マイクロアプリ

Citrix Product Documentation | docs.citrix.com

December 5, 2022

マイクロアプリ

Contents
マイクロアプリ

3

新機能

6

廃止

19

マイクロアプリサービスの廃止

21

はじめに

23

セキュリティの技術概要

26

テンプレート統合のセットアップ

31

Citrix Cloud Status Hub の統合

48

Citrix Podio の統合

52

Citrix DaaS の統合

66

Covid‑19 自己申告の統合

73

Employee Survey App の統合

80

Adobe Sign の統合

87

SAP Ariba の統合

94

Blackboard Learn の統合

100

Canvas LMS の統合

108

SAP Concur の統合

114

Cherwell の統合

126

DocuSign の統合

130

Google Analytics の統合

141

Google カレンダーの統合

145

Google ディレクトリの統合

159

Google Meet の統合

171

© 1999 – 2022 Citrix Systems, Inc. All rights reserved.

2

マイクロアプリ

GoToMeeting の統合

178

Ivanti の統合

186

Jira の統合

191

Kronos Workforce Central の統合

207

Microsoft Dynamics CRM の統合

211

Microsoft Outlook の統合

231

Microsoft Teams の統合

237

Oracle HCM の統合

244

Power BI の統合

247

Qualtrics の統合

252

RSS の統合

255

Salesforce の統合

258

ServiceNow の統合

281

Slack の統合

300

Smartsheet の統合

308

SocialChorus の統合

315

SolarWinds の統合

320

SAP SuccessFactors の統合

325

Tableau の統合

334

Webex の統合

339

Workday の統合

346

Zendesk の統合

372

Zoom の統合

383

統合テンプレートコネクタの仕様

392

© 1999 – 2022 Citrix Systems, Inc. All rights reserved.

3

マイクロアプリ

統合とマイクロアプリのエクスポートとインポート

394

カスタムアプリケーション統合の構築

401

HTTP 統合の概念

403

統合の計画

407

HTTP 統合の作成

409

HTTP 統合スクリプティング

415

スクリプト変換

419

統合の構成

422

配列データ型

436

深い統合データ構造の作成

438

Webhook リスナーの構成

444

マイクロアプリの作成

447

ページビルダー

455

リストページの構築

479

詳細ページの構築

482

作成ページの構築

484

イベント通知の構築

489

マイクロアプリのローカライズ

495

ユーザープロバイダーの構成

498

データの同期

505

カスタマイズのシナリオ

508

テンプレート統合用の新しいマイクロアプリの作成

510

テンプレート統合用の既存のマイクロアプリのカスタマイズ

516

HTTP コネクタを使用して構築したカスタム統合用の新しいマイクロアプリの作成

521

© 1999 – 2022 Citrix Systems, Inc. All rights reserved.

4

マイクロアプリ

マイクロアプリのインポート

527

利用者を割り当てる

532

ワークフローの最適化

535

© 1999 – 2022 Citrix Systems, Inc. All rights reserved.

5

マイクロアプリ

マイクロアプリ

November 4, 2022
アプリケーション統合により Citrix Workspace が拡張され、そのマイクロアプリによってユーザーは最先端のエク
スペリエンスとユーザーインターフェイスを実現します。ビジネスシステムで最も重要なユースケース、およびユー
ザーの Workspace から直接アクセス可能なとアプリケーションを作成するために、直感的なマイクロアプリワーク
フローと組み合わせて、関連性のあるアクション可能な通知を配信します。
コンテキストの切り替えを減らし、1 回限りの反復のためにさまざまなアプリケーションの使用方法を学ぶ必要性を
排除することによって、時間を節約できます。これにより、ユーザーは主要な責任に集中できるため、ユーザーエク
スペリエンスが向上します。
マイクロアプリサービスを評価するする方向けに、Citrix Service 運用チームでは継続してオンボードのためのサポ
ートを提供しています。運用チームはまた、マイクロアプリサービスを正しく実行し構成できるよう、お客様との相
談も行っています。オンボードの手順は次のとおりです：

• Citrix Cloud アカウントと Citrix Workspace 環境へのアクセスを取得する。
• マイクロアプリサービスの使用権を取得する。
• Citrix Workspace アプリをダウンロードして使用するか、ワークスペース URL を使用する。
• 統合の要件について Citrix 担当者と相談する。
• セキュリティホワイトペーパー、Citrix Workspace マイクロアプリの「セキュリティの技術概要」、および
「セキュリティで保護された Citrix Cloud プラットフォームの展開ガイド」を確認する。
• セキュリティ、法律、および開発の問題を解決するための「統合チェックリスト」を確認する。
• ターゲットアプリケーションの仕様書を確認する。
Citrix Workspace マイクロアプリサービスの配布準備に関する完全なガイドは、「はじめに」を参照してください。
マイクロアプリサービスは、Citrix Workspace のインテリジェントワークスペース機能に属しています。インテリ
ジェントワークスペース機能により、マイクロアプリ、通知、アクション、およびワークフローによる単一の統合エ
クスペリエンスがユーザーに提供され、作業をガイドおよび自動化します。マイクロアプリサービスの OS サポート
の最新の詳細については、
「Citrix Workspace アプリの機能マトリックス」にある「インテリジェントワークスペー
ス機能」エントリを参照してください。

概要

Citrix Workspace マイクロアプリサービスは、アプリケーションからのアクションと通知を Workspace または他
のチャネルに直接配信することに焦点を合わせたソリューションです。このためには、アプリケーションデータソー
スからマイクロアプリサービスへの統合を構築し、アプリケーションから Workspace へアクションをプルできるよ
うにします。
マイクロアプリには、アクション可能なフォームと通知が備えられています。マイクロアプリは、ソースシステムに
ライトバックすることができます。OAuth 2.0 は、SaaS アプリケーションへの書き込みに推奨される認証メカニズ
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ムです。各ユーザーに固有のユーザーアクセストークンが保存されて、ユーザーアクションに対してシームレスなユ
ーザーエクスペリエンスを実現します。
次の図は、統合スキーマの概要を示しています：

用語

Citrix マイクロアプリサービスは、Citrix Workspace Intelligence の一部として提供されます。Citrix Workspace
をよく理解するには、Citrix Workspace のドキュメントを参照してください。
Citrix Workspace プラットフォームは、すべてのデジタルワークスペースリソースを列挙して Citrix Workspace
ユーザーエクスペリエンスに配信する、Citrix Cloud の基盤となるコンポーネントです。
マイクロアプリは、対象が絞られた機能を備える、特定のタスクを行う小さなアプリケーションです。このようなア
プリを使用すると、単一の目的に使用されるアクティビティを、シンプルかつ迅速な方法で実行できます。マイクロ
アプリには、アクション可能なフォームと通知が備えられています。マイクロアプリは、ソースシステムにライトバ
ックすることができます。
マイクロアプリサービスは、アプリケーションから Workspace または他のチャネルへ、アクションを直接配信する
ことに焦点を合わせた、Citrix Cloud 内のいくつかのコンポーネントを指します。マイクロアプリサービスには、マ
イクロアプリ管理者、マイクロアプリサーバー、およびキャッシュが含まれています。
ライトバックは、データが戻される方式を指します。アクションが取得されると、統合されたアプリケーションにデ
ータが書き戻され、キャッシュに再同期されます。
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System of record（SoR）は、Citrix Workspace ユーザーが関心のある情報を保持し、JSON REST および一般
的な認証メカニズム（OAuth 2.0、NTLM、Basic Auth、Bearer Auth）を使用するターゲットアプリケーションで
す。

HTTP 統合は、アプリケーションデータソースからマイクロアプリサービスプラットフォームに作成される、カスタ
ム構築の統合です。この統合により、アプリケーションから Workspace にデータをプルし、ターゲットシステムへ
のライトバックを実行できます。
マイクロアプリビルダーは、コードの記述が不要なツールであり、開発者はイベント駆動型のマイクロアプリ（イベ
ント通知）およびユーザーが開始するマイクロアプリ（アクションページ）を構築できます。
イベント通知はイベント駆動型マイクロアプリであり、何らかの理由で注意が必要な場合に、Workspace アクティ
ビティフィードでフィード通知（カードとも言います）を作成することによって、ユーザーに自動的に通知します。
たとえば、「承認のための新しい経費レポート」や「登録可能な新しいコース」があります。
アクションページは、Workspace でアクションとして使用でき、アクションを簡単に開始できるようにする、ユ
ーザー駆動型のマイクロアプリのことです。たとえば、「有給休暇を申請する」、「ヘルプデスクチケットを送信す
る」、「ディレクトリを検索する」などです。
チャネルは、マイクロアプリ関連の通知を配信する方法であり、Workspace での通知フィード、Workspace アプ
リでのモバイル通知、MS Teams イベントなどがあります。イベントは、マイクロアプリページのレンダリングによ
って、データソースの変更に基づいてフィードにプッシュされる通知です。
通知サービスは、データソースからのシステムアラートを有効にして、ユーザーから具体的な要求がなくても、通知
フィードにアラートがプッシュされます。
データ同期は、統合されたアプリケーションからマイクロアプリサービスプラットフォームにデータをプルして、キ
ャッシュと比較できるようにすることです。通常、完全同期が 24 時間ごとに実行され、増分同期は 5 分ごとにプル
するように構成できます。データ同期は、データエンドポイントのセットアップ時に構成されます。

統合のセットアップ
使用可能な追加設定不要のマイクロアプリと、テンプレート統合を使用します。使用可能なテンプレート統合と、追
加設定不要のマイクロアプリの完全なリストについては、「統合のセットアップ」を参照してください。
ニーズに合わせてカスタム統合を作成することもできます。詳しくは、
「カスタムアプリケーション統合の構築」を参
照してください。

マイクロアプリの追加とカスタマイズ
統合をセットアップしたら、マイクロアプリとそのページおよび通知を準備します。
既存の追加設定不要のマイクロアプリをカスタマイズするか、独自のマイクロアプリを構築して、ユーザーのニーズ
を満たし、毎日のワークフローを合理化する最高のユーザーエクスペリエンス実現します。詳しくは、
「マイクロアプ
リの作成」を参照してください。
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使用例

Citrix Workspace を使用して重要なワークフローを簡素化するために、現在利用可能なマイクロアプリテクノロジ
と追加設定不要のテンプレートを活用します。これらのユースケースは、従業員が活用するレガシーシステムに関係
なく、一貫性のある最新のエクスペリエンスを提供し、重要な部門別のワークフローを実行するための簡素化された
効果的な方法を提供します。詳しくは、「Citrix Workspace でのワークフローの最適化」を参照してください。
これらのワークフローのデモについては、次のビデオを参照してください：

IT セルフサービスマイクロアプリのデモ
HR セルフサービスマイクロアプリのデモ
そのほかの参照先
「Citrix Workspace マイクロアプリの基礎」e ラーニングコースを受講して、従業員の生産性を高め、エンドユーザ
ーエクスペリエンスを最適化するように設計されたマイクロアプリを構築することで、Web サービス、API、および
システム統合の基礎について学びます。
「ビデオ：マイクロアプリの概要」で Citrix Workspace Intelligence とマイクロアプリサービスの概要を確認して
ください。
カスタム統合とマイクロアプリの作成については、「ビデオ：マイクロアプリのカスタム統合」をご覧ください。
テストインスタンスの取得について詳しくは、Citrix Workspace 開発者ポータルで確認してください。
「RSS マイクロアプリ：Citrix セキュリティ情報がある場合に通知を受け取る」にセットアップのためのクイックガ
イドがあります。
マイクロアプリディスカッションフォーラムにアクセスしてください。

次の手順
セキュリティコンプライアンスについては、「セキュリティで保護された Citrix Cloud プラットフォームの展開ガイ
ド」および「Citrix Workspace マイクロアプリのセキュリティの技術概要」を参照してください。

Citrix Cloud 接続の要件については、「インターネット接続の要件」を参照してください。
マイクロアプリサービスの使用を開始するには、「はじめに」を参照してください。

ID プロバイダーとアカウントの定義の詳細については、「ID およびアクセス管理」を参照してください。

新機能

December 2, 2022
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シトリックスは、Citrix Workspace をご使用のお客様に、新機能と更新をいち早くお届けするよう取り組んでいま
す。Workspace のインテリジェント機能は、マイクロアプリプラットフォームに定期的な更新をリリースするため、
定期的にここで新しい機能を確認してください。
重要:
新機能を継続的にリリースしており、新機能を提供開始時に発表するよう努めています。リリースプロセスと
して、新機能がこのリストの一番上に表示されることになりますが、特定のお客様に提供開始されるまで数日
かかる場合があります。
クラウドの規模とサービスの可用性に関するサービスレベルアグリーメントについて詳しくは、Citrix Cloud のサー
ビスレベルアグリーメントを参照してください。Citrix Workspace について詳しくは、「Citrix Workspace」およ
び「Citrix Cloud」を参照してください。

2022 年 12 月
廃止のお知らせ：使用量が低いため、Citrix はアジア太平洋地域（APS）のジオロケーションでマイクロアプリサー
ビスを廃止し、既存ユーザーを必要に応じて US または EU のジオロケーションに移行する予定です。すべての APS
環境は、2022 年 12 月 30 日から廃止されていく予定です。使用状況がアクティブな APS マイクロアプリ環境の管
理者は、廃止と移行プロセスの詳細を含む製品内メッセージを受け取ることになっています。詳しくは、
「廃止」を参
照してください。

2022 年 6 月
マイクロアプリサービスの廃止：進行中のマイクロアプリアプリケーションの廃止プロセスにより、マイクロアプリ
サービスでは、2022 年 6 月 1 日以降、未使用の環境はプラットフォームから削除されます。このプロビジョニング
解除は、アクティビティがないすべてのマイクロアプリのサービス環境に対して予定されています。詳しくは、
「マイ
クロアプリサービスの廃止」を参照してください。

2022 年 5 月
マイクロアプリ統合の廃止：マイクロアプリ統合は、2022 年 5 月 16 日をもって廃止となりました。展開済みの統
合インスタンスは引き続き機能し、統合はカタログで作成できます。廃止される統合のメンテナンス期日は、廃止日
から 4 週間後となります。メンテナンス後は、統合カタログから統合を使用することはできなくなります。詳しく
は、「廃止」を参照してください。

2021 年 11 月
以下は、最新の MAS 1.130.0 のリリースに関する発表の一部です。
新しい Employee Survey App 統合テンプレートおよびマイクロアプリ：新しい Employee Survey App 統合テ
ンプレートを使用すると、ユーザーは、Citrix Workspace から新しいアンケートフォームを送信したり、既存のア
ンケートフォームを管理したりできます。詳しくは、「Employee Survey App の統合」を参照してください。
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新しい複数選択検索ページビルダーコンポーネント複数選択検索は検索コンポーネントと同様に機能するため、ユー
ザーは、取り得る値を検索することで、大量の値を検索して選択できます。たとえば、ユーザーは会議をスケジュー
ルするときに複数のユーザーまたはユーザーのメールアドレスを検索して追加したり、Jira チケットを作成するとき
に複数のラベルを追加したりできます。詳しくは、「ページビルダー」を参照してください。
以下は、以前のリリースに関する発表の一部です：

2021 年 10 月
Cherwell 統合テンプレートおよびマイクロアプリ：新しい Cherwell 統合テンプレートを使用すると、
Citrix Workspace ユーザーは、インシデントおよびサービス要求の変更に関する通知を管理および受信できます。
詳しくは、「Cherwell の統合」を参照してください。

新しい

更新された RSS 統合テンプレート： RSS テンプレートを、目的のチャネルに合わせて簡単にカスタマイズできるよ
うに更新しました。詳しくは、「RSS テンプレートのカスタマイズ」を参照してください。

2021 年 9 月
新しい Adobe Sign 統合テンプレートとマイクロアプリ：新しい Adobe Sign 統合テンプレートでは、テンプレー
トの管理に加えて、Citrix Workspace ユーザーによる契約書の表示と契約書への署名がセキュリティで保護されま
す。詳しくは、「Adobe Sign の統合」を参照してください。
ページビルダーの新しいコンポーネント：マイクロアプリのページ構築に使用できる 2 つの新しいコンポーネントと

1 つのページテンプレートを追加しました（埋め込み、ファイルのアップロード、および埋め込みページテンプレー
ト）
。埋め込みおよび埋め込みページテンプレートを使用すると、Web ページをマイクロアプリに埋め込んで、Citrix
Workspace で表示することができます。ファイルのアップロードコンポーネントを使用すると、送信時や更新時に、
生ファイルをアプリケーションのレコードシステムにアップロードすることができます。詳しくは、「ページビルダ
ー」を参照してください。
ユーザープロバイダーの構成：マイクロアプリの利用者とユーザーの管理に役立つ新機能が追加されました。ユーザ
ープロバイダーの構成により、管理者は、外部システムからユーザーとグループユーザーのデータを収集するように
ユーザープロバイダーを構成できます。このデータを使用して、すべての統合でマイクロアプリのサブスクリプショ
ンを管理できます。詳しくは、「ユーザープロバイダー」を参照してください。
新しい HTTP RSS 統合テンプレート：新しい RSS 統合テンプレートでは、より強力な統合が提供され、キャッシュ
されたデータ構造を構成するための拡充された機能を使用できます。セットアッププロセスはこれまでになく簡単で
す。詳しくは、「RSS の統合」を参照してください。

