1 Mbps のダウンロード帯域幅を提供する接続が必要です。デバイスがネットワークに断続
的に接続している場合、WorkSpaces クライアントアプリケーションがネットワークに関する問題を報告
することがあります。
WorkSpaces は、2018 年 5 月の時点で Amazon Trust Services により発行されたデジタル証明書の使用を
適用します。Amazon Trust Services は、WorkSpaces でサポートされているオペレーティングシステムで
すでに信頼されたルート CA になっています。オペレーティングシステムのルート CA リストが最新でな
い場合、デバイスは WorkSpaces に接続できず、クライアントからネットワークエラーが返されます。

証明書の失敗による接続の問題を認識するには
• PCoIP ゼロクライアント - 次のエラーメッセージが表示されます。
Failed to connect. The server provided a certificate that is invalid. See below for
details:
- The supplied certificate is invalid due to timestamp
- The supplied certificate is not rooted in the devices local certificate store

• その他のクライアント – ヘルスチェックは、インターネットの赤い三角形の警告が表示されて失敗しま
す。
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ワーク対応アプリケーションは使用できます
証明書の失敗を解決するには

• Windows クライアントアプリケーション (p. 279)
• PCoIP ゼロクライアント (p. 279)
• その他のクライアントアプリケーション (p. 279)

Windows クライアントアプリケーション
証明書が失敗した場合は、次のいずれかの解決策を使用します。
解決策 1: クライアントアプリケーションを更新する
https://clients.amazonworkspaces.com/ から、最新の Windows クライアントアプリケーションをダウン
ロードしてインストールします。クライアントアプリケーションは、インストール中に、Amazon Trust
Services によって発行された証明書をオペレーティングシステムが信頼するようにします。

解決策 2: Amazon Trust Services をローカルのルート CA リストに追加する
1.

https://www.amazontrust.com/repository/ を開きます。

2.
3.

DER 形式の Starfield 証明書
(2b071c59a0a0ae76b0eadb2bad23bad4580b69c3601b630c2eaf0613afa83f92) をダウンロードしま
す。
Microsoft マネジメントコンソールを開きます。 (コマンドプロンプトから、mmc を実行します。)

4.

[ファイル]、[スナップインの追加と削除]、[証明書]、[追加] の順に選択します。

5.

[証明書スナップイン] ページで、[コンピュータ アカウント] を選択し、[次へ] を選択します。デフォ
ルトの [ ローカル コンピュータ] のままにします。[Finish] (終了) を選択します。[OK] を選択します。

6.

[証明書 (ローカル コンピュータ)] を展開し、[信頼されたルート証明機関] を選択します。[アクショ
ン]、[すべてのタスク]、[インポート] の順に選択します。

7.
8.

ウィザードに従って、ダウンロードした証明書をインポートします。
WorkSpaces クライアントアプリケーションを終了し、再起動します。

解決策 3: グループポリシーを使用して Amazon Trust Services を信頼された CA としてデプロイする
グループポリシーを使用して、ドメインの信頼されたルート CA に Starfield 証明書を追加します。詳細に
ついては、「Use Policy to Distribute Certificates」を参照してください。

PCoIP ゼロクライアント
ファームウェアバージョン 6.0 以降を使用して WorkSpace に直接接続するには、Amazon Trust Services
が発行した証明書をダウンロードしてインストールします。

Amazon Trust Services を信頼されたルート CA として追加するには
1.

https://certs.secureserver.net/repository/ を開きます。

2.

[Starfield Certificate Chain] で、サムプリント 14 65 FA 20 53 97 B8 76 FA A6 F0 A9 95 8E 55 90 E4
0F CC 7F AA 4F B7 C2 C8 67 75 21 FB 5F B6 58 の証明書をダウンロードします。
証明書をゼロクライアントにアップロードします。詳細については、Teradici ドキュメントの
「Uploading Certificates」を参照してください。

3.

その他のクライアントアプリケーション
Amazon Trust Services から、Starfield 証明書
(2b071c59a0a0ae76b0eadb2bad23bad4580b69c3601b630c2eaf0613afa83f92) を追加します。ルート CA
の追加方法の詳細については、以下のドキュメントを参照してください。
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• Android: 証明書の追加と削除

• Chrome OS: Chrome 端末でのクライアント証明書の管理
• macOS および iOS: Installing a CA's Root Certificate on Your Test Device

WorkSpace ユーザーに、「デバイスは登録サービス
に接続できません。ネットワーク設定を確認してくだ
さい」というエラーが表示されます。
登録サービスでエラーが発生すると、[Connection Health Check] ページに次のメッセージが WorkSpace
ユーザーに表示されます: 「ご使用のデバイスは WorkSpaces 登録サービスに接続できません。このデバ
イスを WorkSpaces に登録することはできません。ネットワーク設定を確認してください」というエラー
メッセージが表示されることがあります。
このエラーは、WorkSpaces クライアントアプリケーションが登録サービスにアクセスできない場合に発
生します。通常、これは、WorkSpaces ディレクトリが削除された場合に発生します。このエラーを解決
するには、登録コードが有効であり、AWS クラウドで実行中のディレクトリに対応していることを確認し
ます。

PCoIP ゼロクライアントユーザーに、「指定された
証明書はタイムスタンプのために無効です」というエ
ラーが表示される
Teradici でネットワークタイムプロトコル (NTP) が有効になっていない場合、PCoIP ゼロクライアント
ユーザーに証明書の失敗エラーが表示されることがあります。NTP を設定するには、「WorkSpaces の
PCoIP ゼロクライアントをセットアップする (p. 82)」を参照してください。

PCoIP ゼロクライアントで USB プリンタと他の USB
周辺機器が動作しない
PCoIP エージェントのバージョン 20.10.4 以降、Amazon WorkSpaces は、Windows レジストリを介して
USB リダイレクトをデフォルトで無効にします。このレジストリ設定は、ユーザーが PCoIP ゼロクライ
アントデバイスを使用して WorkSpaces に接続する場合の USB 周辺機器の動作に影響します。
WorkSpaces でバージョン 20.10.4 以降の PCoIP エージェントを使用している場合は、USB リダイレクト
を有効にしない限り、USB 周辺デバイスは PCoIP ゼロクライアントデバイスで動作しません。

Note
32 ビット仮想プリンタードライバーを使用している場合は、それらのドライバーを 64 ビット版
に更新する必要があります。

PCoIP ゼロクライアントデバイスの USB リダイレクトを有効にするには
グループポリシーを介してこれらのレジストリの変更をWorkSpacesにプッシュすることをお勧めしま
す。詳細については、「Teradiciのマニュアル」からエージェントの設定および環境の設定を参照してくだ
さい。
1.

次のレジストリキーの値を 1 (有効) に設定します。
KeyPath =HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\ ソフトウェア\ ポリシー\ Teradici\ PCoIP\
pcoip_admin

280

Amazon WorkSpaces 管理ガイド
ユーザーが Windows または macOS クライアント
アプリケーションの更新をスキップしても、最新
バージョンをインストールするように求められない
KeyName = pcoip.enable_usb

KeyType = DWORD
KeyValue = 1
2.

次のレジストリキーの値を 1 (有効) に設定します。
KeyPath =HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOWARE\ ソフトウェア\ ポリシー\ Teradici\ PCoIP\ pcoIP\
pcoip_admin
KeyName = pcoip.enable_usb
KeyType = DWORD
KeyValue = 1

3.

まだ行っていない場合は、WorkSpace からログアウトしてから、再度ログインします。これで USB
デバイスが動作するはずです。

ユーザーが Windows または macOS クライアントア
プリケーションの更新をスキップしても、最新バー
ジョンをインストールするように求められない
ユーザーが Amazon WorkSpaces Windows クライアントアプリケーションの更新をスキップする
と、SkipThisVersion レジストリキーが設定されます。そのため、新しいバージョンのクライアントがリ
リースされたときに、クライアントを更新するように求められなくなります。最新バージョンに更新する
にはAmazon WorkSpacesユーザーガイド の「WorkSpaces Windows クライアントアプリケーションを新
しいバージョンに更新する」の説明に従って、レジストリを編集できます。以下の PowerShell コマンドを
実行することもできます。
Remove-ItemProperty -Path "HKCU:\Software\Amazon Web Services. LLC\Amazon WorkSpaces
\WinSparkle" -Name "SkipThisVersion"

ユーザーが Amazon WorkSpaces MacOS クライアントアプリケーションの更新をスキップする
と、SUSkippedVersion 設定が定義されます。そのため、クライアントの新しいバージョンがリリー
スされたときに、クライアントを更新するように求められなくなります。最新バージョンに更新するに
は、Amazon WorkSpaces ユーザーガイド の「WorkSpaces macOS クライアントアプリケーションを新
しいバージョンに更新する」の説明に従って、この設定をリセットできます。

ユーザーが Chromebook に Android クライアントアプ
リケーションをインストールできない
バージョン 2.4.13 は、Amazon WorkSpaces Chromebook クライアントアプリケーションの最終リリース
です。Google は Chrome アプリのサポートを段階的に廃止するため、WorkSpaces Chromebook クライア
ントアプリケーションはこれ以上更新されず、その使用はサポートされません。
Android アプリケーションのインストールに対応している Chromebook では、代わりに WorkSpaces
Android クライアントアプリケーションを使用することをお勧めします。
場合によっては、ユーザーの Chromebook で Android アプリケーションのインストールを有効にする必
要があります。詳細については、「Chromebook 用の Android のセットアップ (p. 83)」を参照してくださ
い。
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ユーザーに招待 E メールまたはパスワードリセット E
メールが届かない
AD Connector または信頼できるドメインを使用して作成された WorkSpaces のウェルカム E メールま
たはパスワードリセット E メールは、ユーザーに自動的には届きません。また、ユーザーが既に Active
Directory に存在する場合も、招待メールは自動的に送信されません。
これらのユーザーに招待 E メールを手動で送信するには、「招待 E メールの送信 (p. 126)」を参照してく
ださい 。
ユーザーパスワードをリセットするには、「WorkSpaces の Active Directory 管理ツールを設定す
る (p. 107)」を参照してください。

クライアントのログイン画面でユーザーに [パスワー
ドを忘れた場合] が表示されません。
AD Connector または信頼できるドメインを使用している場合、ユーザーは自分のパスワードをリセット
できません。([パスワードを忘れた場合] オプションは、WorkSpaces クライアントアプリケーションのロ
グイン画面では使用できません。) ユーザーパスワードをリセットする方法については、WorkSpaces の
Active Directory 管理ツールを設定する (p. 107) を参照してください。

Windows WorkSpace にアプリケーションをインス
トールしようとすると、「システム管理者がポリシー
を設定してこのインストールを禁止しています」とい
うメッセージが表示される
この問題に対処するには、Windows インストーラのグループポリシー設定を変更します。ディレクトリ
内の複数の WorkSpaces にこのポリシーをデプロイするには、ドメイン結合された EC2 インスタンスか
ら WorkSpaces 組織単位 (OU) にリンクされたグループポリシーオブジェクトに、この設定を適用しま
す。AD Connector を使用している場合は、ドメインコントローラーからこれらの変更を行うことができま
す。Active Directory 管理ツールを使用してグループポリシーオブジェクトを操作する方法の詳細について
は、AWS Directory Service 管理ガイドの「Active Directory 管理ツールのインストール」を参照してくだ
さい。
次の手順は、WorkSpaces グループポリシーオブジェクトの Windows インストーラ設定を構成する方法を
示しています。
1.

ドメインに WorkSpaces グループポリシー管理用テンプレート (p. 136) がインストールされているこ
とを確認します。

2.

Windows WorkSpace クライアントでグループポリシーの管理ツールを開き、WorkSpaces コン
ピュータアカウントの WorkSpaces グループポリシーオブジェクトに移動して選択します。メインメ
ニューの [Action]、[Edit] を選択します。

3.

グループポリシー管理エディタで、[Computer Configuration (コンピュータの構成)]、[Policies (ポリ
シー)]、[Administrative Templates (管理用テンプレート)]、[Classic Administrative Templates (従来
の管理用テンプレート)]、[Windows Components (Windows コンポーネント)]、[Windows Installer
(Windows インストーラ)] の順に選択します。

4.

[Turn Off Windows Installer (Windows インストーラをオフ)] 設定を開きます。

5.

[Turn Off Windows Installer (Windows インストーラをオフ)] ダイアログボックスで、[Not Configured
(未構成)] を [Enabled (有効)] に変更し、[Disable Windows Installer (Windows インストーラを無効にす
る] を [Never (しない)] に設定します。
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6.

[OK] を選択します。

7.