2021 年 8 月
Workday 統合での同期動作の変更：データの読み込みを保護するために、Workday の同期機能が改善されました。
エラーがトリガーされた場合、同期機能は同期を続行せずに、失敗した API 呼び出しを 5 回再試行します。同期に失
敗した場合は、同期ログで情報を確認できます。たとえば、統合の構成に期限切れのパスワードが含まれる場合や、
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Workday モジュールのレポート URL がもはや存在しない場合、または権限がない場合にエラー状態が発生すること
があります。詳しくは、「データの同期」を参照してください。
新しい Oracle HCM 統合テンプレートとマイクロアプリ：新しい Oracle HCM 統合テンプレートを使用すると、

Citrix Workspace ユーザーはワークスペースで直接アイテムを表示および編集し、通知を受信できます。詳しく
は、「Oracle HCM の統合」を参照してください。
新しい Covid‑19 自己申告統合テンプレートとマイクロアプリ：新しい Covid‑19 自己申告統合テンプレートを使
用すると、Citrix Workspace ユーザーは自己申告の回答を使用して、Covid‑19 ワクチン接種状況を送信できます。
詳しくは、「Covid‑19 自己申告の統合」を参照してください。
新しいリレー状態認証オプション：リレー状態で提供される追加のオプションで OAuth 2.0 認証を構成すると、ユ
ーザーは資格情報を再入力する必要がなくマイクロアプリにアクセスできるようになります。これは、ユーザーおよ
びターゲットのレコードシステムの両方で Okta を使用している場合にのみ構成できます。詳しくは、
「HTTP 統合の
作成」を参照してください。

Webhook のスクリプトのサポート： HTTP 統合スクリプティングで Webhook がサポートされるようになりまし
た。定義済みの Webhook でスクリプトを構成して、要求、応答の解析、変換を制御できます。詳しくは、
「統合スク
リプト」およびCitrix Developer ポータルを参照してください。

2021 年 7 月
Canvas LMS 統合テンプレートとマイクロアプリ：新しい Canvas LMS 統合テンプレートを使用すると、ユーザー
はコースの表示、コースの連絡事項の作成、コースの登録の管理、および学生の成績の閲覧を行うことができます。
詳しくは、「Canvas LMS の統合」を参照してください。
新しい SAP Concur 統合のテンプレートとマイクロアプリ：新しい SAP Concur 統合テンプレートの構成プロセス
は簡素化されており、ユーザーはリクエストを送信したり、リクエストのステータスに関する通知を受け取ったりで
きます。詳しくは、「SAP Concur の統合」を参照してください。
新しいバージョンの Citrix DaaS 統合テンプレート： Citrix DaaS で利用できる統合テンプレートが新たに追加さ
れました。これにより、セットアッププロセスが簡素化され、同期が改善され、監視対象のマシンが拡張されます。詳
しくは、「Citrix DaaS の統合」を参照してください。新しい統合へのアップグレードについての詳しい記事は、「統
合のアップグレード」を参照してください。

2021 年 6 月
サービスアクションパラメーターとテンプレート変数構成の新しい検証ルール：今後、機能を向上させるために、統
合検証ルールを更新しました。次の文字とフレーズは、統合構成中にサービスアクションパラメーターとテンプレー
ト変数を定義する場合にサポートされなくなりました：

Whitespace ! " ## % & ' ( ) * + , . / ; < = > @ [ \ ] ^ { | } ~ true、false、else、null、undefined、
this。詳しくは、「統合の構成」を参照してください。
フィルター、制約、サービスアクションパラメーターの UPN サポート：アクションページの作成時に、データを抽
出するための変数としてユーザーのメールを選択できるところでは、ユーザープリンシパル名（UPN）属性を使用で
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きるようになりました。Active Directory で UPN 属性は、ログイン用のユーザー識別子です。詳しくは、「データ
フィルターの UPN 属性の構成」を参照してください。

SolarWinds 統合テンプレートとマイクロアプリ：新しい SolarWinds 統合テンプレートにより、ユーザーは
チケットとサービス要求を送信および監視し、Citrix Workspace を通じてアクションを実行します。詳しく
は、「SolarWinds の統合」を参照してください。

2021 年 5 月
Smartsheet 統合テンプレートとマイクロアプリ：新しい Smartsheet 統合テンプレートにより、ユーザーはシー
ト、ディスカッション、更新リクエスト、および添付ファイルを管理できます。詳しくは、
「Smartsheet の統合」を
参照してください。
統合スクリプト：統合スクリプトを使用すると、開発者はプラットフォームの機能を HTTP 統合用に拡張するスクリ
プトを作成できます。カスタムスクリプトをデータエンドポイントとサービスアクションにバインドして、要求の準
備、応答の解析、変換を完全に制御できます。詳しくは、「統合スクリプト」およびCitrix Developer ポータルを参
照してください。
新しい SAP SuccessFactors EC HTTP 統合テンプレート：新しい SAP SuccessFactors EC テンプレートは、新
しいスクリプト機能を使用して統合構成プロセスを簡素化し、新しいスキルマイクロアプリを追加します。詳しく
は、「SAP SuccessFactors の統合」を参照してください。
新しい Tableau HTTP 統合テンプレート：新しい Tableau HTTP テンプレートは、新しいスクリプト機能を使用
してカスタマイズを簡素化します。詳しくは、「Tableau の統合」を参照してください。

Kronos Workforce Central 統合テンプレートとマイクロアプリ：新しい Kronos Workforce Central 統合テン
プレートを使用することにより、ユーザーは潜在労働力の管理活動を表示して応答し、時間管理タスクを実行し、リ
クエストを送信できます。詳しくは、「Kronos Workforce Central の統合」を参照してください。

DocuSign 統合テンプレートの更新： DocuSign 統合テンプレートを更新しました。この新しいテンプレートを実
装するには、管理者が統合テンプレートを再度追加する必要があります。詳しくは、
「DocuSign の統合」を参照して
ください。

2021 年 4 月
新しいリスト/グリッドコンポーネントレイアウトデータに最適な方法で適切な情報を表示する、新しい事前構成され
たレイアウトを追加しました。詳しくは、
「表示コンポーネント」の「リスト/グリッド」エントリを参照してください。
更新された Citrix Cloud Status 統合テンプレート：新しい Citrix Cloud Status 統合テンプレートは、パフォー
マンスの問題を解決します。この新しいテンプレートを実装するには、管理者が統合テンプレートを再度追加する必
要があります。詳しくは、「Citrix Cloud Status Hub の統合」を参照してください。

Blackboard Learn 統合テンプレートとマイクロアプリ：新しい Blackboard Learn 統合テンプレートを使用す
ると、ユーザーは新しいコースに登録して学生としてコースとそれに関連する詳細を表示したり、インストラクター
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としてコースのお知らせを作成してコースのメンバーや成績を表示したりできます。詳しくは、
「Blackboard Learn
の統合」を参照してください。
スケジューラーの改善：マイクロアプリの同期では、信頼性を向上させるためにスケジュール設定メカニズムを更新
しました。この変更により、スケジュールされた同期ジョブは、最後に正常に実行された後に定義された間隔で実行
されます。この変更の前は、同期が既に実行されているかどうかに関係なく、スケジュールされたジョブは実行を試
みようとしていました。たとえば、間隔が 10:00 から開始の 5 分に設定されている場合、ジョブは同期ジョブが終了
するまで 10:05、10:10、10:15 に実行を試みて失敗していました。今回、間隔が 5 分でジョブが 10:00 から開始す
る設定の場合、実行され（たとえば 15 分間）、成功すると 5 分間隔で一時停止して再開します。したがって、10:00
から開始し、10:15 まで正常に実行され、その後 10:20 から再開します。詳しくは、
「データの同期」を参照してくだ
さい。

Webhook ログ：パフォーマンスと安定性を向上させるために、Webhook ログ画面で最新の 10 個の Webhook
ログエントリのみが確認用に保持されます。詳しくは、「Webhook ログの表示」を参照してください。
新しい Workday HTTP 統合テンプレート：新しい Workday HTTP テンプレートは、新しいスクリプト機能を使
用して統合構成プロセスを簡素化します。1 つの統合テンプレートですべてのワークフローを実行できるようになり
ました。詳しくは、「Workday の統合」を参照してください。

SAP Ariba HTTP 統合テンプレートとマイクロアプリ：新しい SAP Ariba HTTP 統合テンプレートでは、より強力
な統合により Citrix Workspace からの購入申請を表示および承認できます。詳しくは、「SAP Ariba の統合」を参
照してください。
更新された Citrix Podio 統合テンプレート：新しい Citrix Podio 統合テンプレートは、整合性警告の問題を解決し
ます。古いテンプレートはそのまま機能しますが、今回の更新で削除される整合性警告が表示されます。この新しい
テンプレートを実装するには、管理者が統合テンプレートを再度追加する必要があります。詳しくは、「Podio の統
合」を参照してください。

2021 年 3 月
リスト/グリッドコンポーネント： Citrix Workspace のユーザーにデータのリストを表示するための新しいページ
ビルダーコンポーネントをリリースしました。事前構成されたレイアウトから選択して、データに最適な方法で適切
な情報を表示します。詳しくは、「表示コンポーネント」の「リストコンポーネント」エントリを参照してください。
スクリプト変換の改善：スクリプト変換により、スクリプト作業がさらに改善されます。テキスト領域を拡張して、
編集しやすくすることができます。スクリプトに間違いがないことを確認するための基本的なコード検証が有効にな
り、ユーザーエクスペリエンスを向上させるために一般的な標準コードインターフェイスが改善されました。詳しく
は、「スクリプト変換」を参照してください。

Ivanti 統合テンプレートとマイクロアプリ：新しい Ivanti 統合テンプレートにより、ユーザーはインシデントとサ
ービス要求を送信および監視し、Citrix Workspace を通じてアクションを実行します。詳しくは、「Ivanti の統合」
を参照してください。
新しい SocialChorus マイクロアプリ SocialChorus 統合テンプレートに新しいマイクロアプリを追加しました。
新しいマイクロアプリのおすすめコンテンツマイクロアプリがあります。また、重要な連絡事項の新しい通知があり
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ます。詳しくは、「SocialChorus マイクロアプリ」を参照してください。
新しい Zoom 統合テンプレートマイクロアプリ： Zoom 統合テンプレートに新しいマイクロアプリを追加しました。
以下のワークフローで 3 つの新しいユースケースに対応しています。近日中の会議（今週）
：今週予定されているすべ
てのミーティングを表示します。ユーザーはミーティングを編集および開始できます。自分の業務時間：好みに応じ
て、業務時間ミーティングをスケジュール設定します。ユーザーは、期間、開始日、ダイヤルイン番号などを選択で
きます。会議の録画：過去 7 日間のすべての会議の録画を表示します。また、ユーザーは任意のデバイスから録画を
再生できます。詳しくは、「Zoom マイクロアプリ」を参照してください。

Slack 統合テンプレートとマイクロアプリ：新しい Slack 統合テンプレートにより、ユーザーは、トラフィックを大
量に消費しないが、メンバーの注意を必要とする重要なチャンネルに追加の監視機能を提供できます。ユーザーは、
署名用の新しいテンプレートを開始し、保留中の新しいドキュメントの通知を受信し、DocuSign の受信ボックスで
以前に送受信されたエンベロープの一覧を表示できます。詳しくは、「Slack の統合」を参照してください。

Qualtrics 統合テンプレートとマイクロアプリ：新しい Qualtrics 統合テンプレートにより、ユーザーは回答が必
要なアンケートに関する通知の受取や、注意が必要な進行中のアンケートの確認ができるほか、アンケート管理者が
アンケートの統計にアクセスできるようになります。詳しくは、「Qualtrics の統合」を参照してください。
新しい OAuth の許可の種類： HTTP 統合では、サービスアクションの実行を構成するときに、OAuth 2.0 の暗黙
的な許可の種類のフローがサポートされるようになりました。詳しくは、
「サービス認証のセットアップ」を参照して
ください。

Zendesk HTTP 統合テンプレートとマイクロアプリ：新しい Zendesk HTTP 統合テンプレートでは、より強力な
統合により Citrix Workspace からの要求を送信および監視できます。詳しくは、
「Zendesk の統合」を参照してく
ださい。

2021 年 2 月
新しい Citrix Podio FAQ マイクロアプリ：新しい FAQ マイクロアプリの Citrix Podio 統合の記事が更新されま
した。このマイクロアプリは FAQ の一覧をコンパイルし、Citrix Workspace で利用できるようにします。詳しく
は、「Podio FAQ マイクロアプリ」を参照してください。
通知のしきい値：パフォーマンスを向上させるために、ユーザーあたりの通知ジョブごとに生成される通知カードの
最大数を制限する新機能が追加されました。デフォルトでは、この値は 50 であり調整もできます。詳しくは、「通知
のしきい値を上げる」を参照してください。

DocuSign の統合テンプレートおよびマイクロアプリ：新しい DocuSign テンプレートは強力な統合を提供して、
ユーザーが Citrix Workspace を使用する任意のデバイスからデジタル署名のエンベロープを送受信できるようにし
ます。ユーザーは、署名用の新しいテンプレートを開始し、保留中の新しいドキュメントの通知を受信し、DocuSign
の受信ボックスで以前に送受信されたエンベロープの一覧を表示できます。詳しくは、「DocuSign の統合」を参照
してください。

SocialChorus 統合のテンプレートおよびマイクロアプリ：新しい SocialChorus 統合テンプレートは強力な統合
を可能にし、ユーザーは管理職からの重要事項を伝達することや、記事、リンクメモなどのコンテンツをさまざまな
チャネルを通じて従業員間で共有することができます。詳しくは、「SocialChorus の統合」を参照してください。
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2021 年 1 月
Jira HTTP 統合テンプレートとマイクロアプリ：新しい Jira HTTP 統合テンプレートでは、キャッシュされたデー
タ構造を構成する機能がさらに強化され、Workspace からエピックを作成するための新たなマイクロアプリが付属
しています。詳しくは、「Jira の統合」を参照してください。
MS Dynamics CRM HTTP 統合テンプレート：新しい MS Dynamics CRM HTTP 統合テンプレートでは、より
強力な統合が提供され、キャッシュされたデータ構造を構成するための機能がさらに強化されています。セットアッ
ププロセスはこれまでになく簡単です。詳しくは、「MS Dynamics CRM の統合」を参照してください。
スクリプト変換：この機能を使用すると、データ読み込みエンドポイントとサービスアクションのインラインスクリ
プト変換を有効にできます。スクリプトは、HTTP 応答から取得したレスポンスオブジェクトを受信し、ターゲット
統合のレコードシステム（SoR）に応じて、別のレスポンスオブジェクトに変換するように設定できます。詳しく
は、「スクリプト変換」を参照してください。

Citrix Podio 統合テンプレートとマイクロアプリ：新しいテンプレートでは、Podio の柔軟性と多様なユースケー
スを活用した Citrix Workspace での迅速なアクションが可能です。この統合により、Workspace にある追加設定
不要のマイクロアプリを、対応する Podio アプリ（Podio App Market で簡単に入手可能）や、Podio でカスタマ
イズしたアプリに簡単に接続できます。詳しくは、「Podio の統合」を参照してください。
Citrix DaaS 統合テンプレートとマイクロアプリ：新しいテンプレートでは、Citrix Workspace からセルフサー
ビスアクションを検索して実行できます。ユーザーは、障害のある関連マシンのステータスを確認できます。詳しく
は、「Citrix DaaS の統合」を参照してください。

Salesforce HTTP 統合テンプレート：新しい Salesforce HTTP 統合テンプレートでは、より強力な統合が提供さ
れ、キャッシュされたデータ構造を構成するための機能がさらに強化されています。セットアッププロセスはこれま
でになく簡単です。詳しくは、「Salesforce の統合」を参照してください。
新しい Salesforce の追加設定不要のマイクロアプリ：新しい Salesforce マイクロアプリでは、リード、取引先、
商談、ケース、契約にどこからでもアクセスできるよう、通知とワークフローを利用できます。新しい Salesforce

HTTP マイクロアプリについて詳しくは、「Salesforce マイクロアプリ」を参照してください。
テンプレート変数：この機能により、HTTP 統合中にデータエンドポイントとサービスアクションを設定する際の柔
軟性が向上します。テンプレート変数を使用すると、リクエスト設定に動的値を挿入できます。たとえば、Salesforce

Object Query Language（SOQL）クエリにテンプレート変数を挿入して、アカウントオブジェクトを簡単にダウ
ンロードできます。増分同期とアクション呼び出しには、独自のテンプレート変数定義があります。これにより、ア
クションの更新、アクション呼び出し、および増分同期の前後で、元のエンドポイント定義のすべてのパラメーター
を上書きまたは変更することができます。詳しくは、「統合の構成」を参照してください。