グループポリシーの変更を適用するには、次のいずれかを実行します。
•
WorkSpace を再起動します (WorkSpaces コンソールで、WorkSpace を選択し、[Actions] (アク
ション)、[Reboot WorkSpaces] (WorkSpaces の再起動) を選択します)。
•
管理コマンドプロンプトから、gpupdate /force と入力します。

ディレクトリのいずれの WorkSpaces もインターネッ
トに接続できない
WorkSpaces はデフォルトではインターネットと通信することができません。明示的にインターネットア
クセスを許可する必要があります。詳細については、「WorkSpace からのインターネットアクセスを提供
する (p. 78)」を参照してください。

WorkSpace がインターネットにアクセスできなく
なった
WorkSpace がインターネットにアクセスできなくなり、RDP を使用して WorkSpace に接続できない場合
は、おそらく WorkSpace のパブリック IP アドレスが失われたことが原因と考えられます。ディレクトリ
レベルで Elastic IP アドレスの自動割り当てを有効 (p. 98)にしている場合、(Amazon が提供するプールか
らの) Elastic IP アドレスは、起動時に WorkSpace に割り当てられます。ただし、所有している Elastic IP
アドレスを WorkSpace に関連付けた後、その Elastic IP アドレスと WorkSpace との関連付けを解除する
と、WorkSpace はパブリック IP アドレスを失い、Amazon が提供するプールから新しいアドレスを自動
的に取得しません。
Amazon が提供するプールからの新しいパブリック IP アドレスを WorkSpace に関連付けるに
は、WorkSpace を再構築 (p. 183)する必要があります。WorkSpace を再構築しない場合は、所有する別の
Elastic IP アドレスを WorkSpace に関連付ける必要があります。
WorkSpace の起動後は、WorkSpace の Elastic Network Interface を変更しないことをお勧めしま
す。Elastic IP アドレスが WorkSpace に割り当てられると、WorkSpace は同じパブリック IP アドレスを
保持します (WorkSpace が再構築された場合を除く。その場合は新しいパブリック IP アドレスを取得しま
す)。

オンプレミスディレクトリに接続しようとすると、
「DNS unavailable」というエラーが表示される
オンプレミスディレクトリに接続するときに、次のようなエラーメッセージが表示されます。
DNS unavailable (TCP port 53) for IP: dns-ip-address

AD Connectorは、ポート 53 上で TCP および UDP によってオンプレミス DNS サーバーと通信できる必
要があります。セキュリティグループおよびオンプレミスのファイアウォールが、このポート上の TCP お
よび UDP 通信を許可していることを確認します。

オンプレミスディレクトリに接続しようとすると、
「Connectivity issues detected」というエラーが表示
される
オンプレミスディレクトリに接続するときに、次のようなエラーメッセージが表示されます。
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Connectivity issues detected: LDAP unavailable (TCP port 389) for IP: ip-address
Kerberos/authentication unavailable (TCP port 88) for IP: ip-address
Please ensure that the listed ports are available and retry the operation.

AD Connectorは、以下のポート上で TCP および UDP によってオンプレミスドメインコントローラーと
通信できる必要があります。セキュリティグループおよびオンプレミスのファイアウォールが、これらの
ポート上の TCP および UDP 通信を許可していることを確認します。
• 88 (Kerberos)
• 389 (LDAP)

オンプレミスディレクトリに接続しようとすると、
「SRV record」というエラーが表示される
オンプレミスディレクトリに接続するときに、次のいずれかまたは複数のエラーメッセージが表示されま
す。
SRV record for LDAP does not exist for IP: dns-ip-address
SRV record for Kerberos does not exist for IP: dns-ip-address

AD Connector は、ディレクトリに接続するときに、_ldap._tcp.dns-domain-name および
_kerberos._tcp.dns-domain-name SRV レコードを取得する必要があります。ディレクトリに接続す
るときに、サービスが指定された DNS サーバーからこれらのレコードを取得できない場合、このエラー
が表示されます。DNS サーバーにこれらの SRV レコードが含まれていることを確認します。詳細につい
ては、Microsoft TechNet の「SRV リソースレコード」を参照してください。

Windows WorkSpace をアイドル状態のままにする
と、スリープ状態になる
この問題を解決するには、WorkSpace に接続し、次の手順を使用して電源プランを [High performance (高
パフォーマンス)] に変更します。
1. WorkSpace から [コントロールパネル] を開き、[ハードウェア] もしくは [ハードウェアとサウンド] を
選択します (Windows のバージョンによっては、名前が異なる場合があります)。
2. [Power Options (電源オプション)] で [Choose a power plan (電源プランを選択)] を選択します。
3. [Choose or customize a power plan] (電力プランの選択あるいはカスタマイズ) ペインで [High
performance] (高パフォーマンス) 電力プランを選択し、[Change plan settings] (プラン設定の変更)を選
択します。
• オプションで、[High performance](高パフォーマンス) 電力プランの選択が無効になっている場合
は、[現在利用できない設定を変更する] を選択してから、[高パフォーマンス] 電力プランを選択しま
す。
• そのファイルに[高パフォーマンス]プランが非表示になっている場合は、[追加プランを表示]の右側
にある矢印を選択して表示するか、もしくは左のナビゲーションで[電源プランを作成する]から[高パ
フォーマンス]を選択し、電源プランに名前を付けたうえで、[次へ] を選択します。
4. [プランの設定を変更する:高パフォーマンス]ページでは、[ディスプレイをオフにする]および（利用可能
な場合）[コンピュータをスリープ状態にする]などについて[Never](決してしない）を選択してあること
を確認してください。
5. 高パフォーマンスプランに変更した場合は、[変更の保存] を選択します。(または新しいプランを作成す
るのであれば[作成]を選択します)。
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上記の手順で問題を解決できない場合は、次の操作を行います。
1. WorkSpace から [コントロールパネル] を開き、[ハードウェア] もしくは [ハードウェアとサウンド] を
選択します (Windows のバージョンによっては、名前が異なる場合があります)。
2. [Power Options (電源オプション)] で [Choose a power plan (電源プランを選択)] を選択します。
3. [Choose or customize a power plan] (電力プランの選択あるいはカスタマイズ) ペインで、[High
performance] (高パフォーマンス) 電源プランの右側にある [Change plan settings] (プラン設定の変更)
リンクを選択して、[Change advanced power settings] (高度な電源設定の変更) リンクを選択します。
4. 設定リストの [Power Options (電源オプション)] ダイアログボックスで、[Hard disk (ハードディスク)]
の左側にあるプラス記号を選択して関連する設定を表示します。
5. [Plugged in (プラグイン)] の [Turn off hard disk after (経過後にハードディスクを切断する)] 値が、[On
battery (バッテリー使用時)] よりも大きいことを確認します (デフォルト値は 20 分)。
6. [PCI Express] の左側にあるプラス記号を選択し、[Link State Power Management (ステート電力管理リ
ンク)] でも同様の選択を行います。
7. [Link State Power Management (ステート電力管理リンク)] 設定が [オフ] であることを確認します。
8. [OK] (あるいは、設定を変更した場合には [適用]) を選択して、ダイアログボックスを閉じます。
9. 設定を変更した場合には、[Change settings for the plan (プランの設定変更)] ペインで [変更の保存] を選
択します。

WorkSpace の一部のステータスに UNHEALTHY と表
示されます
WorkSpaces サービスは定期的にステータスリクエストを WorkSpace に送信します。このリクエストに
応答しない WorkSpace は、"UNHEALTHY" と表示されます。この問題に対する一般的な原因は次のとおり
です。
• WorkSpace のアプリケーションがネットワークポートをブロックして、WorkSpace によるステータス
リクエストへの応答を妨げています。
• 高 CPU 使用率は、WorkSpace によるステータスリクエストへの応答を一時的に防ぐことがあります。
• WorkSpace のコンピュータ名が変更された場合。これにより、 WorkSpaces と WorkSpace の間に確立
されるべき安全な交信が妨げられます。
次の方法を使用して、この状況を修正するよう試みることができます。
• WorkSpaces コンソールから WorkSpace を再起動します。
• トラブルシューティングの目的でのみ使用する必要がある次の手順を使用して、不具合のある
WorkSpace に接続します。
1.

不具合のある WorkSpace と同じディレクトリ内の動作している WorkSpace に接続します。

2.

動作している WorkSpace から、Remote Desktop Protocol（RDP）を使って、不具合のある
WorkSpace の IP アドレスから不具合のある WorkSpace に接続します。問題の規模により、不具
合のある WorkSpace に接続できない場合もあります。

3.

不具合のある WorkSpace で最低限のポート要件 (p. 17)が満たされていることを確認します。

• SkylightWorkspacesConfigService サービスがヘルスチェックに応答できることを確認します。この問題
のトラブルシューティングについては、「ユーザーに「WorkSpace Status: Unhealthy. We were unable
to connect you to your WorkSpace. Please try again in a few minutes.」というメッセージが表示され
る。 (p. 277)」を参照してください。
• WorkSpaces コンソールから WorkSpace を再構築します。WorkSpace の再構築ではデータ損失が発生
する可能性があるため、その他のすべての問題対処方法が失敗した場合にのみ、このオプションを実行
してください。
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WorkSpace が予期せずクラッシュまたは再起動する
PCoIP に対応した WorkSpace が繰り返しクラッシュまたは再起動し、エラーログやクラッシュダンプで
spacedeskHookKmode.sys または spacedeskHookUmode.dll の問題が示されている場合、あるいは
次のエラーメッセージが表示される場合は、WorkSpace へのウェブアクセスの無効化が必要になる場合が
あります。
The kernel power manager has initiated a shutdown transition.
Shutdown reason: Kernel API
The computer has rebooted from a bugcheck.

Note
• これらのトラブルシューティングステップは、WorkSpaces Streaming Protocol (WSP) に対応
した WorkSpaces には適用されません。これらは、PCoIP に対応した WorkSpaces にのみ適用
されます。
• Web Access を無効にするのは、ユーザーに Web Access の使用を許可しない場合だけです。
WorkSpace へのウェブアクセスを無効にするには、グループポリシーを設定し、2 つのレジストリ設定を
変更する必要があります。Active Directory 管理ツールを使用して グループポリシーオブジェクトを操作
する方法の詳細については、AWS Directory Service 管理ガイドの 「Active Directory 管理ツールのインス
トール」を参照してください。

ステップ 1: ディレクトリレベルでウェブアクセスを無効にするグループポリシーを設定する
STXHD Hosted Application Service が存在する必要があるため、ドメインコントローラーではなく PCoIP
WorkSpace からこれらの変更を行う必要があります。
1.
2.

3.

WorkSpaces が使用するセキュリティグループを編集して RDP 接続を許可します。詳細については、
「RDP を使用して WorkSpace に接続するにはどうすればよいですか?」をご参照ください。
RDP を使用して WorkSpace に接続します。ドメインに対して GPO を作成および変更するためのア
クセス許可を持つユーザーアカウントを使用していることを確認します。WorkSpace ディレクトリに
Simple AD を使用している場合、ユーザー名は Administrator です。Microsoft AD を使用している
場合、管理者のユーザー名は Admin です。
Active Directory Administration Tools (RSAT) をインストールして、グループポリシー管理エディタ
ツールを取得します。これらのツールをインストールするには、AWS Directory Service 管理ガイド
の「Active Directory 管理ツールのインストール」をご参照ください。
管理者として次の Windows PowerShell コマンドを実行することによって、これらのツールをインス
トールすることもできます。
Install-WindowsFeature -Name GPMC,RSAT-AD-PowerShell,RSAT-AD-AdminCenter,RSAT-ADDSTools,RSAT-DNS-Server

4.

グループポリシー管理エディタ (gpmc.msc) を開き、ディレクトリのドメインコントローラーレベル
でグループポリシーオブジェクト (GPO) ポリシーを見つけます。

Note
WorkSpaces をバックアップするドメインが AWS Managed Microsoft AD ディレクトリの場
合、デフォルトのドメインポリシーを使用して GPO を作成することはできません。代わり
に、委任された権限を持つドメインコンテナの下に GPO を作成してリンクする必要があり
ます。
AWS Managed Microsoft AD を使用してディレクトリを作成すると、AWS Directory Service
は、ドメインルートの下に yourdomainname 組織単位 (OU) を作成します。この OU の
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同じユーザー名に対応する複数の WorkSpace
があるが、そのユーザーはいずれか
の WorkSpaces にしかログインできない
名前は、ディレクトリの作成時に入力した NetBIOS 名に基づく名前です。NetBIOS 名を指
定しなかった場合、デフォルトでは、Directory DNS 名の最初の部分が使用されます (例え
ば、corp.example.com の場合、NetBIOS 名は corp となります)。
GPO を作成するには、デフォルトのドメインポリシーを選択する代わり
に、yourdomainname OU (またはその下にある任意の OU) を選択し、コンテキスト (右ク
リック) メニューを開き、[Create a GPO in this domain, and Link it here] (このドメインに
GPO を作成し、ここにリンクする) を選択します。
yourdomainname OU の詳細については、AWS Directory Service 管理ガイドの作成される
ものを参照してください。

5.

[Action]、[Edit] の順に選択します。

6.

次の設定に移動します。
コンピュータの設定\ポリシー\Windows の設定\セキュリティの設定\システムサービス\STXHD ホスト
アプリケーションサービス

7.

[STXHD Hosted Application Service Properties] ダイアログボックスの [Security Policy Setting] タブ
で、[Define this policy setting] チェックボックスをオンにします。

8.

[Select Service Startup Mode (サービススタートアップモードの選択)] で、[Disabled] を選択します。

9.

[OK] を選択します。

10. レジストリの編集が終了するまで (ステップ 2)、マシンが再起動しないようにします。

ステップ 2: レジストリを編集してウェブアクセスを無効にする
GPO を介してこれらのレジストリの変更をプッシュすることをお勧めします。
1.

次のレジストリキーの値を 1 (有効) に設定します。
KeyPath = HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Amazon\WorkSpacesConfig\updatewebaccess.ps1
KeyName = RebootCount
KeyType = DWORD
KeyValue = 1

2.

次のレジストリキーの値を 4 (無効) に設定します。
KeyPath = HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\spacedeskHookKmode
KeyName = Start
KeyType = DWORD
KeyValue = 4

3.