2020 年 12 月
Microsoft Outlook 統合テンプレート（Preview）：新しい Microsoft Outlook 統合テンプレートは強力な統合
を提供し、イベントと業務時間のスケジュール、イベントと業務時間の編集、イベント開始時刻の 1 時間前の通知の
受け取りなどをユーザーができるようにします。
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ページネーション構成： HTTP 統合でのページネーション構成を向上させるための新機能が追加されました：読み込
む最大ページ数。これを使用して、大量のレコードを処理するときに戻されるページ数の制限を設定します。読み込
む最大ページ数は、個別のエンドポイントごとに構成できます。注：これは、エンドポイントを編集して保存しない
限り、現在の構成には影響しません。保存すると、デフォルト値（1000）が構成されます。詳しくは、「統合の構成」
を参照してください。

Google カレンダー統合テンプレート（Preview）：新しい Google カレンダー統合テンプレートは強力な統合を提
供し、カレンダーイベントのスケジュール、イベントと業務時間の一覧表示をユーザーができるようにします。詳し
くは、「Google カレンダーの統合」を参照してください。
コンポーネントの機能強化： Lookup コンポーネントクエリのパフォーマンスが大幅に向上しました。また、Table
コンポーネントでは、マイクロアプリテーブルの機能が強化され、ユーザーメールでメインのまたは結合されたテ
ーブル列をフィルタリングできます。これらの、およびその他のテーブルビルダーコンポーネントについて詳しく
は、「ページビルダーのコンポーネント」を参照してください。

2020 年 11 月
MS Teams 統合（Preview）：新しい MS Teams 統合テンプレートは強力な統合を提供し、Teams ミーティング
のスケジュール設定、最初からのまたは既存のチームを基にしたチーム作成、既存のチームへの新しいチャネルの追
加、特定のチャネルへのメッセージ送信、新しく作成されたチャネルの通知の受け取りなどをユーザーができるよう
にします。詳しくは、「MS Teams の統合」を参照してください。

Citrix Cloud Status 統合テンプレートとマイクロアプリ：新しいテンプレートを使用すると、一部の Citrix サー
ビスに影響を与える可能性があるインシデントおよびメンテナンススケジュールを更新できます。詳しくは、「Citrix
Cloud Status Hub の統合」を参照してください。
Workday HTTP 統合テンプレート：新しい Workday HTTP 統合テンプレートでは、より強力な統合が提供され、
キャッシュされたデータ構造を構成するための機能をより多く使用できます。この新しいテンプレートには、職務変
更申請、経費レポート、有給休暇申請用のマイクロアプリが付属しています。詳しくは、
「Workday の統合」を参照
してください。

Workday HTTP の新しい追加設定不要のマイクロアプリ：新しい Workday マイクロアプリにより、職務変更申
請、経費レポート、および有給休暇申請に関する通知とワークフローが可能になります。新しい Workday マイクロ
アプリについて詳しくは、「Workday マイクロアプリの使用」を参照してください。
新しいコンポーネントによる添付ファイルのダウンロード：新しい添付ファイルコンポーネントは、データソースか
ら添付ファイルを一覧表示できます。また、エンドユーザーが添付ファイルをダウンロードできるようにします。画
像は直接プレビューできます。詳しくは、「ページビルダーのコンポーネント」を参照してください。

Google Meet 統合テンプレート（Preview）：新しい Google Meet HTTP 統合テンプレートは強力な統合を提供
し、ユーザーが任意のデバイスまたはイントラネットから Google Meet ミーティングをスケジュールできるように
します。ユーザーは、日付、開始時刻と終了時刻、パスワード、および共同ホストを選択できます。セットアッププロ
セスはこれまでになく簡単です。詳しくは、「Google Meet の統合」を参照してください。
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Power BI HTTP 統合テンプレート：新しい Power BI HTTP 統合テンプレートでは、より強力な統合が提供され、
キャッシュされたデータ構造を構成するための機能をより多く使用できます。セットアッププロセスはこれまでにな
く簡単です。詳しくは、「Power BI の統合」を参照してください。

Power BI の新しい追加設定不要のマイクロアプリ：新しい Power BI マイクロアプリにより、ユーザーの表示と管
理、およびグループの表示に関する通知とワークフローが可能になります。新しい Power BI HTTP マイクロアプリ
について詳しくは、「Power BI マイクロアプリ」を参照してください。
Power BI コンポーネントの機能強化：ログインユーザーがダッシュボード、レポート、またはタイルを表示する前
に、ログインユーザーを承認するには、Power BI コンポーネントが必要です。Power BI テンプレートに付属してい
る追加設定不要のマイクロアプリには、必要に応じてコンポーネントが構成されています。コンポーネントを最初か
ら設定するには、ユーザーのトークンを生成するサービスアクションを構成する必要があります。詳しくは、
「Power

BI コンポーネントのサービスアクションの構成」を参照してください。

2020 年 10 月
アクションパラメーターとしてのコンポーネント値：［メールの送信］および ［URL に移動］アクションのパラメー
ターとして、コンポーネント値を使用することができます。この機能により、Workspace ユーザーは特定のアクシ
ョンの Workspace フィールドにメールの受信者を入力できます。また、Workspace フォームからのユーザー入力
は、Workspace で開いた URL テンプレートの一部として使用できます。詳しくは、「ページビルダーのコンポーネ
ント ‑ アクション」を参照してください。

Zoom 統合テンプレート（Preview）：新しい Zoom HTTP 統合テンプレートは強力な統合を提供し、ユーザーが
任意のデバイスまたはイントラネットからミーティングをスケジュールできるようにします。詳しくは、「Zoom の
統合」を参照してください。

2020 年 9 月
Webhook ログ： Webhook ログを使用して、すべての Webhook エンドポイントからの要求とエラーの履歴を表
示します。成功、エラー、またはすべてなど、Webhook 名と状態で絞り込むことができます。詳しくは、
「Webhook
ログの表示」を参照してください。

GoToMeeting 統合（Preview）：新しい GoToMeeting HTTP 統合テンプレートは強力な統合を提供し、ユーザ
ーが任意のデバイスまたはイントラネットから GoToMeeting ミーティングをスケジュールできるようにします。ユ
ーザーは、日付、開始時刻と終了時刻、パスワード、および共同ホストを選択できます。セットアッププロセスはこ
れまでになく簡単です。詳しくは、「GoToMeeting の統合」を参照してください。

Webex 統合（Preview）：新しい Webex HTTP 統合テンプレートは強力な統合を提供し、ユーザーが任意のデバ
イスまたはイントラネットから Webex ミーティングをスケジュールできるようにします。ユーザーは、1 回限り
の/定期的なミーティングをホストしたり、招待者や共催者を追加したり、異なるタイムゾーンから選択することがで
きます。セットアッププロセスはこれまでになく簡単です。詳しくは、「Webex の統合」を参照してください。
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2020 年 8 月
カスタムアイコン：カスタムアイコンを追加して、統合をより適切に識別し、ユーザーエクスペリエンスを向上させ
ることができるようになりました。詳しくは、「カスタムアイコンの追加」を参照してください。

Webhook リスナーの非同期データ更新： Webhook 統合の改善により、Webhook 要求データが同期的に検証
されるようになりましたが、データベースには非同期的に保存されます。これにより、Webhook リクエストが
microapp データベースの過負荷から保護され、ピーク時に処理できるリクエストが増えるため、パフォーマンスが
向上します。詳しくは、「HTTP 統合の作成」を参照してください。

2020 年 7 月
Google ディレクトリ HTTP 統合：新しい HTTP Google ディレクトリ統合テンプレートでは、より強力な統合が
提供され、キャッシュされたデータ構造を構成するための機能をより多く使用できます。セットアッププロセスはこ
れまでになく簡単です。詳しくは、「Google ディレクトリの統合」を参照してください。

Google ディレクトリの新しい追加設定不要のマイクロアプリ：新しい Google ディレクトリマイクロアプリによ
り、ユーザーの表示と管理、およびグループの表示に関する通知とワークフローが有効になります。新しい Google
ディレクトリマイクロアプリについて詳しくは、「Google ディレクトリマイクロアプリ」を参照してください。
新しい通知オプション ‑ すべての通知をクリア：オプションで、マイクロアプリからすべての通知を削除できます。新
しいデータ構造で再編成または再生成する必要がある場合、この機能を使用して通知をクリアします。詳しくは、
「イ
ベント通知の構築」を参照してください。

Workday OOTB マイクロアプリの機能強化 ‑ 有給休暇申請の作成：この Workday マイクロアプリは、有給休暇
申請の作成者と申請の対象者について説明する自動生成されたコメントを Workday で提供します。この機能により、
申請がより明確になります。このコメントはマネージャーのみが参照できます。従業員自身は参照できません。

Workday OOTB マイクロアプリの機能強化 ‑ 有給休暇申請： Workday で SSO が構成されている場合、ユーザー
は SSO を介してログオンするように指示されます。SSO が構成されていない場合は、標準のログインページが表示
されます。すべての Workday OOTB マイクロアプリについて詳しくは、「Workday マイクロアプリ」を参照して
ください。
新しい Salesforce コネクタパラメーター ‑ OAuth 承認ベース URL：Salesforce インスタンスのカスタム OAuth
ログインページを構成できます。詳しくは、
「Citrix Workspace マイクロアプリへの Salesforce 統合の追加」を参
照してください。

SAP Concur OOTB マイクロアプリの削除 ‑ クイック費用：この SAP Concur マイクロアプリは廃止されました。
構成ミスが発生しないように、このマイクロアプリは削除する必要があります。詳しくは、「SAP Concur マイクロ
アプリの使用」を参照してください。

2020 年 6 月
深い統合データ構造の作成：関係を超えたテーブルデータ構造の作成方法に関する新しい例と詳細を提供します。上
記の方法を使用して、マイクロアプリで使用するより深いデータ構造への参照を作成します。詳しくは、
「深い統合デ
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ータ構造の作成」を参照してください。
オンプレミスアプリケーションのサポート（一般提供）：オンプレミスアプリケーションからのアクションと通知を

Workspace または他のチャネルに直接配信します。この機能が一般提供されました。詳しくは、「オンプレミスイン
スタンス」を参照してください。

Webhook リスナー：アプリでほぼリアルタイムのデータをエンドユーザーに提供するための、統合用の Webhook
リスナーを構成できるようになりました。Webhook を構成して、マイクロアプリプラットフォーム側からの同期よ
りもはるかに速い速度で、アプリから他のアプリケーションにデータを配信できます。詳しくは、「Webhook リス
ナー」を参照してください。
アクション実行前のデータ更新：レコードシステムから新しいデータを取得するように、アクション実行前のデータ
更新を構成できるようになりました。これにより、アクション実行前にデータが完全に同期され、マイクロアプリの
信頼性が高まります。詳しくは、「統合の構成」を参照してください。

HTTP ServiceNow 統合：新しい HTTP 統合テンプレートでは、より強力な統合が提供され、キャッシュされたデ
ータ構造を構成するための機能をより多く使用できます。セットアッププロセスはこれまでになく簡単です。詳しく
は、「ServiceNow の統合」を参照してください。

ServiceNow の新しい追加設定不要のマイクロアプリ：新しい ServiceNow マイクロアプリにより、ServiceNow
の承認、要求、変更要求、委任、インシデント、問題に関する通知とワークフローが可能になります。新しい

ServiceNow マイクロアプリについて詳しくは、「ServiceNow マイクロアプリの使用」を参照してください。
HTTP 統合のレート制限： HTTP 統合をセットアップするときに、オプションでレート制限を構成できるようにな
りました。この機能を使用して、ターゲット統合の SoR（system of record）での標準レート制限に基づいて構成
をセットアップします。詳しくは、「HTTP 統合の作成」を参照してください。
バンドルリポジトリ：テンプレート統合と追加設定不要のマイクロアプリをバンドルリポジトリから利用できるよう
になりました。マイクロアプリサービスコンソールで新しいテンプレート統合を追加する場合、統合の追加ページが
更新され、選択可能な最新のテンプレート統合が表示されます。このインターフェイスは、統合に関する詳細情報を
提供するようになりました。詳しくは、「テンプレート統合のセットアップ」を参照してください。
製品オンボーディング：マイクロアプリサービスの統合ページに製品内ナビゲーションが導入されました。このナビ
ゲーションでは、サービス構成、マイクロアプリの作成、利用者管理など、マイクロアプリ開発者のコアタスクに関
して基本的なガイダンスとドキュメントへのリンクが提供されます。

2020 年 5 月
論理規則の操作性の向上：マイクロアプリページビルダーで論理規則を作成する場合の使いやすさを向上させました。
新しく合理化された直感的な論理インターフェイスを使用して、マイクロアプリコンポーネントの論理引数を簡単に
作成できます。詳しくは、「マイクロアプリのカスタマイズ」を参照してください。
イタリア語のサポート：翻訳された JSON ファイルをローカライズのためにエクスポートおよびインポートするとき
に、マイクロアプリをイタリア語にローカライズできるようになりました。詳しくは、
「マイクロアプリのローカライ
ズ」を参照してください。
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ページの更新 ‑ 日付/時刻プロパティ：ページビルダーの日付/時刻コンポーネントが更新されたため、マイクロアプ
リの時間出力をより詳細に制御できます。コンポーネントに表示されるデフォルトの時間の値に加えて、ブラウザ
ー時間、12 時間および 24 時間の時刻を表示するように日付と時刻の表示を構成できるようになりました。詳しく
は、「マイクロアプリのカスタマイズ」を参照してください。
通知およびページの向上 ‑ 変数：通知やページビルダーで変数の構成に使用するインターフェイスが向上したことに
より、簡単にマイクロアプリの変数を構成および制御できるようになりました。詳しくは、
「マイクロアプリのカスタ
マイズ」を参照してください。
マイクロアプリの新しいバージョンのインポート：各マイクロアプリのオプション（省略記号）メニューから、マイ
クロアプリの新しいバージョンをインポートできるようになりました。この機能を使用すると、新しいバージョンが
アクティブに設定され、古いマイクロアプリには任意に終了（End‑of‑Life：EOL）のマークを付けておくことがで
きます。詳しくは、「統合とマイクロアプリのエクスポートとインポート」を参照してください。
論理規則の拡張：ページビルダーで、入力コンポーネント以外の論理ルールを作成できるようになりました。たとえ
ば表示コンポーネントは、別のコンポーネントのアクション（非表示、表示など）を決定するときに考慮することが
できます。詳しくは、「マイクロアプリのカスタマイズ」を参照してください。
サービスアクションの日時パラメーターの向上：サービスアクションの設定で日時パラメーターを使用する場合、要
求結果と一致する形式で生成されるようになりました。

2020 年 4 月
通知機能の向上：通知構成プロセスが再設計され、マイクロアプリ通知を設定するときのワークフローが向上しまし
た。1 つの統合された構成ワークフローで、通知の変更、実行と有効期限の設定、公開される通知の出力内容全般を
制御できるようになりました。詳しくは、「マイクロアプリのカスタマイズ」を参照してください。

HTTP 統合テーブルのマージ： HTTP 統合中にエンドポイントを構成する場合、親テーブルと子テーブルをマージ
するオプションが利用可能になりました。この機能を使用すると、マージしたテーブルで選択した属性を親テーブル
から取得するか子テーブルから取得するか、または両方の属性を保持するかを選択できます。詳しくは、「統合の構
成」を参照してください。

Citrix Workspace のレポートビューから Power BI に移動： Power BI のレポートとダッシュボードを表示する
マイクロアプリページに、より詳細なビューが表示できるレコードのターゲットソースへのリンクが含まれるように
なりました。詳しくは、「Power BI マイクロアプリの使用」を参照してください。

2020 年 3 月
オンプレミスアプリケーションのサポート（Tech Preview）：オンプレミスアプリケーションからのアクションと
通知を Workspace または他のチャネルに直接配信します。詳しくは、
「オンプレミスインスタンス（Tech Preview）
」を参照してください。
アクション実行後のデータ更新：レコードシステムから新しいデータを取得するように、アクション実行後のデータ
更新を構成できるようになりました。これにより、アクション実行後にデータが完全に同期されます。この設定はオ
プションです。詳しくは、「統合の構成」を参照してください。
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パフォーマンスの向上：マイクロアプリのサブスクリプションへの変更がすぐに適用されるようになりました。これ
により、ログオンおよびログオフ時に待機する必要がなくなります。

ServiceNow OOTB マイクロアプリの機能強化： ServiceNow マイクロアプリに Lookup ページコンポーネント
が組み込まれました。このコンポーネントは先行入力検索機能を提供します。詳しくは、「ServiceNow マイクロア
プリの使用」を参照してください。
データキャッシュの向上： HTTP 統合機能の強化により、同期後のテーブルから、データをより簡単に確認できるよ
うになります。詳しくは、「統合の構成」を参照してください。

JIRA OOTB マイクロアプリの機能強化： JIRA マイクロアプリに Lookup ページコンポーネントが組み込まれまし
た。このコンポーネントは先行入力検索機能を提供します。詳しくは、
「Jira マイクロアプリの使用」を参照してくだ
さい。

Workday OOTB マイクロアプリ： Workday のカスタムレポートの新しいバージョンがリリースされました：
staffing activities、expenses、change job、および time off request。カスタムレポートを作成できるように、
スプレッドシートを追加および更新しました。詳しくは、「カスタムレポートの作成」を参照してください。

SAP Concur OOTB マイクロアプリ：次の SAP Concur のマイクロアプリは廃止されました：クイック経費申請
の提出、ユーザーの作成、およびユーザー。誤って構成しないように、これらのマイクロアプリは削除する必要があ
ります。詳しくは、「SAP Concur マイクロアプリの使用」を参照してください。

2020 年 2 月
新しい HTTP 同期ルール：毎日または毎週の同期を指定すると、同期は選択した時間枠内でランダムに発生します。
たとえば、
「00‑04 毎日」の完全同期を選択すると、この期間中にランダムに選択された時間に完全な同期を実行しま
す。詳しくは、「統合の構成」を参照してください。
インポートを含む新しい統合ワークフローの作成：マイクロアプリの新しい統合を作成する際、開始するのに役立つ
さまざまなオプションから検索できるようになりました。テンプレートから選択して、カスタマイズされた HTTP 統
合を作成し、統合の構成とマイクロアプリをインポートおよびエクスポートできます。統合とマイクロアプリのエク
スポートおよびインポートについて詳しくは、
「統合とマイクロアプリのエクスポートとインポート」を参照してくだ
さい。
既存の統合とマイクロアプリの機能強化：使いやすさと導入をサポートするために、Citrix テンプレートの統合とマ
イクロアプリの向上に常に努めています。たとえば、RSS マイクロアプリの追加設定不要の構成を改善しました。
ページビルダーの機能強化：検索ページコンポーネントに先行入力検索機能が追加されました。

廃止

December 2, 2022

© 1999 – 2022 Citrix Systems, Inc. All rights reserved.

22

マイクロアプリ

以下の告知は、段階的に廃止されるマイクロアプリの統合と機能について前もってお知らせするためのものです。こ
の情報は、お客様が適宜ビジネス上の決定を下せるように提供されています。
マイクロアプリ統合の廃止には、2 つの重要なフェーズがあります：

•

廃止 ‑ 2022 年 5 月 16 日に、廃止のラベルがカタログの統合タイルに表示されます。展開済みの統合インスタ
ンスは引き続き機能し、統合はカタログで作成できます。

•

メンテナンス ‑ 2022 年 7 月 1 日。統合カタログから統合を使用することはできません。展開済みの統合は引
き続き機能し、統合はカタログで作成できます。統合は完全にはサポートされておらず、重大なバグの修正の
みが引き続き行われます。

注：
展開済みの統合は影響を受けず、廃止およびメンテナンス期日後も完全に機能します。

アジア太平洋地域（APS）ジオロケーションの廃止
使用量が低いため、Citrix はアジア太平洋地域（APS）のジオロケーションでマイクロアプリサービスを廃止し、既
存ユーザーを必要に応じて US または EU のジオロケーションに移行する予定です。すべての APS 環境は、2022 年

12 月 30 日から廃止されていく予定です。使用状況がアクティブな APS マイクロアプリ環境の管理者は、廃止と移
行プロセスの詳細を含む製品内メッセージを受け取ることになっています。

廃止と削除
以下の統合テンプレートは、2022 年 5 月 16 日をもって廃止となりました。統合は 2022 年 7 月 1 日午前 01:00 を
もって製品終了となり、それ以降使用できなくなります：

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Adobe Sign
Blackboard Learn
Canvas LMS
Cherwell
Citrix Virtual Apps and Desktops
DocuSign
EmployeeSurvey
Google ディレクトリ
Google Meet
GoToMeeting
Ivanti
Kronos Workforce Cen
Microsoft Outlook
Microsoft Teams
MS Dynamics CRM
Oracle HCM
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PowerBI
Qualtrics
Slack
SocialChorus
Solar Winds
Tableau
Upwork
Webex Meetings
Zendesk
Zoom Meetings
Google カレンダー
Smartsheet

以下の統合テンプレートは、2022 年 8 月 10 日をもって廃止となりました。統合は 2022 年 9 月 1 日午前 01:00 を
もって製品終了となり、それ以降使用できなくなります：

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Back To Work
BambooHR
COVID Vaccine Finder
Digital Wellbeing
Employee Recognition with Azure AD
Freshdesk
Grouproom
New York Times
Office Tracking log
PlanFacts Integration by Zuric
RunMy Process
S2S Missed Call
SharePoint Change Management
Slack
Spotify
Virtual Metric
Zoho CRM

マイクロアプリサービスの廃止

June 16, 2022
以下の告知は、段階的に廃止されるマイクロアプリの統合と機能について前もってお知らせするためのものです。こ
の情報は、お客様が適宜ビジネス上の決定を下せるように提供されています。
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進行中のマイクロアプリアプリケーションの廃止プロセスにより、マイクロアプリサービスでは、2022 年 6 月 1 日
以降、未使用の環境はプラットフォームから削除されます。このプロビジョニング解除は、アクティビティがないす
べてのマイクロアプリプラットフォームのサービス環境に対して予定されています。
このプロセスによって不当な影響を受けていると思われる方は、環境の復元を要求することができます。復元の要求
を行うには、通常のチャネル（カスタマーサービスポータル、電話、管理エスカレーションなど）を介して、詳細を含
むサポートタスクを作成します。サポートによって要求が検証され、環境を復元するためのチケットが作成されます。

•
•

プロビジョニング解除から 30 日以内に発生した環境のサポート要求は、以前のステータスに復元できます。
プロビジョニング解除から 30 日以後に発生したサポート要求は、データベースが削除されるため、復元でき
ません。この期間が過ぎると、新しい空白の環境を要求できます。

マイクロアプリプラットフォームサービスは、2023 年 7 月 3 日に製品終了（EOL）となります。マイクロアプリを
積極的に使用している既存のお客様は、製品終了（EOL）の日付までサービスをそのまま使用できます。製品終了
（EOL）プロセスの一環として、2022 年 7 月 1 日にマイクロアプリカタログから一部の統合テンプレートが削除され
ます。

廃止のスケジュール
マイクロアプリサービスのマイルストーンと日付をリリースします：

• 2022 年 6 月 1 日 ‑ 変更通知（NSC）‑ 影響を受ける顧客に対して、Citrix がマイクロアプリサービスを廃止
する意向を発表した日付。

• 2022 年 6 月 15 日 ‑ 内部環境の削除。
• 2022 年 7 月 1 日 ‑ マイクロアプリ統合テンプレート製品終了（EOL）‑ 特定のマイクロアプリ統合テンプレ
ートのマイクロアプリカタログからの削除。

• 2022 年 7 月 4 日 ‑ 外部環境の削除プロセスの開始。
• 2023 年 7 月 3 日 ‑ マイクロアプリサービスの製品終了（EOL）‑ マイクロアプリ利用資格が Workspace
Service プランから削除され、顧客はマイクロアプリのサービスおよび機能にアクセスできなくなります。
廃止に関する FAQ

• Citrix マイクロアプリサービスに取って代わる製品はどれですか？
Citrix Work Collaboration Solutions は、ワークフローのデジタル化と簡素化に引き続き投資しており、将
来的にはこの分野での製品イノベーションを発表する予定です。その間、Citrix アカウントチームは、Work
Collaboration Solutions の製品管理チームと協力して、現在のマイクロアプリのお客様を、それぞれのユ
ースケースに適したソリューションに移行しています。

•

製品終了（EOL）の日付までマイクロアプリを使い続けることはできますか？

Workspace Service を通じてマイクロアプリサービスを使用することができます。2023 年 7 月 3 日の製品
終了（EOL）期日までマイクロアプリにアクセスして使用を続けることができます。
• 2022 年 7 月 1 日以降もマイクロアプリサービステンプレートを使用できますか？
Workspace Service を通じてマイクロアプリサービスを使用することができます。2022 年 7 月 1 日以降も、
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カスタムマイクロアプリワークフローの構築が可能です。テンプレートの削除により、現在テンプレートを使
用していないお客様は、2022 年 7 月 1 日以降は、これらのテンプレート化されたマイクロアプリワークフロ
ーの使用を開始できなくなります。利用資格を持つお客様は、テンプレートが現在カバーしているユースケー
スを含むカスタムマイクロアプリワークフローを構築する機能を引き続き使用することができます。

Citrix Virtual Apps and Desktops マイクロアプリを使用している方は、マイクロアプリサービスなしでも、
テンプレート化されたマイクロアプリワークフローで運用しているユースケースに対処できます。これは、

Citrix Workspace アプリで利用可能な ITSM アダプターまたはコネクションセンターを使用して行われま
す。詳しくは、アカウントチームにお問い合わせください。

はじめに

June 16, 2022
注：

•
•
•

マイクロアプリ統合テンプレートは廃止され、2022 年 7 月 1 日以降は使用できなくなります。
この期間が過ぎると、統合は使用できなくなります。
廃止された統合の詳細およびリストについては、
「廃止」を参照してください。

この記事では、Citrix Workspace マイクロアプリの使用を開始する方法について説明します。配布準備を開始する
前に、資格情報とデータの処理方法、およびサービスの管理コンソールを展開するためのセキュリティガイダンスに
関する以下の資料を必ず参照してください：

• セキュリティで保護された Citrix Cloud プラットフォームの展開ガイド
• マイクロアプリのセキュリティの技術概要
• Citrix Workspace を含む、マイクロアプリサービス上のリファレンスアーキテクチャ
管理者の追加
正しい管理者アクセスを有効にし、利用者をマイクロアプリに追加します。この委任権限プロセスを使用して、管理
者が利用者を追加できるようにします。アクセスと利用者の管理について詳しくは、
「利用者を割り当てる」を参照し
てください。

1. Citrix Cloud にサインイン後、メニューで［ID およびアクセス管理］を選択し、次に［管理者］を選択します。
コンソールに、アカウント内の現在の管理者全員が表示されます。

2. 管理する管理者を見つけ、メニュー（省略記号）ボタンを選択し、［アクセスの編集］を選択します。
3.［カスタムアクセス］を選択します。
4. 次のチェックボックスがオンにされていることを確認してから、［保存］を選択します：
•［一般管理］の下で、［ドメイン］と ［ライブラリ］を選択します。
•［microappsNew］の下で、［管理者、フルアクセス］を選択します。
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利用者を追加する必要があるすべての管理者に対して、この手順を繰り返します。新しい管理者の追加など、管理者
の管理について詳しくは、「Citrix Cloud アカウントに管理者を追加する」を参照してください。
注：
ドメインとライブラリ管理者アクセスを付与すると、管理者はリソースを割り当てられるようになります。詳し
くは、
「ライブラリを使用してサービスオファリングにユーザーとグループを割り当てる」を参照してください。

Workspace UI のカスタマイズ
Workspace UI をカスタマイズすることで、マイクロアプリ、通知、アクティビティフィードの Workspace UI を
有効にします。

1. Citrix Cloud にサインインした後、メニューで ［Workspace の構成］を選択します。
2.［カスタマイズ］、［機能］の順に選択します。
3. スイッチを ［有効］に切り替えて［保存］を選択します。
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ユーザーによる Workspace アプリのセットアップ
ワークスペースを介してアプリにアクセスするには、利用者が Citrix Workspace アプリをダウンロードして使用す
るか、ワークスペース URL を使用する必要があります。マイクロアプリのソリューションをテストするには、ワーク
スペースに複数の SaaS アプリが公開されている必要があります。

Workspace アプリは、Citrix のダウンロードページからダウンロードできます。［製品の選択］リストで、［Citrix
Workspace アプリ］を選択します。
ホワイトリストの URL
送信ファイアウォールが構成されている場合は、次のドメインへのアクセスが許可されていることを確認してくださ
い：

• https://*.cloud.com
• https://*.citrixdata.com
詳しくは、「インターネット接続の要件」を参照してください。

統合の前提条件の確認
統合をセットアップする前に、以下を確認します：

•

統合をセットアップする前に、セキュリティ、法律、および開発の問題を解決するためのベストプラクティス
を確認する。詳しくは、「アプリケーション統合のベストプラクティス」を参照してください。

•

ターゲットアプリケーションの仕様書を確認する。各アプリケーション統合の記事には、それぞれの技術仕様
へのリンクがあります。
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統合のセットアップ
統合をセットアップする準備が整いました。Citrix Workspace マイクロアプリでは、追加設定不要の統合に、多数
の選択肢があります。テンプレート統合について詳しくは、
「テンプレート統合とそのマイクロアプリ」を参照してく
ださい。手順に従って、アプリケーション統合をセットアップします。
または、わずかなコードを記述して独自の HTTP 統合をゼロから開発することができます。カスタム統合の計画と構
築について詳しくは、「カスタムアプリケーション統合の構築」を参照してください。

次のステップ
それでは、マイクロアプリをセットアップしましょう。マイクロアプリのカスタマイズについて詳しくは、
「マイクロ
アプリの作成」を参照してください。
アクセスと利用者を管理します。詳しくは、「利用者を割り当てる」を参照してください。

セキュリティの技術概要

October 26, 2021
この記事は、Citrix Cloud でホストされる Citrix Workspace マイクロアプリサービスに適用されます。

Citrix Workspace マイクロアプリサービスの展開を開始する前に、「セキュリティで保護された Citrix Cloud プラ
ットフォームの展開ガイド」を確認します。

セキュリティの概要
マイクロアプリプラットフォームは Workspace に統合され、既存の ID 管理を使用します。OAuth は、SaaS アプ
リケーションに書き込むためのプライマリ認証メカニズムです。Credential Wallet の各ユーザーに固有の、SaaS
指定ユーザーアクセストークンが保存されて、ユーザーアクションに対して効率的なユーザーエクスペリエンスを実
現します。
このコンポーネントは、Citrix Cloud Connector と呼ばれるエージェントを使用してクラウドサービスに接続され
ます。次の図は、サービスとそのセキュリティ境界を示しています。
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資格情報の処理
このサービスは、アプリケーション統合の以下の種類の資格情報を処理します：

• 基本的なユーザー資格情報
• OAuth
• OAuth2
一般的なセキュリティの概要
マイクロアプリテンプレートアプリと統合は「そのまま」提供されます。コネクタのガイドに記載されているすべて
のデータ、フィールド、およびエンティティは、SOR（system of record）から全体が抽出されて、マイクロアプリ
キャッシュに転送されます。現時点では、テンプレートは構成できません。
マイクロアプリでは、統合された SOR からのデータのキャッシュを保存します。HTTP 統合の場合、データのスコ
ープは構成のセットアップ時にすべて顧客が構成することができ、いつでも変更可能です。
システムアカウントを使用して、レコード API のターゲットシステムを使用するキャッシュのデータを取得します。
通常、システムアカウントには、全ユーザーのマイクロアプリで必要なすべてのデータに対して、読み取り専用のア
クセスが必要です。
書き込み操作に使用される個々のユーザーアカウントの OAuth トークンに加えて、サービスアカウントの資格情報
は、Azure Key Vault がサポートするサービスを使用するマイクロアプリによって安全に保存されます。
マイクロアプリでは、ユーザー用に生成された通知カードもすべて保存されます。これらのカードのコンテンツに加
えて、通知をトリガーするイベントも管理者が設定できます。
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ユーザーのシステムの操作はログに記録されます。ログデータには、SOR のデータまたはシークレットは含まれませ
ん。
コンテンツは、Citrix Cloud アカウントのセットアップ時に選択したリージョンに保存されます。現在利用可能なリ
ージョンは、米国、EU、および AP/S（南アジア太平洋）です。
顧客のコンテンツとログはすべて Citrix プラットフォーム内に保存され、サードパーティは利用できません。
復旧を目的としたマイクロアプリのデータバックアップは、2 週間保存されます。
マイクロアプリのデータは、使用権の終了後 30 日間保持されます。この猶予期間の後、すべてのリソースが削除さ
れます。

データ
データは明示的に表示されず、エンティティのプロパティと統合テーブルのみが表示されます。
このデータは、次の 2 つの場所に表示されます：

1.

マイクロアプリの管理者/ビルダーページ上（Workspace 上）

2.