マシンを再起動します。

同じユーザー名に対応する複数の WorkSpace がある
が、そのユーザーはいずれかの WorkSpaces にしかロ
グインできない
最初に WorkSpace を削除せずに Active Directory (AD) でユーザーを削除してから、そのユーザーを Active
Directory に再度追加し、そのユーザーの新しい WorkSpace を作成すると、同じユーザー名に対応する 2
つの WorkSpaces が同じディレクトリに作成されます。ただし、そのユーザーが元の WorkSpace に接続
しようとすると、以下のエラーが表示されます。
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"Unrecognized user. No WorkSpace found under your username. Contact your administrator to
request one."

さらに、Amazon WorkSpaces コンソールでそのユーザー名を検索すると、両方の WorkSpaces がまだ存
在していても、新しい WorkSpace のみが返されます (ユーザー名の代わりに WorkSpace ID を検索する
と、元の WorkSpace を見つけることができます)。
この動作は、最初に WorkSpace を削除せずに Active Directory でユーザーの名前を変更した場合にも見ら
れることがあります。その場合、ユーザー名を元のユーザー名に戻し、そのユーザーの新しい WorkSpace
を作成すると、同じユーザー名に対応する 2 つの WorkSpaces が同じディレクトリに作成されます。
この問題は、Active Directory がユーザー名ではなくユーザーのセキュリティ識別子 (SID) を使用してユー
ザーを一意に識別するために発生します。ユーザーを削除して Active Directory で再作成すると、ユーザー
名が同じであっても、そのユーザーに新しい SID が割り当てられます。ユーザー名の検索中に、Amazon
WorkSpaces コンソールは SID を使用して Active Directory で一致する名前を見つけます。Amazon
WorkSpaces クライアントも SID を使用して、WorkSpaces に接続しようとするユーザーを識別します。
この問題を解決するには、以下のいずれかの操作を行います。
• ユーザーが削除されて Active Directory で再作成されたためにこの問題が発生した場合は、Active
Directory のごみ箱機能を有効にすると、削除された元のユーザーオブジェクトを復元できる可能性
があります。元のユーザーオブジェクトを復元できる場合は、そのユーザーが元の WorkSpace に接
続できることを確認してください。確認できれば、ユーザーデータを手動でバックアップして新しい
WorkSpace から元の WorkSpace に転送した後、新しい WorkSpace を削除 (p. 195)できます (必要に応
じて)。
• 元のユーザーオブジェクトを復元できない場合は、そのユーザーの元の WorkSpace を削除 (p. 195)しま
す。そのユーザーは、代わりに新しい WorkSpace に接続し、その WorkSpace を使用できるようになり
ます。必ずユーザーデータを手動でバックアップし、元の WorkSpace から新しい WorkSpace に転送し
てください。

Warning
WorkSpace の削除は永続的なアクションであり、元に戻すことはできません。WorkSpace
ユーザーのデータは保持されず、破棄されます。ユーザーデータのバックアップに関するヘル
プについては、AWS Support にお問い合わせください。

Amazon WorkSpaces で Docker の使用がうまくいか
ない
Windows WorkSpaces
ネストされた仮想化 (Docker の使用を含む) は、Windows WorkSpaces ではサポートされていません。詳
細については、「Docker ドキュメント」を参照してください。
Linux WorkSpaces
Linux WorkSpaces で Docker を使用するには、Docker によって使用される CIDR ブロック
が、WorkSpace に関連付けられている 2 つの Elastic Network Interface (ENI) で使用される CIDR ブロッ
クと重複しないようにしてください。Linux WorkSpaces で Docker を使用する際に問題が発生した場
合、Docker にお問い合わせください。
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一部の API コールで ThrottlingException エラーが表示
される
WorkSpaces API コールのデフォルトの許容レートは、1 秒あたり 2 回の API コールの一定のレートで、
許可される最大「バースト」レートは 1 秒あたり 5 回の API コールです。次の表は、API リクエストの
バーストレート制限がどのように機能するかを示しています。
秒

送信された
リクエスト
の数

許可された
ネットリク
エスト

詳細

1

0

5

最初の 1 秒（1 秒目）の間は、1 秒あたり最大 5 回の呼び
出しのバーストレートまで、5 つのリクエストが許可され
ます。

2

2

5

1 秒目で発行されたコール数が 2 つ以下であるため、5 つ
のコールのフルバーストキャパシティーを引き続き利用で
きます。

3

5

5

2 秒目で発行された呼び出しは 2 つだけであるため、5 つ
の呼び出しのフルバーストキャパシティーを引き続き利用
できます。

4

2

2

バーストキャパシティーが 3 秒目にいっぱいまで使用され
たため、1 秒あたり 2 回の呼び出しの一定のレートのみが
使用できます。

5

3

2

バースト容量が残っていないため、現時点では許可される
呼び出しは 2 つだけです。これは、3 つの API コールの 1
つが調整されることを意味します。1 つの調整された呼び
出しは、短い遅延後に応答します。

6

0

1

5 秒目からの呼び出しの 1 つが 6 秒目で再試行されるた
め、6 秒目の追加の呼び出しは 1 つだけです。これは、1
秒あたり 2 回の呼び出しが一定のレート制限であるためで
す。

7

0

3

キューに調整された API コールがないため、レート制限は
バーストレート制限が 5 回まで引き上げられます。

8

0

5

7 秒目には呼び出しが発行されなかったため、リクエスト
の最大数が許可されます。

9

0

5

8 秒目には呼び出しが発行されませんが、レート制限は 5
つを超えることはありません。

WorkSpace をバックグラウンドで実行させておく
と、接続が何度も切断される
Mac ユーザーの場合は、Power Nap 機能がオンになっていないかどうかをチェックしてください。オンに
なっている場合は、オフにします。Power Nap をオフにするには、ターミナルを開いて、以下のコマンド
を実行します。
defaults write com.amazon.workspaces NSAppSleepDisabled -bool YES
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SAML 2.0 フェデレーションが動作していません。
ユーザーには、WorkSpaces デスクトップをストリー
ミングする権限がありません。
このエラーは、SAML 2.0 フェデレーションの IAM ロール用に埋め込まれているインラインポリシーに、
ディレクトリの Amazon リソースネーム (ARN) からストリーミングするためのアクセス許可が含まれてい
ないことが原因で発生する可能性があります。この IAM ロールは、WorkSpaces ディレクトリにアクセス
しているフェデレーションユーザーによって引き受けられます。ロールのアクセス許可を編集してディレ
クトリ ARN を含め、ユーザーがディレクトリに WorkSpace を持っていることを確認します。詳細につい
ては、「SAML 2.0 認証」および「AWS での SAML 2.0 フェデレーションのトラブルシューティング」を
参照してください。