レコードに関連するデータは、フィードカードに（定義済み変数として）表示できます。これらの定義はマイ
クロアプリビルダーにあります。管理者の定義に応じて、マイクロアプリがすべてのデータをエクスポートす
るように潜在的に定義できます。

例：誰かが個人情報（潜在的には PII）を同期または追加し、すべてのレコードとフィールドを表示するように設定し
た場合。事前定義済みのテンプレートは、セキュリティのベストプラクティスに従って構築され、機密データを表示
しない方法で提供されます。
注：
統合を作成するには、顧客組織の管理者（または同等の）権限が必要です。マイクロアプリはツールを提供しま
すが、顧客の要件に基づいて、可能な限り安全にこれらのツールを利用できるかどうかは、顧客/管理者次第で
す。

個人を特定できる情報（PII）
個人を特定できる情報（PII）は、地理、ビジネス、セキュリティ、およびコンプライアンスの考慮事項に応じて、ケ
ースバイケースで指定されます。PII は、管理者/顧客が判断する問題です。これは、個々の会社/顧客がそれぞれ自分
の組織内の「機密」をさまざまに定義できるからです。
個人を特定できる情報はさまざまな地域の当局に応じて変わりますが、名前、社会保障/国民保険番号、生体認証記
録、ID 番号や、身体的、生理学的、精神的、経済的、文化的、または社会的アイデンティティに固有の要因、あるい
は他のデータと組み合わせた情報を含めることができるため、個人を識別することができます。
一般的なベストプラクティスの観点では、データの処理時に特定して実践するために、以下のことに留意してくださ
い。
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• アプリケーション統合が保存する PII を特定する
• PII が保存されているすべての場所を検索する
• PII を機密の観点から分類する
PII の特定
PII には、銀行詳細とログイン情報を含めることができます。政府機関は、社会保障番号、住所、パスポートの詳細、
免許証番号などの PII を保存します。
PII ストレージの場所
PII は、ファイルサーバー、クラウドサービス、従業員のノート PC、ポータルなど、広い範囲のさまざまな場所に存
在する可能性があり、以下のようなデータもあります：
使用中のデータ：従業員が仕事に使用するデータです。
保存データ：ハードドライブ、データベース、ノート PC、Sharepoint、Web サーバーなどの場所に保存またはア
ーカイブされたデータです。
移動中のデータ：ある場所から別の場所に移行しているデータです。例としては、ローカルのストレージデバイスか
らクラウドサーバーに移動するデータや、電子メールを介して従業員とビジネスパートナー間を移動するデータがあ
ります。

PII 機密度分類
PII は、その機密度に基づいて分類する必要があります。これは PII 保護の重要な部分です。データが以下のようなデ
ータであるかどうかを考慮します：
識別可能： PII データはどの程度一意でしょうか。単一のレコードがそれ自体で個人を識別できる場合は、データが
極秘であることを示しています。
組み合わせたデータ： 2 つ以上のデータを組み合わせた場合に、一意の個人を識別できるかどうかを確認してみます。
コンプライアンス：勤務する組織の種類に応じて、PII に関するさまざまな規制と標準があります。対象となる可能性
のある規制には、ペイメントカード業界データセキュリティ標準（PCI DSS）
、EU 一般データ保護規則（GDPR）
、ま
たは HIPAA があります。

GDPR および Citrix について詳しくは、「Citrix GDPR よくある質問と回答」を参照してください。
読み取りアクセス
マイクロアプリプラットフォームはキャッシュから読み取ります。キャッシュはクラウドベンダーが提供するので、
設定時にストレージレベルで暗号化されます。READ アクセスは、ソースシステムでは使用できません。マイクロア
プリプラットフォームで監査されます。
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書き込みアクセス
書き込み API が使用されます。サービスで書き込み API が許可されない場合は、サービスアカウントにフォールバッ
クします。すべての場合において、書き込みアクセスは監査可能であり、ソースシステムのユーザーに帰属します。

データフロー

VDA はクラウドサービスのホスト対象コンポーネントに含まれていないため、プロビジョニングに必要な顧客のアプ
リケーションデータとゴールデンイメージは、常に顧客の構成内でホストされます。コントロールプレーンはユーザ
ー名、マシン名、アプリケーションショートカットなどのメタデータにアクセスできますが、顧客の知的財産へのア
クセスは制限されています。
クラウドと顧客の施設間でのデータ通信には、ポート 443 を介した安全な Transport Layer Security（TLS）接続
が使用されます。

Citrix Cloud Connector のネットワークアクセス要件
Citrix Cloud Connector には、インターネットへのポート 443 の送信トラフィックのみが必要であるため、HTTP
プロキシの背後でホストできます。

Citrix Cloud で HTTPS 用に使用される通信は、TLS 1.0、1.1、または 1.2 です。（処理中の変更について、「TLS バ
ージョンの廃止」を参照してください。）

IP のホワイトリストの構成
Salesforce などのサードパーティのサービスプロバイダーに、マイクロアプリサービスが API にアクセスするため
の指定された IP アドレスを構成する必要がある場合があります。マイクロアプリサービスは、以下の範囲内の外部
IP アドレスからリクエストを行います。マイクロアプリサービスのリージョンに応じてサードパーティプロバイダー
を構成します。リストされている両方の範囲が、米国と EU の地域に設定されていることを確認してください。
指定された IP を構成する場合は、この記事をブックマークして定期的に再確認し、今後追加または削除される可能性
のある IP 範囲とアドレスを常に把握しておくことをお勧めします。
米国リージョン（32 アドレス）
：

• 20.57.83.64/28
• 20.57.83.192/28
EU リージョン（32 アドレス）：
• 20.86.245.144/28
• 20.86.245.160/28
AP‑S リージョン（16 アドレス）：
• 20.205.243.64/28
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セキュリティに関する推奨事項
注：
組織によっては、法的規制の要件を満たすために特定のセキュリティ基準への準拠が要求される場合がありま
す。このようなセキュリティ基準は変更されることがあるため、ここでは説明しません。セキュリティ基準と

Citrix 製品に関する最新情報については、「Citrix のセキュリティ」を参照してください。
セキュリティに関するすべての考慮事項を確認したことを保証するには、以下を実行します：

• ユーザーに必要な権限だけを付与します。
• 組織の最低限のセキュリティガイドラインを確認します。
• 最低でも Transport Layer Security（TLS）1.2 と組み合わせて、暗号化通信（HTTPS）を使用します。
• レート制限を確認します。
• 最小限の権限のあるシステムアカウントを使用して、データを取得します（一括読み取り）。
• 同期が実行されなくなった後、データを保持する必要がある期間を検討します。
• 実稼働環境でパブリック API を使用します。
• OAuth2 を、この SaaS サービスの優先認証プロトコルとします。
• ライトバックには常に OAuth2 を使用します。
• 統合を更新された状態に維持します。統合が機能し、外部 API が変更されていないことを確認します。
次のステップ
同様の Citrix Cloud サービスの詳細なセキュリティ情報とセキュリティガイドについては、以下のリソースを参照
してください：

• Citrix のセキュリティ
• Citrix ADC の安全な導入ガイド
•

セキュリティに関する考慮事項およびベストプラクティス

•

スマートカード

• Transport Layer Security（TLS）
注：
本記事は、Citrix Cloud のセキュリティ機能の概要を説明し、Citrix Cloud 環境の保護に関する Citrix とお
客様との間の責任分担を定義することを目的としています。Citrix Cloud、またはそのコンポーネントやサー
ビスの構成および管理に関するガイダンスではありません。

テンプレート統合のセットアップ

June 16, 2022
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注：

•

マイクロアプリ統合テンプレートは 2022 年 5 月 16 日をもって廃止され、2022 年 7 月 1 日以降は使用
できなくなります。

•
•
•

この期間が過ぎると、統合は使用できなくなります。
展開済みの統合は影響を受けず、廃止およびメンテナンス期日後も完全に機能します。
廃止された統合の詳細およびリストについては、
「廃止」を参照してください。

テンプレート統合をセットアップして、追加設定不要のマイクロアプリを使用するか、または自分のマイクロ
アプリを構築します。開始する前に、アプリケーション統合を構成するためのベストプラクティスを確認して
ください。テンプレート統合とその追加設定不要のマイクロアプリの一覧については、「テンプレート統合と追
加設定不要のマイクロアプリ」を参照してください。
シトリックスが構築したテンプレート統合だけではなく、サードパーティのマイクロアプリがあります。これらのマ
イクロアプリの完全なリストについては、Citrix Ready Marketplaceを参照してください。
独自の統合を構築する場合は、「廃止」を参照してください。

マイクロアプリ統合テンプレートの保守

Citrix が提供する統合はテンプレートです。テンプレートの開発者は統合を維持し、引き続き機能することを保証し
ます。
リリース時には、新しい統合テンプレートは通常、Citrix Labs として分類されます。これにより、最初の顧客フィ
ードバックの結果として機能を成熟させることができます。Citrix Labs テンプレートの場合、サポートの義務はな
く、サポートは開発者によってベストエフォートで提供されます。Citrix Labs 統合テンプレートは、テストと検証
の目的で共有されます。それらを実稼働環境に展開することはお勧めしません。新しい統合を追加する場合は、製品
に表示される Citrix 提供のテンプレートの一覧を参照してください。Citrix Labs テンプレートは別のセクションに
一覧で記載されています。
顧客は、統合テンプレートを統合としてインスタンス化し、変更せずに実行できます。テンプレートが Citrix Labs
から移行した場合、テンプレートが製品に Citrix 提供としてリストされている間は、統合の開発者がテンプレートを
維持して最新の状態に保ち、完全に機能するようにします。テンプレート開発者に連絡して、サポートポリシーの詳
細を確認してください。
顧客は、インスタンス化された統合をカスタマイズできます。Citrix の統合テンプレートの場合、カスタマイズをサ
ポートする義務はなく、サポートはベストエフォートで提供されます。テンプレート開発者に連絡して、サポートポ
リシーの詳細を確認してください。
テンプレート開発者は、いつでも製品からテンプレートを削除できます。これにより、顧客の環境からインスタンス
化が削除されることはありません。Citrix Labs を終了した統合テンプレートの場合、開発者は、統合テンプレート
のメンテナンスを中止する前に、最低でも 4 週間前の予告を行うことを約束します。テンプレート開発者に連絡して、
サポートポリシーの詳細を確認してください。
テンプレート統合の更新は、顧客に対して自動的にロールアウトされません。顧客は、カタログからテンプレートの
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新しいバージョンをいつ取得するかを決定します。顧客が古いバージョンに基づいてカスタマイズを行った場合、カ
スタマイズは顧客によって新しいバージョンにマージされる必要があります。

アプリケーション統合のベストプラクティス

Citrix Workspace マイクロアプリの新しい統合を実装する準備をするときには、以下のベストプラクティスを確認
します：

開発
開発に関する考慮事項を確認します：

• API サービス呼び出しの料金を検討します。ユースケースに必要な API 呼び出しのレートを定義します。これ
には、料金の支払者、料金階層、およびユースケースのレートの見積もりが含まれます。

•
•

ターゲットシステムにアクセスできることを確認します。
アプリの登録がマーケットプレイスに存在可能であることを確認します。不可能な場合は、すべてのユーザー
が自分の登録を作成する必要があります。

•
•

ターゲットシステムのインスタンスを調達できることを確認します。
プライベート API を使用しないでください。また、システムで指定されている API のリバースエンジニアリン
グは行わないでください。

•
•
•

コネクタの回帰テストを続行して、API 契約の変更を追跡します。
必要なデータ保持期間が、Citrix Cloud のデフォルトと互換性があることを確認します。
広告ブロックソフトウェアを使用する場合は、Citrix Cloud および Workspace について無効にします。

法的通知
法的考慮事項を確認します：

• エンドユーザーライセンス契約を確認します。
• サービスアカウントの使用に関する制限を確認します。
• 配布に関する制限を確認します。
• サインアップしたすべての契約を保持し、リポジトリで確認する
• Citrix 以外のマイクロアプリについては、マイクロアプリの利用規約をご覧ください。
Security
セキュリティに関する考慮事項を確認します：

•
•
•
•

組織の最低限のセキュリティガイドラインを確認します。
最低でも Transport Layer Security（TLS）1.2 と組み合わせて、暗号化通信（HTTPS）を使用します。
レート制限を確認します。
最小限の権限のあるシステムアカウントを使用して、データを取得します（一括読み取り）。
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• 同期が実行されなくなった後、データを保持する期間を検討します。
• 実稼働環境でパブリック API を使用します。
• OAuth2 を、この SaaS サービスの優先認証プロトコルとします。
• ライトバックには常に OAuth2 を使用します。
• 統合を更新された状態に維持します。統合が機能し、外部 API が変更されていないことを確認します。
テンプレート統合とそのマイクロアプリ
以下の統合は、Citrix マイクロアプリで追加設定を行わずに使用できます。ターゲットアプリケーションを選択して、
統合のセットアップの詳細に移動します：

Citrix Cloud Status
インシデント：新しいインシデントおよびインシデントの更新に関する通知を受け取ります。また、インシデントを
検索し、その詳細を表示します。
メンテナンス：カレンダーに追加された新しいメンテナンススケジュールの通知、およびメンテナンス期間の開始時
と終了時の通知を受け取ります。また、メンテナンススケジュールを検索し、その詳細を表示します。

Citrix Podio
ブロードキャスト：公開済み (ステータス：ライブ) のブロードキャストで、終了日が未来の日付であるものをすべて
表示します。
ブロードキャストの作成：新しいブロードキャストを作成および公開します。
ブロードキャストの管理：管理者は、作成されたすべてのブロードキャストを表示および更新できます。このビュー
は、公開済み (ステータス：ライブ) のブロードキャストに限定されません。

Citrix DaaS
マイデスクトップ： Citrix Virtual Desktops を検索し、Citrix Workspace から再起動などのセルフサービスアク
ションを実行します。
マイセッション： Citrix Virtual セッションを検索し、ログオフや切断などのセルフサービスアクションを Citrix

Workspace から実行します。
Virtual Desktops（管理者モード）： Citrix Workspace から Citrix Virtual Apps and Desktops 管理者が、マ
シンの検索、詳細の表示、マシンのメンテナンスモードへの切り替え、マシンの再起動を行えます。

Covid 自己申告
自己申告： Covid‑19 自己申告で、ワクチン接種状況に関する毎日の回答を送信します。
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Employee Survey App
アンケートフォーム：新しいアンケートについての通知を提供し、ユーザーがアンケートフォームを表示および送信
できるようになります。
アンケートの管理：アンケートアプリの管理者が、Citrix Workspace からスケジュール済みアンケートフォームを
管理できます。このマイクロアプリは、Employee Survey App 管理者メンバー専用です。

Adobe Sign
契約書の送信：受信者にテンプレートを送信して契約書をアップロードし、署名してもらいます。
自分の受信した契約書：ユーザー署名待ち中の Adobe Sign 契約書の一覧が表示されます。ユーザーは契約書に署名
できます
処理中の契約書：署名が必要な処理中の Adobe Sign 契約書の一覧。ユーザーは送信された契約書をキャンセルする
こともできます。
完了した契約書：完了した Adobe Sign 契約書と詳細の一覧。ユーザーは受け取った契約書を共有することもできま
す。
キャンセル済みの契約書：キャンセルされた Adobe Sign 契約書と詳細の一覧。
契約書の管理：テンプレート契約書の管理および編集。

SAP Ariba
購入申請の承認：承認保留中の購入申請とその詳細を表示します。承認アクションも表示されます。

SAP Ariba（レガシー）
購入申請の承認：承認保留中の購入申請とその詳細、承認するアクションを表示します。

Blackboard Learn
コース登録：コースに登録します。
コース連絡事項の作成：インストラクターがコースの連絡事項を作成できます。
インストラクタービュー：インストラクターがコースメンバーと成績を表示できます。
自分のコース：コースの連絡事項とコースの添付ファイルを表示します。
自分の成績：学生がコースの成績を表示できます。
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Canvas LMS
コース連絡事項の作成：教師がコースの連絡事項を作成できます。
自分のコース：コースの連絡事項、割り当て、コースのファイルを表示します。
自分の成績：学生がコースの成績を表示できます。
教師のビュー：教師はコースメンバーを表示および追加し、学生を表示できます。

Cherwell
インシデントの作成：ユーザーはインシデントを作成できます。
サービス要求の作成：カタログから新しいサービス要求を作成するか、または事前定義されたサービス要求テンプレ
ートを選択します。
自分のオープンインシデント：ワークスペースユーザーは所有するオープンインシデントを表示および管理できます。
自分のオープンサービス要求：ワークスペースユーザーは所有するオープンサービス要求を表示および管理できます。

SAP Concur
承認：保留中の経費レポートを承認するか、差し戻します。
経費：経費を検索して表示します。
旅程：旅程を検索、表示、共有します。
クイック経費申請：クイック経費申請を検索して表示します。
レポート：提出された経費レポートを検索して表示します。

SAP Concur（レガシー）
承認：保留中の経費レポートを承認するか、差し戻します。
経費：経費を検索して表示します。
旅程：旅程を検索、表示、共有します。
クイック経費申請：クイック経費申請を検索して表示します。
レポート：提出された経費レポートを検索して表示します。
クイック経費申請の提出：新しいクイック経費申請のレポートを作成します。
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DocuSign
自分が受信したエンベロープ：ユーザーの受信した、署名を待機しているエンベロープを表示します。ユーザーは、
自分自身を認証し、DocuSign でエンベロープを表示できます。
テンプレートを送信する：既存の署名のテンプレートを送信します。
自分が送信したエンベロープ：ユーザーが送信したエンベロープの一覧を表示します。ユーザーは、エンベロープの
詳細を表示したり、受信者を追加、編集、削除したりすることもできます。