ユーザーが 60 分ごとに WorkSpaces セッションから
切断されます。
WorkSpaces に SAML 2.0 認証を設定している場合、ID プロバイダー (IdP) によっては、認証レスポンス
の一部として IdP が SAML 属性として AWS に渡す情報を設定する必要が生じる場合があります。これ
には、[Attribute] 要素の設定として、SessionDuration 属性を https://aws.amazon.com/SAML/
Attributes/SessionDuration に設定することが含まれます。
SessionDuration は、再認証が必要となるまでに、ユーザーのフェデレーティッドストリーミングセッ
ションをアクティブにしておくことができる最大時間を指定します。SessionDuration はオプション
の属性ですが、これを SAML 認証レスポンスに含めることをお勧めします。この属性を指定しない場合、
セッション時間はデフォルトで 60 分に設定されます。
この問題を解決するには、SAML 認証レスポンスに SessionDuration 値を含めるように IdP を設定し、
必要に応じた値を設定します。詳細については、「ステップ 5: SAML 認証レスポンスのアサーションを作
成する」を参照してください。

ユーザーが SAML 2.0 ID プロバイダー (IdP) 主導のフ
ローを使用してフェデレートすると、ユーザーにリダ
イレクト URI エラーが発生します。または、IdP に
フェデレートした後、クライアントからサインインを
試みるたびに、WorkSpaces クライアントアプリケー
ションの追加インスタンスが開始されます。
このエラーが発生するのは、リレーステートの URL が正しい形式でないためです。IdP フェデレーショ
ンのセットアップでリレーステートが正しいこと、および WorkSpaces ディレクトリプロパティで、ユー
ザーアクセス URL とリレーステートパラメータ名が IdP フェデレーションに対して正しく設定されている
ことを確認します。それらが有効で、問題が解決しない場合は、AWS サポートにお問い合わせください。
詳細については、「SAML のセットアップ」を参照してください。
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発生しました) というメッセージが表示されます。

ユーザーが IdP にフェデレートした後に WorkSpace
Spaces クライアントアプリケーションにサインイン
しようとすると、「Something went wrong: An error
occurred while launching your WorkSpace」(問題が発
生しました: WorkSpace の起動中にエラーが発生しま
した) というメッセージが表示されます。
フェデレーションの SAML 2.0 アサーションを確認します。[SAML Subject NameID] (SAML サブ
ジェクト名 ID) 値は WorkSpaces ユーザー名と一致する必要があります。通常は、Active Directory
ユーザーの sAMAccountName 属性と同じです。さらに、PrincipalTag:Email 属性が https://
aws.amazon.com/SAML/Attributes/PrincipalTag:Email に設定された [Attribute] (属性) 要素
は、WorkSpaces ディレクトリで定義されている WorkSpaces ユーザーの E メールアドレスと一致する必
要があります。詳細については、「SAML のセットアップ」を参照してください。

ユーザーが IdP にフェデレートした後に WorkSpaces
クライアントアプリケーションにサインインしようと
すると、「Unable to validate tags」(タグを検証でき
ません) というメッセージが表示されます。
https://aws.amazon.com/SAML/Attributes/PrincipalTag:Email など、フェデレーションの
SAML 2.0 アサーションの PrincipalTag 属性値を確認します。タグ値には、_ . : / = + - @ の各
文字、英数字、およびスペースの組み合わせを含めることができます。詳細については、「IAM および
AWS STS でのタグ付けの規則」を参照してください。

「The client and the server cannot communicate,
because they do not possess a common algorithm」
(クライアントとサーバーは共通のアルゴリズムを所有
していないため、通信できません) というメッセージ
がユーザーに表示されます。
この問題は、TLS 1.2 を有効にしていない場合に発生する可能性があります。

マイクまたはウェブカメラが Windows WorkSpaces
で動作しません。
[Start] (スタート) メニューを開いてプライバシー設定を確認してください
• [Start] (スタート) > [Settings] (設定) > [Privacy] (プライバシー) > [Camera] (カメラ)
• [Start] (スタート) > [Settings] (設定)> [Privacy] (プライバシー) > [Microphone] (マイク)
オフになっている場合は、オンにします。
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または、WorkSpaces 管理者は、必要に応じてグループポリシーオブジェクト (GPO) を作成して、マイク
やウェブカメラを有効にできます。
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Amazon WorkSpaces のクォータ
Amazon WorkSpaces は、WorkSpaces、イメージ、バンドル、ディレクトリ、接続エイリアス、IP コ
ントロールグループなど、特定のリージョンのアカウントで使用できるさまざまなリソースを提供しま
す。Amazon Web Services アカウントを作成すると、作成できるリソースの数が、デフォルトのクォータ
(制限とも言う) として設定されます。
以下に、AWS アカウントの WorkSpaces のデフォルトのクォータを示します。Service Quotas コンソー
ルを使用して、デフォルトのクォータや適用されているクォータを表示したり、調整可能なクォータ
のクォータの引き上げをリクエストすることができます。
Service Quotas が利用できないリージョンの一部では、サポートケースを送信して、制限の引き上げをリ
クエストする必要があります。詳細については、Service Quotas ユーザーガイドの「Service Quotas の表
示」および「クォータの引き上げのリクエスト」を参照してください。
リソース

デフォルト

説明

WorkSpaces

1

現在のリージョン内
はい
のこのアカウントの
WorkSpaces の最大数。

Graphics WorkSpaces

0

現在のリージョン内
のこのアカウントの
Graphics WorkSpaces
の最大数。

Graphics.g4dn
WorkSpaces

0

現在のリージョン
はい
内のこのアカウン
トの Graphics.g4dn
WorkSpaces の最大数で
す。

GraphicsPro
WorkSpaces

0

現在のリージョン
はい
内のこのアカウン
トの GraphicsPro
WorkSpaces の最大数で
す。

GraphicsPro.g4dn
WorkSpaces

0

現在のリージョン内
はい
のこのアカウントの
GraphicsPro.g4dn
WorkSpaces の最大数で
す。

バンドル

50

現在のリージョン内の
このアカウントのバ
ンドルの最大数。こ
のクォータはカスタム
バンドルにのみ適用さ
れ、パブリックバンド
ルには適用されませ
ん。
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リソース

デフォルト

説明

調整可能

接続エイリアス

20

現在のリージョン内の
このアカウントの接続
エイリアスの最大数。

いいえ

ディレクトリ

50

現在のリージョンにお
いて、このアカウント
で Amazon WorkSpaces
で使用するために登録
できるディレクトリの
最大数。

いいえ

イメージ

40

現在のリージョン内
のこのアカウントのイ
メージの最大数。

はい

IP アクセスコントロー
ルグループ

100

現在のリージョン内の
このアカウントの IP ア
クセスコントロールグ
ループの最大数。

いいえ

ディレクトリあたりの
IP アクセスコントロー
ルグループ数

25

現在のリージョン内の
このアカウントのディ
レクトリあたりの IP ア
クセスコントロールグ
ループの最大数。

いいえ

IP アクセスコントロー
ルグループあたりの
ルール数

10

現在のリージョン内の
このアカウントの IP ア
クセスコントロールグ
ループあたりのルール
の最大数。

いいえ

API スロットリング
許容されるレートは 1 秒あたり 2 回の呼び出しです。詳細については、「スロットリングの例
外 (p. 289)」を参照してください。
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WorkSpaces のドキュメント履歴
次の表では、2018 年 1 月 1 日以降、WorkSpaces サービスと Amazon WorkSpaces 管理ガイドへの重要
な変更点が示されています。また、お客様からいただいたフィードバックに対応するために、ドキュメン
トを頻繁に更新しています。
これらの更新に関する通知については、WorkSpaces RSS フィードにサブスクライブできます。
変更

説明

日付

Amazon WorkSpaces ウェブカメ Amazon WorkSpaces は、ロー
2021 年 4 月 5 日
ラのサポート
カルウェブカメラビデオ入力を
Windows WorkSpaces デスク
トップに WorkSpaces Streaming
Protocol (WSP) を使用してシー
ムレスにリダイレクトすることに
より、リアルタイムオーディオビ
デオ (AV) のサポートを開始しま
した。
WorkSpaces MacOS クライアン
トアプリケーションでの Amazon
WorkSpaces スマートカードのサ
ポート

Common Access Card (CAC) お
2021 年 4 月 5 日
よび Personal Identity Verification
(PIV) スマートカードを使用
して、Amazon WorkSpaces
MacOS クライアントアプリケー
ションをご利用いただけるよう
になりました。スマートカー
ドのサポートは、WorkSpaces
Streaming Protocol (WSP) を使用
する WorkSpaces で利用可能で
す。

Amazon WorkSpaces バンドル管 Amazon WorkSpaces バンドル
2021 年 3 月 15 日
理 API
管理 API が利用可能になりまし
た。これらの API アクションに
より、WorkSpaces バンドルの作
成や削除、およびイメージの関連
付けに関するオペレーションが実
行できます。
Amazon WorkSpaces がアジアパ Amazon WorkSpaces は、アジ
シフィック (ムンバイ) で利用可
アパシフィック (ムンバイ) リー
能に
ジョンで利用できます。
WorkSpaces Streaming Protocol
(WSP)

2021 年 3 月 8 日

WorkSpaces Streaming
2020 年 12 月 1 日
Protocol (WSP) は、Graphics
と GraphicsPro を除くすべて
のバンドルタイプで、ライセン
ス付属 (Windows Server 2016)
と BYOL Windows 10 ベースの
WorkSpaces の両方で利用可能
となりました。WSP は、AWS
GovCloud (米国西部) リージョン
の Linux WorkSpaces でも利用で
きます。
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スマートカード

Amazon WorkSpaces で
2020 年 12 月 1 日
は、AWS GovCloud (米国西部)
リージョンにおいて、Windows
および Linux WorkSpaces での
セッション前 (ログイン) および
セッション内のスマートカード認
証がサポートされるようになりま
した。

カスタムイメージの共有

AWS アカウント間でカスタム
2020 年 10 月 1 日
WorkSpaces イメージを共有でき
るようになりました。イメージ
の共有後、受信者アカウントは
イメージをコピーし、それを使用
して新しい WorkSpaces を起動
するためのバンドルを作成できま
す。

クロスリージョンリダイレクト

クロスリージョンリダイレクトを 2020 年 9 月 10 日
使用できるようになりました。ク
ロスリージョンリダイレクトは、
ドメインネームシステム (DNS)
ルーティングポリシーと連携し
て、プライマリ WorkSpaces を
使用できない場合にユーザーを別
の WorkSpaces にリダイレクト
する機能です。

BYOL WorkSpaces のマイクロソ Windows ライセンス持ち込み
2020 年 9 月 3 日
フト Office 2016 または 2019 を (BYOL) WorkSpaces におい
購読する
て、AWS から Microsoft Office
Professional 2016 または 2019
にサブスクライブすることが可能
になりました。
中国 (寧夏) における BYOL オー
トメーション

自分のライセンス使用 (BYOL)
2020 年 4 月 2 日
オートメーションを使用する
と、中国 (寧夏) で Windows 10
のデスクトップライセンスを
WorkSpaces に使用するプロセス
をシンプルにできます。

Image Checker

Image Checker ツール
2020 年 3 月 30 日
は、Windows WorkSpace がイ
メージ作成の要件を満たしている
かどうかを判断するのに役立ちま
す。Image Checker は、イメー
ジの作成に使用する WorkSpace
で一連のテストを実行し、検出さ
れた問題を解決する方法に関する
ガイダンスを提供します。
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WorkSpace の移行

Amazon WorkSpaces の移行機能 2020 年 1 月 9 日
を使用すると、ユーザーボリュー
ム上のデータを保持しながら、
あるバンドルから別のバンドル
に WorkSpace を移行できます。
この機能を使用して、Windows
7 デスクトップエクスペリエンス
から Windows 10 デスクトップ
エクスペリエンスに WorkSpace
を移行できます。また、あるパ
ブリックバンドルまたはカスタ
ムバンドルから別のバンドルに
WorkSpace を移行することもで
きます。

Amazon WorkSpaces API の
PrivateLink の統合

インターネット経由で接続するの 2019 年 11 月 25 日
ではなく、Virtual Private Cloud
(VPC) のインターフェイスエ
ンドポイントを通じて Amazon
WorkSpaces API エンドポイント
に直接接続できます。VPC イン
ターフェイスエンドポイントを使
用すると、AWS ネットワーク内
で VPC と Amazon WorkSpaces
API エンドポイント間の通信が完
全かつ安全に実施されます。

Amazon WorkSpaces 用の Linux
クライアント

これで、ユーザーは Linux クライ 2019 年 11 月 25 日
アントを使用して WorkSpaces
にアクセスできるようになりま
す。

Amazon WorkSpaces が中国 (寧
夏) で利用可能に

Amazon WorkSpaces は、中国
(寧夏) リージョンで利用できま
す。

2019 年 11 月 13 日

既知の正常な状態への
WorkSpace の復元

復元機能を使用し
て、WorkSpace を既知の正常な
状態にロールバックできます。

2019 年 9 月 18 日

FIPS エンドポイントの暗号化

Federal Risk and Authorization
2019 年 9 月 12 日
Management Program
(FedRAMP) または Department
of Defense(DoD)Cloud
Computing Security
Requirements Guide (SRG) に準
拠するには、ディレクトリレベル
で連邦情報処理標準 (FIPS) エン
ドポイント暗号化を使用するよう
に Amazon WorkSpaces を設定
できます。

WorkSpace イメージのコピー

同じリージョン内、またはリー
2019 年 6 月 27 日
ジョン間でイメージをコピーでき
ます。
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ユーザーを対象とした
WorkSpace の自己管理機能