Google Analytics
セッションの指標：セッションとセッションの指標を表示します。
ユーザーの指標：ユーザーの指標を表示します。

Google カレンダー
イベントの作成：ユーザーの設定に応じてイベントをスケジュールします。
自分のカレンダー（今月）
：今月の今後における 1 回限りのおよび定期的なカレンダーイベントの一覧と、イベントの
編集機能を表示します。
マイ業務時間：業務時間を作成、編集、表示します。

Google カレンダー（レガシー）
カレンダーイベント：イベントを作成してプレビューします。

Google ディレクトリ
ユーザーを作成：新しいユーザーを追加します。
ディレクトリ管理者：ユーザーと詳細を管理します。
グループ：グループと詳細を表示します。
自分の詳細：自分の詳細を表示します。
ユーザー：ユーザーの詳細を表示します。

Google ディレクトリ（レガシー）
ディレクトリ管理：新しいユーザーを追加します。
ディレクトリの詳細：新しい従業員や役職の変更など、チームメンバーの詳細を表示します。
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Google Meet
ミーティングの作成：ユーザー設定に従ってミーティングをスケジュールします。
ミーティングのレコーディング：ユーザーが利用できるすべてのミーティングのレコーディング一覧を表示し、記録
されたビデオを視聴できます。

GoToMeeting
ミーティングの作成：マイクロアプリは、ユーザー設定に従ってミーティングをスケジュールするために使用されま
す。ユーザーは、日付、開始時刻と終了時刻、パスワード、および共同ホストを選択できます。

Ivanti
エージェントインシデント：エージェントがインシデントを管理するためのセルフサービス。購読者は Ivanti へのエ
ージェントアクセス権を持っている必要があります。持っていない場合、解決が失敗します。
サービスカタログから作成： Ivanti のセルフサービスモジュールに戻るディープリンクを使用して、マイクロアプリ
のタイトルに基づいてサービス要求作成します。
インシデントの作成： Ivanti で新しいインシデントを報告します。これは、所有者なしで送信できるクイック作成で
す。
マイインシデント：自分のインシデントのセルフサービス。
マイサービス要求：ディープリンクを含む既存のサービス要求を表示し、リクエストに関連付けられた動的テンプレ
ートを表示します。
クイックサービス要求：共通のサービス要求をすばやく作成します。

Jira
エピックの作成：詳細を指定して新しい Jira エピックを作成します。
チケットの作成：詳細を指定して新しい Jira チケットを作成します。
チケット：チケットを表示し、コメントを追加し、サブタスクを作成し、状況および担当者を変更します。

Jira（レガシー）
チケットの作成：詳細を指定して新しい Jira チケットを作成します。
チケット：チケットを表示し、コメントを追加し、サブタスクを作成し、状況および担当者を変更します。
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Kronos Workforce Central
自分の見越残高：さまざまな日の見越残高を即座に表示します。
自分の休暇履歴：ユーザーが今月の休暇データの履歴を表示できます。
タイムスタンプの記録：出勤と退勤の日時を登録します。
休暇の申請：休暇の申請を送信します。
休暇申請の承認：マネージャーへのすべての休暇申請の通知を受信し、承認または拒否されたすべての休暇申請の通
知を元の要求者に返信します。
タイムログ：申請されたすべての勤務時間に関する通知を受け取ります。単一のユーザーまたはユーザーのグループ
を承認または拒否します。

Microsoft Dynamics
取引先：取引先を検索、表示、編集します。
予定：予定を検索、表示、編集します。
サポート案件：サポート案件を検索、表示、編集します。
取引先責任者：取引先責任者を検索、表示、編集します。
取引先の作成：取引先を作成します。
予定の作成：予定を作成します。
サポート案件の作成：サポート案件を作成します。
取引先責任者の作成：取引先責任者を作成します。
リードの作成：リードを作成します。
商談の作成：商談を作成します。
電話の作成：電話を作成します。
タスクの作成：タスクを作成します。
リード：リードを検索、表示、編集します。
商談：商談を検索、表示、編集します。
電話：電話を検索、表示、編集します。
タスク：タスクを検索、表示、編集します。
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Microsoft Dynamics（レガシー）
取引先：取引先を検索、表示、編集します。
予定：予定を検索、表示、編集します。
サポート案件：サポート案件を検索、表示、編集します。
取引先責任者：取引先責任者を検索、表示、編集します。
取引先の作成：取引先を作成します。
予定の作成：予定を作成します。
サポート案件の作成：サポート案件を作成します。
取引先責任者の作成：取引先責任者を作成します。
リードの作成：リードを作成します。
商談の作成：商談を作成します。
電話の作成：電話を作成します。
タスクの作成：タスクを作成します。
リード：リードを検索、表示、編集します。
商談：商談を検索、表示、編集します。
電話：電話を検索、表示、編集します。
タスク：タスクを検索、表示、編集します。

Microsoft Outlook
イベントの作成：マイクロアプリは、ユーザー設定に従ってイベントやミーティングをスケジュールするために使用
されます。
自分のカレンダー：マイクロアプリは、今後のイベントやミーティングを表示および編集するために使用されます。
自分の業務時間：マイクロアプリは、業務時間を作成、表示、編集するために使用されます。

Microsoft Teams
チャネルの追加：既存のチームに新しいチャネルを追加します。
ミーティングの作成：ユーザー設定に従って MS Teams ミーティングをスケジュールします。
チームの作成：ユーザー設定に従って、最初からまたは既存のチームを基にチームを作成します。また、任意のチー
ムのチャネルが作成されるたびに、チームの所有者は通知を受け取ります。
メッセージの送信：任意のチームの特定のチャネルにメッセージを送信します。
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Oracle HCM
従業員名簿：従業員名簿を表示および検索します。
自分の時間を入力：選択したエントリタイプの日々の時間を入力します。

PTO：欠勤を登録して送信します。
Power BI
ダッシュボード： Power BI ダッシュボードの詳細を表示します。
レポート： Power BI レポートの詳細を表示します。

Qualtrics
マイアンケート：ユーザーにメールで送信される進行中の全アンケートを検索します。通知は、アンケートがユーザ
ーに送信され、アンケートの有効期限が切れる 24 時間前に送信されます。

Qualtrics アンケート統計：ブランド管理者のアンケート管理用。進行中のアンケートの統計を確認できます。アン
ケートの有効期限の 24 時間前に通知が送信され、基本的なパフォーマンス統計とディープリンク機能が表示されま
す。

RSS
アイテム：アイテムを検索して表示します。

Salesforce
取引先：取引先を検索、表示、編集します。
ケース：割り当てられているケースを検索、表示、編集します。
取引先責任者：取引先責任者を検索、表示、編集します。
契約：契約を検索、表示、編集します。
取引先の作成：新しい取引先を作成します。
ケースの作成：新しいケースを作成します。
取引先責任者の作成：新しい取引先責任者を作成します。
契約の作成：新しい契約を作成します。
イベントの作成：新しいイベントを作成します。
リードの作成：新しいリードを作成します。
商談の作成：新しい商談を作成します。
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タスクの作成：新しいタスクを作成します。
イベント：イベントを検索、表示、編集します。
リード：リードを検索、表示、編集、変換します。
商談：商談を検索、表示、編集します。
タスク：タスクを検索、表示、編集します。

Salesforce（レガシー）
取引先：取引先を検索、表示、編集します。
ケース：割り当てられているケースを検索、表示、編集します。
取引先責任者：取引先責任者を検索、表示、編集します。
契約：契約を検索、表示、編集します。
取引先の作成：新しい取引先を作成します。
ケースの作成：新しいケースを作成します。
取引先責任者の作成：新しい取引先責任者を作成します。
契約の作成：新しい契約を作成します。
イベントの作成：新しいイベントを作成します。
リードの作成：新しいリードを作成します。
商談の作成：新しい商談を作成します。
タスクの作成：新しいタスクを作成します。
イベント：イベントを検索、表示、編集します。
リード：リードを検索、表示、編集、変換します。
商談：商談を検索、表示、編集します。
保留中の取引先承認申請：取引先を検索して承認または却下します。
保留中の取引先責任者承認申請：取引先責任者を検索して承認または却下します。
保留中の契約承認申請：契約を検索して承認します。
タスク：タスクを検索、表示、編集します。

ServiceNow
変更要求：変更要求を検索し、その詳細を表示し、コメントを追加して更新します。
インシデント：インシデントを検索して詳細を表示し、コメントの追加と更新を行います。
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問題：問題を検索して詳細を表示し、コメントの追加と更新を行います。
承認のリクエスト：保留中の承認を検索して表示し、承認または拒否します。
変更要求の送信：新しい変更要求を送信します。
代理人の送信：新しい代理人を送信します。
インシデントの送信：新しいインシデントを送信します。
問題の送信：新しい問題を送信します。

ServiceNow（レガシー）
承認：保留中の承認を検索して表示し、承認または拒否します。
変更要求：変更要求を検索し、その詳細を表示し、コメントを追加して更新します。
インシデント：インシデントを検索して詳細を表示し、コメントの追加と更新を行います。
問題：問題を検索して詳細を表示し、コメントの追加と更新を行います。
カタログ要求の送信：アイテムを選択して、カタログ要求を送信します。
変更要求の送信：新しい変更要求を送信します。
代理人の送信：新しい代理人を送信します。
インシデントの送信：新しいインシデントを送信します。
問題の送信：新しい問題を送信します。
タスク：変更要求、インシデント、問題などのタスクを検索して表示します。

Slack
My Favorite Channels：お気に入り登録したチャネルでのアクティビティの通知を受信します。
Post to Slack：Slack で選択した優先チャネルにメッセージを投稿します。
Set My Slack Status：Slack のステータス設定、リマインダーの作成、［Do Not Disturb］の一時有効化を行え
ます。

Smartsheet
シートへのアクセス：シートを表示したり、ライセンスがある/ないユーザーまたはグループとシートを共有したり、
お気に入りとしてシートを追加したり、ユーザーが個々のシートを表示できるようにしたりするために使用します。
シートの作成：シート名などのフィールドおよびオプションが付いた新しいシートの作成、列タイトルの入力、列タ
イプの選択、プライマリ列の選択を行ないます。
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ディスカッション：ディスカッションスレッドへの返信があるたびに、ディスカッション作成者への通知を生成しま
す。
自分の更新リクエスト：送信先、送信元、件名、ステータスなどの詳細を含む、送受信された更新リクエストを表示
します。また、ユーザーが更新リクエストを受信者に送信すると、受信者は通知を受け取ります。更新リクエストが
完了すると、送信者は完了通知を受け取ります。

Smartsheet を添付ファイルとして送信：送信先、件名、メッセージなどの詳細が含まれる Smartsheet を添付フ
ァイル（PDF または Excel）として送信します。
管理者と共有：管理者以外のユーザーが自分のシートを表示専用アクセスで管理者と共有したり、アクセスシート、
自分の更新リクエスト、ディスカッションなどの他の機能のロックを解除したり、それぞれの通知を受け取ったりす
るために使用されます。シートを管理者と共有して、更新リクエストのアクション/通知、ディスカッションの通知、
およびシートの表示など、追加の Smartsheet のアクションおよび通知を Workspace でロック解除します。
ディスカッションの開始：シートレベルでディスカッションを開始します。

SocialChorus
重要なコミュニケーション：過去 7 日以内に投稿されたお勧めチャネルから、重要なコミュニケーションを検索して
表示します。
最新記事：過去 7 日以内に投稿された購読チャネルからコンテンツを検索して表示します。
おすすめコンテンツ：このマイクロアプリを使用して、サブスクライブしているチャネルから最近お勧めの連絡事項
を取得します。ユーザーは、Citrix Workspace から検索、画像の表示、およびコンテンツの読み取りを行うことが
できます。

SolarWinds
チケットの作成：新しいインシデントを作成します。
チケットの削除：インシデントを削除します。
自分の割り当て済みチケット：割り当て済みチケットを表示して、必要に応じてそれらのチケットを更新したり、チ
ケットのステータスを変更したりします。
自分のオープンチケット：ユーザーは要求されたインシデントを確認し、必要に応じて更新できます。
自分のオープンサービス要求：ユーザーはサービス要求を確認し、必要に応じて更新できます。
サービスカタログ要求：名前でサービスカタログアイテムを検索、または一般的なサービス要求をすばやく作成でき
ます。

SAP SuccessFactors EC
ディレクトリ：従業員を検索し、スキルセットを含む従業員の詳細を表示します。
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スキル：スキルを検索し、一致するスキルセットを持つ従業員を表示します。

SAP SuccessFactors（レガシー）
ディレクトリ：従業員と対応する詳細を検索、表示、編集します。
学習：利用可能な学習コースを検索、表示、共有、および登録します。

Tableau
レポート： Tableau レポートの詳細を表示します。

Tableau（レガシー）
レポート： Tableau レポートの詳細を表示します。

Webex
ミーティングの作成：期間、タイムゾーン、招待者、および共同ホストを選択するオプションを使用してミーティン
グをスケジュールします。

Workday
職務変更：職務変更申請を表示して承認します。
職務変更の作成：職務変更申請を作成します。
経費レポートの作成：経費レポートを作成します。
有給休暇申請の作成：有給休暇（PTO）申請を提出します。
自分の有給休暇申請：パーソナライズされた休暇申請一覧を表示します。
有給休暇申請：有給休暇（PTO）申請を表示して承認します。

Workday（レガシー）
承認：経費レポート、休暇、および職務変更申請を承認します。
有給休暇申請の作成：有給休暇（PTO）申請を提出します。
自分の経費：パーソナライズされた、レポートの詳細と個々の経費項目の詳細を含む経費レポート一覧を表示します。
自分の有給休暇申請：パーソナライズされた休暇申請一覧を表示します。
有給休暇の残り日数：パーソナライズされた残りの休暇日数の一覧を表示します。
注文書：注文書の詳細を含む注文書を表示します。
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Zendesk
チケットの追加： Zendesk チケットを送信します。
チケット：詳細な Zendesk チケットを表示します。

Zendesk（レガシー）
チケットの追加： Zendesk チケットを送信します。
チケット：詳細な Zendesk チケットを表示します。

拡大/縮小
ミーティングの作成：好みに応じてミーティングをスケジュールします。ユーザーは、ミーティングのタイトル、期
間、開始日、共同ホストなどを選択できます。
近日中の会議（今週）
：今週予定されているすべてのミーティングを表示します。ユーザーはミーティングを編集して
開始できます。
自分の業務時間：好みに応じて、業務時間ミーティングをスケジュール設定します。ユーザーは、期間、開始日、ダ
イヤルイン番号などを選択できます。
会議録画：過去 7 日間のすべての会議の録画を表示します。また、ユーザーは任意のデバイスから録画を再生できま
す。

製品終了プロセス
このセクションでは、新しい HTTP 統合に置き換えられた統合の製品終了（EOL）プロセスについて説明します。統
合が新しい HTTP 統合に置き換えられる場合、古い統合をレガシーと呼び、統合は管理コンソールの ［レガシー］セ
クションに表示されます。重要：

•
•

レガシー統合は 3 か月間利用できます。この期間が過ぎると、統合は使用できなくなります。
レガシー統合は 6 か月間サポートされます。期間を過ぎると、統合を実行しているユーザーはサポートされな
くなります。

統合が新しい HTTP 統合に置き換えられたら、新しい統合に移行することをお勧めします。移行方法：

1.
2.
3.
4.
5.

新しい HTTP 統合をセットアップします。
新しい統合をテストし、準備ができたら本番環境に昇格します。
古い統合の同期を停止します。詳しくは、「データ同期の設定」を参照してください。
古い統合のマイクロアプリを EOL としてマークします。
サブスクリプションを移動します。詳しくは、「利用者を割り当てる」を参照してください。

アクションが実行されない場合、レガシー統合はそのまま機能し続けます。統合がサポートされなくなったという警
告が表示されます。
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必要なエンティティの確認
テンプレート統合をセットアップしたら、テーブルを使用して、キャッシュに保存されているテーブルおよびそれら
のテーブルに適用されるフィルターの現在のリストを確認します。
テンプレート統合の場合、統合アプリケーションからマイクロアプリプラットフォームに大量のデータをプルできま
す。このデータ量をより適切に制御および制限するには、
［テーブル］ページを使用して、データ同期のエンティティ
をフィルタリングし、同期を高速化します。

1.［マイクロアプリの管理］ページから、エンティティを確認する統合の横にあるメニューを選択します。
2.［編集］を選択してから ［テーブル］を選択します。
3.［スキーマを編集］を選択します。
この統合で同期するエンティティ、およびそれらのテーブルに適用されるフィルターが一覧表示されます。情
報アイコンのあるエンティティは必須であり、編集できません。

4.

不要なエンティティは選択解除できます。

5.［保存］を選択します。
これで、最初のデータ同期を設定して実行する準備ができました。

データ同期の設定
統合アプリケーションからマイクロアプリプラットフォームにデータをプルして、キャッシュと比較できるようにし
ます。ベストプラクティスとして、完全同期が 24 時間ごとに実行され、増分同期は 5 分ごとにプルするように構成
できます。

1.［マイクロアプリの管理］ページから、同期を設定する統合の横にあるメニューを選択します。
2.［同期］を選択します。
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3.［完全］および ［増分］のデータ同期の値を設定します。
•［完全］は、ローカルキャッシュをドロップし、ソースシステムからすべてのデータをプルします。
重要：
完全同期の実行には時間がかかる場合があります。完全同期は、夜間または一般的には営業時間外
に実行することをお勧めします。
［X］アイコンを選択すると、処理中のデータ同期をいつでもキャ
ンセルできます。

•［増分］は、変更（新規および更新）されたレコードのみをプルします。削除されたデータは読み込まれ
ません。
重要：
すべての API が増分同期をサポートしているわけではありません。
毎日または 毎週の同期を指定すると、同期は選択した時間枠内でランダムに発生します。たとえ
ば、「00‑04 毎日」の完全同期を選択すると、この期間中にランダムに選択された時間に完全な同
期を実行します。

4.［保存］を選択します。
注：
必要に応じて、矢印アイコンを選択してオンデマンドで統合を実行することもできます。

信頼された証明機関
信頼された機関からの証明書は、サーバーへのセキュリティで保護された接続を作成するために使用されます。証明
機関（CA）は、指定された証明書の件名により、公開キーの所有権を認証します。CA は信頼されたサードパーティ
として機能し、証明書の所有者と、証明書に依存する当事者の両方から信頼されます。
信頼された証明機関のリストについては、「信頼された CA のリスト」を参照してください。

次のステップ

Citrix Workspace マイクロアプリの配布準備に関するクイックスタートガイドが必要な場合は、「はじめに」を参照
してください。
独自の統合を構築する場合は、「カスタムアプリケーション統合の構築」を参照してください。
マイクロアプリの操作について詳しく知りたい場合は、「マイクロアプリの作成」を参照してください。

Citrix Cloud Status Hub の統合
October 26, 2021

© 1999 – 2022 Citrix Systems, Inc. All rights reserved.

51

マイクロアプリ

Citrix Cloud Status と統合して、一部の Citrix サービスに影響を与える可能性のあるインシデントとメンテナンス
のスケジュールの更新を取得します。
注
この統合は Citrix Cloud Status 用に構築されていますが、ベース URL を変更し、それぞれの Webhook 更
新サービスにサブスクライブすることで、他の StatusHub サブスクリプションにも使用できます。
追加設定不要の Citrix Cloud Status マイクロアプリの一覧については、「Citrix Cloud Status マイクロアプリの
使用」を参照してください。

Citrix Cloud Status 統合の追加
次の手順に従って、Citrix Cloud Status 統合をセットアップします。認証オプションは事前に選択されています。
プロセスの完了時に、これらのオプションが選択されていることを確認してください。
次の手順を実行します：

1.［マイクロアプリ統合］ページで ［新しい統合を追加］および ［Citrix 提供のテンプレートから新しい統合を
追加する］を選択します。

2. Citrix Cloud Status タイルを選択します。
3. 統合の統合名を入力します。
4. コネクタのパラメーターを入力します。
• インスタンスの ［ベース URL］はそのままにします。
• アイコンライブラリから統合のアイコンを選択するか、デフォルトの Citrix Cloud Status アイコンの
ままにしておきます。

5.［追加］を選択します。
［マイクロアプリ統合］ページが開き、Citrix Cloud Status 統合とそのマイクロアプリが表示されています。
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Webhook リスナーのセットアップ
上記の統合を追加した後、Webhook リスナーをセットアップする必要があります。
次の手順を実行します：

1.［マイクロアプリ統合］ページから［Citrix Cloud Status 統合］に移動し、メニューから ［編集］を選択しま
す。

2.

左側のメニューから ［Webhook リスナー］を選択します。

3.

表示された URL をコピーします。ショートカットを使用するか、省略記号メニューを選択して、［URL のコ
ピー］を選択します。

4. https://status.cloud.com/subscribers/newに移動し、［Webhook］を選択します。
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5. Webhook リスナーの URL を ［Webhook URL］フィールドに貼り付けます。利用規約に同意し、［Next］
を選択します。

6.［All services］を選択します。たとえば、地域ごとに個別にサブスクライブする場合は、
［Selected services］
を選択し、［Aggregate by groups］を切り替えます。
7.

イ ン シ デ ン ト の す べ て の 更 新 を 受 け 取 ら な い 場 合 は、［Only

send me the minimum number of

notifications per incident］チェックボックスをオンにします。
8.［保存］を選択して終了します。
同期されたエンティティについて詳しくは、「必要なエンティティの確認」を参照してください。

API エンドポイントとテーブルエンティティについて詳しくは、「Citrix Cloud Status コネクタの仕様」を参照して
ください。

Citrix Cloud Status マイクロアプリの使用
既存の Web/SaaS 統合には、追加設定不要のマイクロアプリが付属しています。これらのマイクロアプリから開始
して、ニーズに合わせてカスタマイズします。
注
これらのマイクロアプリは Webhook テーブルにマップされ、統合の追加後に発生した新しいインシデントを
提供します。

Citrix Cloud Status 統合テンプレートには、以下の設定済みで追加設定不要のマイクロアプリが付属しています：
インシデント：新しいインシデントおよびインシデントの更新に関する通知を受け取ります。また、インシデントを
検索し、その詳細を表示します。

通知またはページ

ユースケースワークフロー

インシデント ‑ 新規（通知）

新しいインシデントが発生すると、サブスクライブさ
れたユーザーは通知を受け取ります。

インシデント ‑ 変更（通知）

インシデントが更新されると、サブスクライブされた
ユーザーは通知を受け取ります。

インシデント（ページ）

ユーザーがインシデント通知をクリックしたときに、
インシデントの読み取り専用ビューを提供します。

インシデント（アクションページ）

サブスクライブされたユーザーがイベントテーブル
（Webhook）のインシデントを検索するための、検索
およびフィルターオプションを備えたテーブルビュー。

インシデントの詳細（ページ）

ユーザーがインシデント（アクションページ）でイン
シデントをクリックしたときに、インシデントの読み
取り専用ビューを提供します。
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通知またはページ

ユースケースワークフロー

インシデント更新の詳細（ページ）

ユーザーがインシデント/インシデントの詳細ページで
インシデントの更新をクリックしたときに、インシデ
ント更新の読み取り専用ビューを提供します。

メンテナンス：カレンダーに追加された新しいメンテナンススケジュールの通知、およびメンテナンス期間の開始時
と終了時の通知を受け取ります。また、メンテナンススケジュールを検索し、その詳細を表示します。

通知またはページ

ユースケースワークフロー

メンテナンス ‑ 新規（通知）

新しいメンテナンスがスケジュールされてカレンダー
に追加されると、サブスクライブされたユーザーは通
知を受け取ります。

メンテナンス ‑ 開始（通知）

メンテナンス期間が開始すると、サブスクライブされ
たユーザーは通知を受け取ります。

メンテナンス ‑ 終了（通知）

メンテナンス期間が終了すると、サブスクライブされ
たユーザーは通知を受け取ります。

メンテナンススケジュール（アクションページ）

サブスクライブされたユーザーがイベントテーブル
（Webhook）のメンテナンススケジュールを検索する
ための、検索およびフィルターオプションを備えたテ
ーブルビュー。

メンテナンス詳細（ページ）

ユーザーがメンテナンススケジュール（アクションペ
ージ）でメンテナンス通知またはメンテナンスをクリ
ックしたときに、メンテナンスの読み取り専用ビュー
を提供します。

Citrix Podio の統合
November 4, 2022
Citrix Podio と統合することで、柔軟性と多様なユースケースを活用して、Citrix Workspace で迅速なアクション
を実行できます。この統合により、Workspace にある追加設定不要のマイクロアプリを、対応する Podio アプリに
簡単に接続できます。この Podio アプリは Podio App Market で簡単に入手できます。
• Podio アプリ：シトリックスが開発した 285 以上のアプリがPodio App Marketで提供されているほか、ビ
ジネスユーザーとして Podio で独自のアプリを作成することもできます。アプリテンプレートを使えば、特
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定のビジネスニーズに合わせてアプリを構築し、Podio 上でチーム独自のプロセスにマッピングすることがで
きます。詳しくは、「Creating apps」を参照してください。

•

この統合により、Podio 上で独自のアプリとカスタムソリューションを作成し、マイクロアプリを構築して、

Citrix Workspace に展開することもできます。これらのマイクロアプリは、シトリックスが所有するサービ
スである Podio をレコードシステム（SoR）として使用します。これらのマイクロアプリで処理されたデー
タは、シトリックスが所有し、シトリックスのガイドラインとプロトコルに従います。
複数の Podio アプリで、マイクロアプリとの同じ統合を使用できます。Podio 統合を設計する際は、次の点を考慮
してください：

•

アプリ ID とアプリトークンは、ワークスペースに固有です。この値は、Podio ワークスペース内のすべての
アプリで使用できます。

• Podio 統合テンプレートは、プッシュ通知用に設計されています。この統合では、ユーザー権限ではなくアプ
リトークンを使用するため、ユーザーコンテキスト書き込みはサポートされません。

•

複数のアプリが同じ Podio ワークスペースにある場合は、マイクロアプリとの統合は 1 つが適しています。
複数のアプリが異なる Podio ワークスペースにある場合は、複数の異なる統合を使用してください。

•

論理的な分離、ユーザーベース、管理の容易さも考慮してください。

必須条件の確認
次の要件を確認してください。これらは、統合レベルと Citrix Podio アプリレベルの 2 つのグループに分けられま
す。この統合テンプレートには両方が必要ですが、アプリレベルで実装できるのは目的のマイクロアプリのみです。

統合の要件
この統合を設定するには、ターゲットの Podio ワークスペースに対する管理者権限と Podio アプリが必要です。
統合をセットアップするために構成画面に入力する値は次のとおりです：

• ベース URL：https://api.podio.com。この値は事前に入力されています。
• Podio アプリ ID：各 Podio ワークスペースにはアプリ ID があります。統合を設定してpodio_app_id変
数を置き換えるときに、この値を［アクセストークンパラメーター］として入力します。アプリ ID は、Podio
ワークスペースの任意の Podio アプリから使用できます。「アプリ ID とアプリトークンの収集」を参照して
ください。

•

アプリトークン：このトークンを使用して、ユーザーではなくアプリとして認証します。統合を設定し
てpodio_token_id変数を置き換えるときに、この値を ［アクセストークンパラメーター］として入力し
ます。これをアプリ ID で収集します。

•

トークン

URL： こ こ に は 次 の 値 が 事 前 に 入 力 さ れ て い ま す：https://api.podio.com/oauth/

token

•

クライアント ID：クライアント ID は、承認サーバーに固有のクライアント登録情報を表す文字列です。
「クラ
イアント ID とクライアントシークレットの収集」を参照してください。

•

クライアントシークレット：クライアントシークレットは、ターゲットアプリケーション統合のセットアップ
時に発行される一意の文字列です。
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Citrix Podio アプリの要件
これらは、この統合を通じて接続する各 Podio アプリのエンドポイントとサービスアクションを構成するために、

Podio アプリレベルで入力する必要がある値です。アプリごとに次の値が必要になる場合があります：
•

ビュー ID：テンプレートエンドポイントとサービスアクションでは、選択した数のレコードをダウンロード
するためのフィルターとして Podio ビューを使用します。設定を変更するときに、この値をテンプレート変
数<podioapp>_view_idと置き換えます。「ビュー ID の収集」を参照してください。

•

アプリ ID：アプリにはそれぞれ一意の ID があります。設定を変更するときに、この値をテンプレート変
数<podioapp>_app_idと置き換えます。

これらは Podio アプリによる一意の値です：

Podio アプリ

ID 値

アプリの入手

Broadcast アプリ

broadcast_app_id

Citrix Workspace Broadcast ア

broadcast_view_id

プリ

faq_app_id faq_view_id

Citrix Workspace FAQ アプリ

FAQ アプリ

アプリ ID とアプリトークンの収集

Podio からアプリ ID とアプリトークンを収集し、ユーザーではなくアプリとして認証します。アプリ ID アクセスに
より、ユーザーは関連する Podio ワークスペース内のアプリのデータにのみアクセスできます。この ID は、Podio
ワークスペースの Podio アプリから収集します。ワークスペースに複数のアプリがある場合は、ワークスペースに関
連付けられている任意のアプリ ID を使用できます。
1. Podioにログインして、Podio アプリに移動します。
2.

アプリ名の横にあるツールアイコンを選択します。スクリーンショットでは、例として Broadcast アプリの
手順を示しました。
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3.［アプリケーション］で ［開発者］を選択します。

4.

アプリケーション ID のフィールドとトークンのフィールドをコピーして保存します。これらの値は、統合を
設定するときに、［アクセストークンパラメーター］として入力します。

このページの ［アプリケーションフィールド］の下にも、フィールドとサンプル JSON 値があります。Podio での
アプリエントリの操作について詳しくは、「アイテムの操作」を参照してください。

© 1999 – 2022 Citrix Systems, Inc. All rights reserved.

58

マイクロアプリ

ビュー ID の収集
一部の Podio エンドポイントとサービスアクションでは、選択した数のレコードをダウンロードするためのフィル
ターとして Podio ビューを使用します。Podio でのビューとフィルターの使用について詳しくは、「ビュー、フィル
ター、レポート」を参照してください。
実装するマイクロアプリに応じて、以下で指定するフィールドのビュー ID を見つける必要があります。この値は、
「デ
ータの読み込み変数とサービスアクション変数の置換」でサービスアクション変数を置き換えるときに、テンプレー
ト変数view_idを置き換えるのに使用します。

• Broadcast アプリの場合、フィールドは Modified Today です
• FAQ アプリの場合、フィールドは Published FAQs です
1. Podioにログインして、Podio アプリに移動します。
2.

以下で指定されたフィールドにマウスオーバーすると、Web ブラウザーの左下にビュー ID が表示されます。
この画像では、例として Broadcast アプリのフィールドを示しました。

3.

指定のフィールドを選択すると、ビューを開くことができます。URL の末尾をコピーし、サービスアクション
で変数を置き換えるときのために保管しておきます。

ビュー ID は、Podio 開発者のポータルからも確認できます。次の手順を実行します：
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1. Podio API Viewsにログインします。
2.［Get views］を選択します。
3.［Sandbox］セクションまで下にスクロールし、ログインしていない場合はログインします。
4.「アプリ ID とアプリトークンの収集」のプロセスで収集した app_id を入力します。
5.［include_standard_views］の値を「false」のままにして、［Submit］を選択します。

6.

出力から view_id を Ctrl+F で検索できます。一番下のあたりにあります。後で使用するので、値をコピーし
て保管しておきます。

クライアント ID とクライアントシークレットの収集
認証の際、マイクロアプリの設定画面に入力する情報として、クライアント ID とクライアントシークレットを Podio
で収集する必要があります。

1. API keysにログインします。［API Key Generator］の下のフィールドに入力します。
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2.［Application name］にアプリケーション名を入力します。
3.［Full domain (without protocol) of your return URL］にマイクロアプリのインスタンス URL を
入力します。URL{ yourmicroappserverurl }のこのセクションは、テナント部分、リージョン部
分、環境部分で構成されています：https://{ tenantID } .{ region(us/eu/ap-s)} .iws

.cloud.com。

4.［Generate API Key］を選択します。
5.［Your API keys］で、追加したアプリケーションの ［Client ID］および ［Client Secret］の値をコピー
して保管します。これらの値は、統合を設定するときに入力します。

Citrix Workspace マイクロアプリへの統合の追加
Podio 統合を Citrix Workspace マイクロアプリに追加して、アプリケーションに接続します。認証オプションは事
前に選択されています。プロセスの完了時に、これらのオプションが選択されていることを確認してください。これ
により、通知とアクションが設定済みとなっている追加設定不要のマイクロアプリを、Workspace 内で使用できる
ようになります。
次の手順を実行します：

1.［マイクロアプリ統合］ページで ［新しい統合を追加］および ［Citrix 提供のテンプレートから新しい統合を
追加する］を選択します。

2. Podio タイルを選択します。
3.

統合の統合名を入力します。

4.