ユーザーが自分のエクスペリエ
ンスをより詳細に制御するに
は、WorkSpace 自己管理機能を
使用します。

2018 年 11 月 19 日

BYOL オートメーション

自分のライセンス使用 (BYOL)
2018 年 11 月 16 日
オートメーションを使用する
と、Windows 7 および Windows
10 のデスクトップライセンスを
WorkSpaces に使用するプロセス
をシンプルにできます。

PowerPro および GraphicsPro バ
ンドル

WorkSpaces では、PowerPro お
よび GraphicsPro のバンドルを
使用できます。

WorkSpace ログインの結果をモ
ニタリングする

Amazon CloudWatch Events のイ 2018 年 9 月 17 日
ベントを使用して、WorkSpace
ログインの結果をモニタリング
し、応答することができます。

Web Access を使用して
Windows 10 WorkSpaces にアク
セスする

ユーザーはこのウェブアク
セスクライアントを使用し
て、Windows 10 のデスク
トップ環境で実行されている
WorkSpace にアクセスできるよ
うになりました。

URI ログイン

Uniform Resource Identifier (URI) 2018 年 7 月 31 日
を使用して、ユーザーに自分の
WorkSpaces へのアクセスを提供
します。

Amazon Linux WorkSpaces

ユーザー向けに Amazon Linux
2018 年 26 月 6 日
WorkSpaces をプロビジョニング
することができます。

IP アクセスコントロールグルー
プ

ユーザーが WorkSpaces にアク
セスできる IP アドレスを制御で
きます。

2018 年 4 月 30 日

インプレースアップグレード

Windows 10 BYOL WorkSpaces
を新しいバージョンの Windows
10 にアップグレードできます。

2018 年 3 月 9 日

2018 年 10 月 18 日

2018 年 8 月 24 日

以前の更新
次の表は、2018 年 1 月 1 日より前の Amazon WorkSpaces サービスおよびそのドキュメントセットへの
重要な追加項目を示しています。
変更

説明

日付

フレキシブルなコンピューティ
ングオプション

WorkSpaces を Value、Standard、Performance、
および Power バンドル間で切り替えることができ
ます。

2017 年 12 月
22 日
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変更

説明

日付

設定可能なストレージ

起動時に WorkSpace のルートボリュームとユー
ザーボリュームのサイズを設定できます。また、
後でこれらのボリュームのサイズを増やすことも
できます。

2017 年 12 月
22 日

デバイスのアクセスコントロー
ル

WorkSpaces にアクセスできるデバイスのタイプ
を指定できます。さらに、WorkSpace へのアクセ
スを、信頼できるデバイス（管理対象デバイスと
も呼ばれます）に限定することもできます。

2017 年 6 月 19
日

相互フォレストの信頼性

AWS Managed Microsoft AD とオンプレミスの
Microsoft Active Directory ドメイン間で信頼関係
を確立すると、オンプレミスドメインのユーザー
に対して WorkSpaces をプロビジョニングできま
す。

2017 年 2 月 9
日

Windows Server 2016 バンドル

WorkSpaces は、Windows Server 2016 で稼働す
る Windows 10 デスクトップ環境に含まれるバン
ドルを提供しています。

2016 年 11 月
29 日

ウェブアクセス

WorkSpaces Web Access を使用して、ウェブブラ
ウザから Windows WorkSpaces にアクセスできま
す。

2016 年 11 月
18 日

時間単位の WorkSpaces

ユーザーへの課金が時間単位になるように
WorkSpace を設定できます。

2016 年 8 月 18
日

Windows 10 BYOL

Windows 10 デスクトップのライセンスを
WorkSpaces に導入できます (BYOL)。

2016 年 7 月 21
日

タグ指定のサポート

WorkSpaces の管理と追跡にタグを使用できま
す。

2016 年 5 月 17
日

登録の保存

新しい登録コードを入力するたびに、WorkSpaces
クライアントに保存されます。これにより、ディ
レクトリまたはリージョンが異なる WorkSpace 間
での切り替えが簡単になります。

2016 年 1 月 28
日

Windows 7 BYOL、Chromebook
クライアント、WorkSpace 暗号
化

Chromebook クライアントおよび WorkSpace 暗号 2015 年 10 月
化を使用して、Windows 7 デスクトップライセン
1日
スを WorkSpaces (BYOL) で使用することができま
す。

CloudWatch のモニタリング

CloudWatch モニタリングに関する情報を追加しま
した。

2015 年 4 月 28
日

自動セッション再接続

WorkSpace のデスクトップクライアントアプリ
ケーションの自動セッション再接続機能について
の情報を追加しました。

2015 年 3 月 31
日

パブリック IP アドレス

パブリック IP アドレスを自動的に WorkSpaces に
割り当てることができます。

2015 年 1 月 23
日

WorkSpaces がアジアパシフィッ WorkSpaces は、アジアパシフィック (シンガポー
ク (シンガポール) で利用可能に
ル) リージョンでご利用いただけます。

2015 年 1 月 15
日
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変更

説明

日付

Value バンドルの追加、Standard Value バンドルが利用可能になり、Standard
バンドルの更新、Office 2013 の バンドルのハードウェアがアップグレードさ
追加
れ、Microsoft Office 2013 が Plus パッケージで利
用可能になりました。

2014 年 11 月
6日

イメージとバンドルのサポート

カスタマイズした WorkSpace からイメージを作成
し、そのイメージからカスタム WorkSpace バンド
ルを作成することができます。

2014 年 10 月
28 日

PCoIP ゼロクライアントのサ
ポート

WorkSpaces PCoIP ゼロクライアントデバイスに
アクセスできます。

2014 年 10 月
15 日

WorkSpaces がアジアパシフィッ WorkSpaces は、アジアパシフィック (東京) リー
ク (東京) で利用可能に
ジョンでご利用いただけます。

2014 年 8 月 26
日

ローカルプリンターのサポート

WorkSpaces にローカルプリンターのサポートを
有効化できます。

2014 年 8 月 26
日

多要素認証

接続したディレクトリで多要素認証を使用できま
す。

2014 年 8 月 11
日

デフォルト OU のサポートと
ターゲットドメインのサポート

WorkSpace マシンアカウントが配置されてい
る場所にデフォルトの組織単位 (OU) を選択
し、WorkSpace マシンアカウントが作成された場
所に別のドメインを選択できます。

2014 年 7 月 7
日

セキュリティグループの追加

WorkSpaces にセキュリティグループを追加でき
ます。

2014 年 7 月 7
日

WorkSpaces がアジアパシフィッ WorkSpaces は、アジアパシフィック (シドニー)
ク (シドニー) で利用可能に
リージョンでご利用いただけます。

2014 年 5 月 15
日

WorkSpaces が欧州 (アイルラン
ド) で利用可能に

WorkSpaces は、欧州 (アイルランド) リージョン
でご利用いただけます。

2014 年 5 月 5
日

パブリックベータ

WorkSpaces はパブリックベータとして利用でき
ます。

2014 年 3 月 25
日
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