コネクタのパラメーターを入力します。

•
•

インスタンスのベース URL を入力します：
アイコンライブラリから統合のアイコンを選択するか、デフォルトのアイコンのままにしておきます。
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5.［サービス認証］で ［認証方法］メニューから ［OAuth 2.0］を選択して認証の詳細を完了します。認証オプ
ションは事前に選択されています。プロセスの完了時に、これらのオプションが選択されていることを確認し
てください。OAuth 2.0 セキュリティプロトコルを使用して、委任されたアクセスの要求/承認トークンを
生成します。利用可能な場合は、サービス認証方法として常に OAuth 2.0 を使用することをお勧めします。

OAuth 2.0 は、統合が、構成済みのマイクロアプリとの最大限のセキュリティコンプライアンスを満たすこと
を保証します。

a)［許可の種類のフロー］メニューから ［クライアント資格情報］を選択します。
b)［許可の種類の値］フィールドに「app」と入力します。
c)［トークン認証］メニューから ［要求の本文］を選択します。
d)［トークンコンテンツの種類］メニューから ［URL エンコード形式］を選択します。
e)［トークン URL］フィールドを確認します。ここには次の値が事前に入力されています：https://
api.podio.com/oauth/token

f)［クライアント ID］を入力します。クライアント ID は、承認サーバーに固有のクライアント登録情報を
表す文字列です。クライアント ID とクライアントシークレットは、API キーを生成した際に取得してい
ます。

g)［クライアントシークレット］を入力します。クライアントシークレットは、API キーを生成する際にク
ライアント ID で発行される一意の文字列です。
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6.［アクセストークンパラメーター］で次のように値を入力します：詳しくは、「アプリ ID とアプリトークンの収
集」を参照してください：

• podio_app_id の横に、収集したアプリ ID を入力します。アプリ ID は、Podio ワークスペースの任
意の Podio アプリから使用できます。
• podio_app_token の横に、収集したアプリトークンを入力します。

7.［サービスアクション認証］は有効にしないでください。
8.［要求レート制限］は有効にしないでください。
9.［要求タイムアウト］フィールドに「120」と入力します。
10.（オプション）サポートのために 24 時間のログを保持するには、［ログ］を有効にします。
11.［保存］を選択して続行します。
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［マイクロアプリ統合］ページが開き、追加した統合とそのマイクロアプリが表示されています。次に、以下に説明す
るように、エンドポイントとサービスアクションのテンプレート変数をいくつか変更する必要があります。

データの読み込み変数とサービスアクション変数の置換
この設定を完了するには、Podio 統合構成のテンプレート変数のアプリ ID とビュー ID を、上記で接続中の各 Podio
アプリの収集したアプリ ID とビュー ID に置き換える必要があります。これらの変数の置換は、データの読み込みと
サービスアクションのために行います。

変数を置き換えるためのクイックガイド
これらは、この統合を通じて接続する各 Podio アプリのエンドポイントとサービスアクションを構成するために

Podio アプリレベルで入力する必要がある値です。
• broadcast_app_id エンドポイントの変更：Broadcast、Broadcast Category、Broadcast Criti‑
cality、Broadcast Status、およびサービスアクション：ブロードキャストの作成、ブロードキャストの更
新。

• broadcast_view_id エンドポイントの変更：Broadcast、およびサービスアクション：ブロードキャ
ストの作成。

• faq_app_id エンドポイントの変更：FAQ Category と FAQs。
• faq_view_id エンドポイントの変更：FAQs。
指定された場所で次の変数を変更します。ステップごとのガイダンスを以下に示します。

データ読み込み変数の置換
データエンドポイントそれぞれに対し、アプリ ID およびビュー ID の変数を手動で追加する必要があります。これは、

6 つのエンドポイントすべてに行います。
• broadcast_app_id エンドポイントの変更：Broadcast、Broadcast Category、Broadcast Criti‑
cality、Broadcast Status。
• broadcast_view_id エンドポイントの変更：Broadcast。
• faq_app_id エンドポイントの変更：FAQ Category と FAQs。
• faq_view_id エンドポイントの変更：FAQs。
1.［マイクロアプリ統合］ページから、Podio 統合の横にあるメニューを選択し、［編集］を選択します。［データ
の読み込み］画面が開きます。設定画面が表示されている場合は、左側のナビゲーション列から ［データの読
み込み］を選択します。

2.

最初のエンドポイントの隣にあるメニューを選択して ［編集］を選択するか、エンドポイントの名前を選択し
ます。［ブロードキャスト］エンドポイントから始めましょう。
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3.［デ ー タ エ ン ド ポ イ ン ト の 編 集］ 画 面 の ［テ ン プ レ ー ト 変 数］ で、{broadcast_app_id} 変 数 お よ び
{broadcast_view_id} 変数を自分のアプリ ID に置き換えます。

4.

画面下部の ［適用］を選択し、確定します。

5.

次に、他の 5 つのエンドポイントに対してこの手順を繰り返し、必要に応じて値を置き換えます。画面の下部
にある ［適用］を選択し、すべてのエンドポイントに保存することを確認してください。

サービスアクション変数の置換
サービスアクションごとに、broadcast_app_idおよびbroadcast_view_idの詳細情報を手動で追加する
必要があります。
［ブロードキャストの作成］サービスアクションでは、両方の変数を置き換える必要があります。
［ブ
ロードキャストの更新］サービスアクションでは、broadcast_app_id変数だけを置き換える必要があります。

• broadcast_app_id エンドポイントの変更：ブロードキャストの作成およびブロードキャストの更新。
• broadcast_view_id サービスアクションの変更：ブロードキャストの作成。
1.

統合構成の編集中に、左側のナビゲーション列から ［サービスアクション］を選択します。

2.

いずれかのサービスアクションの横にあるメニューを選択して ［編集］を選択するか、サービスアクションの
名前を選択します。［ブロードキャストの作成］サービスアクションから始めましょう。
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3.［サ ー ビ ス ア ク シ ョ ン の 編 集］ 画 面 の ［テ ン プ レ ー ト 変 数］ で、broadcast_app_id 変 数 と broad‑
cast_view_id 変数を、以前収集したアプリ ID とビュー ID に置き換えます。

4.［保存］を選択して終了します。
5.

もう 1 つのサービスアクション：
［ブロードキャストの更新］についても、この置換操作を繰り返します。ただ
し、置き換えるのはbroadcast_app_id変数だけです。

API エンドポイントとテーブルエンティティについて詳しくは、「Podio コネクタの仕様」を参照してください。

Podio マイクロアプリの使用
この Podio 統合テンプレートには、以下のすぐに使用できるマイクロアプリが付属しています。これらのマイクロア
プリから開始して、ニーズに合わせてカスタマイズします。

Podio のブロードキャストマイクロアプリ
これらのマイクロアプリを使用して、重要な通知を作成し、チームと共有します。これらの通知の目的としては、一
般的には、設備や IT のアップデート、プロセスの変更、危機的状況におけるコミュニケーション、または単にエンタ
ーテインメントや暮らしのニュースをチームに知らせるなどが挙げられます。

Citrix Workspace Broadcast アプリは、Broadcast マイクロアプリの前提条件です。Podio App Market からこ
のアプリをインストールする必要があります。この Podio アプリテンプレートには、［カテゴリ］フィールドと［重
要度］フィールドの値があらかじめ定義されています。アプリの［テンプレートの変更］機能を使用すると、ビジネ
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スニーズに合わせてこれらのフィールドのオプションを追加または変更できます。この変更では、対応するマイクロ
アプリへ変更を加える必要はありません。また、他のフィールドを追加または編集して Podio アプリを変更すること
もできます。ただしこの場合は、マイクロアプリでも対応する変更を反映させる必要があります。Podio アプリは次
のリンクから入手できます：Citrix Workspace Broadcast アプリ。
次の点に注意してください：

•

以下に説明する ［ブロードキャストの作成］および ［ブロードキャストの管理］のマイクロアプリは、管理者
用のマイクロアプリです。

•

これらのマイクロアプリのステータスが ［ライブ］である場合は、メッセージが公開されることを意味しま
す。メッセージが公開されると、標準（管理者以外の）ユーザーのブロードキャストマイクロアプリでアクセ
スできるようになります。

• Podio アプリのステータスフィールドが異なる値に変更された場合、マイクロアプリで正しい値に更新する必
要があります。たとえば、ステータスに ［ライブ］ではなく ［公開］を使用する場合は、マイクロアプリを同
じステータスにカスタマイズする必要があります。
ブロードキャスト：終了日が未来の日付である、公開済み（ステータス：ライブ）のブロードキャストをすべて表示
します。

通知またはページ

ユースケースワークフロー

ブロードキャスト変更の通知

ブロードキャストが変更され、ライブになると、購読
者はこの通知を受け取ります。

新しいブロードキャストの通知

新しいブロードキャストがライブになると、購読者は
この通知を受け取ります。

ブロードキャストページ

ブロードキャストの詳細を含む読み取り専用のページ
です。

ブロードキャスト一覧ページ

ブロードキャストのリストと、詳細へのリンクが表示
されます。

ブロードキャストの作成：新しいブロードキャストを作成して公開します。

通知またはページ

ユースケースワークフロー

ブロードキャストの作成ページ

ブロードキャストを作成および公開するためのページ
です。

ブロードキャストの管理：管理者は、作成されたすべてのブロードキャストを表示および更新できます。このビュー
は、公開済み（ステータス：ライブ）のブロードキャストに限定されません。
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通知またはページ

ユースケースワークフロー

ブロードキャスト変更の通知

ブロードキャストが更新されると、購読者はこの通知
を受け取ります。

新しいブロードキャストの通知

新しいブロードキャストがライブになると、購読者は
この通知を受け取ります。

ブロードキャスト一覧ページ

作成されたブロードキャストの検索可能なリストと、
ブロードキャストを更新できる詳細へのリンクが表示
されます。

ブロードキャストページ

ブロードキャストマイクロアプリで使用されるページ
に似た、読み取り専用のページです。このページでは、
ブロードキャストが公開されるとどのように見えるか
が示されます。
［ブロードキャストの更新］ページに移
動できる ［更新］ボタンがあり、このページで管理者
はこのブロードキャストを変更できます。

ブロードキャストの更新

既存のブロードキャストを更新するためのページです。

期限切れのブロードキャストのクリーンアップ
このワークフローを有効にして、終了日を過ぎたブロードキャストの特定を自動化します。ブロードキャストは完了
としてマークされ、利用者には表示されなくなります。
このワークフローは、Podio Premium プランで利用できます。詳しくは、「ワークフローの自動化」を参照して
ください。この統合を設定した管理者は、https://workflow‑automation.podio.comにログインし、関連する

Podio ワークスペースを更新した後に Podio から更新することでフローを有効にします。
Podio FAQ マイクロアプリ
FAQ の一覧をコンパイルし、Citrix Workspace で利用できるようにします。Citrix Workspace FAQ アプリは、
FAQ マイクロアプリの前提条件です。Podio App Market からこのアプリをインストールする必要があります。
Podio アプリは次のリンクから入手できます：Citrix Workspace FAQ アプリ。
FAQs：よくある質問と回答の一覧。
通知またはページ

ユースケースワークフロー

新しい記事の通知

新しい記事が公開されると、利用者は通知を受け取り
ます。
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通知またはページ

ユースケースワークフロー

FAQ ページ

カテゴリで絞り込むことができる FAQ の検索可能な一
覧を、質問と回答のページへのリンクとともに提供し
ます。

質問と回答のページ

ソース資料へのリンクとともに、FAQ の詳細ビューを
提供します。

Citrix DaaS の統合
June 16, 2022
Citrix DaaS（CVADS）統合を展開して、ユーザーが Citrix Workspace からセルフサービスアクションを実行する
のに役立つマイクロアプリを追加します。ユーザーは、関連するマシンとセッションのステータスを確認したり、再
起動、切断、ログオフなどの操作を実行したりできます。管理者は、管理者モードマイクロアプリを使用してマシン
のメンテナンスモードを有効にすることもできます
この機能を説明する 98 秒の短いTech Insight ビデオ：
これは埋め込みビデオです。リンクをクリックしてビデオを見る
この統合におけるマイクロアプリについて詳しくは、「Citrix DaaS マイクロアプリの使用」を参照してください。

Citrix DaaS 統合のアップグレードについて詳しくは、「統合のアップグレード」を参照してください。
展開手順

1. Citrix Virtual Apps and Desktops サービス API と通信するための統合によって使用される、セキュアクラ
イアントを作成します

2. トークン URL 用の適切なAPI プロキシの場所を選択します
3. 統合構成に入力する必要がある必須情報を収集します
4. Citrix Virtual Apps and Desktops サービス統合を追加し、構成します
5. ユーザーにマイクロアプリをサブスクライブさせて、それらを使用できるようにします
必須条件の確認
この統合を設定するには、Citrix Cloud で、Citrix Workspace、マイクロアプリ、および Citrix DaaS を有効に
する必要があります。
この統合テンプレートは、Citrix DaaS を仲介して行われるオンプレミスとクラウドの VDA をサポートします。
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Citrix Virtual Apps and Desktops には使用可能なパブリック API がなく、この統合は Citrix
Virtual Apps and Desktops サービスのパブリック API に依存しているため、この統合では、オンプレミスの
Citrix Virtual Apps and Desktops から仲介された VDA はサポートされません。
オンプレミスの

Citrix Workspace マイクロアプリで Citrix Virtual Apps and Desktops サービス統合を構成するときに入力する
値は、次のとおりです：

•

顧客 ID：Citrix Virtual Apps and Desktops サービス API を呼び出すときに使用される顧客 ID です。顧客

ID は、Citrix Cloud の ［セキュアクライアント］ ページに表示されています。
• トークン URL：デフォルトは US API プロキシ URL です。他の地域の API プロキシ URL については、「API
プロキシ」を参照してください。

•

クライアント ID：Citrix Cloud の「ID およびアクセス管理」Web サイトで作成されたクライアント ID で
す。これは、Citrix Virtual Apps and Desktops サービス API の認証に必要なベアラートークンを取得する
のに必要です。「クライアント ID とクライアントシークレットの生成」を参照してください。

•

クライアントシークレット：Citrix Cloud の「ID およびアクセス管理」Web サイトで作成された秘密キーで
す。これは、Citrix Virtual Apps and Desktops サービス API の認証に必要なベアラートークンを取得する
のに必要です。

クライアント ID とシークレット（セキュアクライアント）の権限
「ID およびアクセス管理」からセキュアクライアントを作成する場合、セキュアクライアントの生成時にログインす
るアカウントには、次の Citrix DaaS 権限が必要です：

•
•
•

読み取り専用管理者、すべて ‑ Citrix DaaS からデータを取得します。
セッション管理者、すべて ‑ ログオフおよび再起動アクションを実行します。
ヘルプデスク管理者、すべて ‑ メンテナンスモードを有効または無効にします。

セキュアクライアント資格情報は、ログインしているユーザーの権限を継承します。セキュアクライアントの作成時
にログインしたユーザーの権限が変更された場合、新しい権限が統合にも適用されます。

クライアント ID とクライアントシークレット（セキュアクライアント）の生成

Citrix Virtual Apps and Desktops サービス API を認証して使用するためにベアラートークンを取得するには、ク
ライアント ID とクライアントシークレット（セキュアクライアント）が必要です。
統合を構成するときにクライアント ID とクライアントシークレットが必要になるため、Citrix Cloud の ［ID および
アクセス管理］ ページからセキュアクライアントを作成し、クライアント ID とクライアントシークレットを安全に
保存します。
セキュアクライアント名は、クライアントの用途をすばやく特定するのに役立ちます。この統合には、「Citrix

DaaS 統合マイクロアプリ」のような名前が適している可能性があります。この名前は、Citrix Virtual Apps and
Desktops サービス統合の構成には必要ありません。
クライアント

ID は、 ハ イ フ ン で 区 切 ら れ た い く つ か の 数 字 と 文 字 で す。 た と え ば、 次 の よ う に な り ま す：

91132682-26af-460c-af73-18c0d2e95121
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クライアントシークレットは次のようになります：DTcs_w_akE6mKlberYMgtg==
セキュアクライアントを作成するための段階的なガイドは、Citrix Virtual Apps and Desktops 移行ガイド「顧客

ID、クライアント ID、および秘密キーの生成」の後に続いています。

API プロキシの選択
Citrix は、API プロキシを複数のリージョンで提供しています。Citrix Cloud インスタンスが存在するリージョンに
最も近いプロキシを選択してください：

• US：https://api-us.cloud.com/cctrustoauth2//tokens/clients
• EU：https://api-eu.cloud.com/cctrustoauth2//tokens/clients
• AP‑S：https://api-ap-s.cloud.com/cctrustoauth2//tokens/clients
統合構成のデフォルトは US です。必要に応じて、別のリージョンの URL をコピーして ［トークン URL］フィール
ドに貼り付けます。

入力する構成データの収集
統合を構成するときは、次の情報が必要になります：

1. Citrix Cloud インスタンスの顧客 ID
2. セキュアクライアントの作成時に生成されたクライアント ID とクライアントシークレット
3. API プロキシがデフォルトの US プロキシと異なる場合は、［トークン URL］フィールドに入力する API プロ
キシ URL
統合の追加

Citrix Workspace マイクロアプリへの Citrix DaaS 統合の追加。
これにより、通知とアクションが設定済みとなっている追加設定不要のマイクロアプリを、ユーザーまたはグループ
にサブスクライブさせた後に Workspace 内で使用できるようになります。
次の手順を実行します：

1.［マイクロアプリ統合］ページで ［新しい統合を追加］および ［Citrix 提供のテンプレートから新しい統合を
追加する］を選択します。

2. Citrix DaaS タイルを選択します。
3.［追加］をクリックします。
4.［構成］ページから：
a)［顧客 ID］フィールドに顧客 ID を入力します。顧客 ID を見つけるには、「顧客 ID の生成」を参照して
ください。
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b)［トークン URL］フィールドが以前に収集された目的の API プロキシ URL であることを確認します。こ
の値には、US API プロキシがあらかじめ入力されています。
c)［トークン URL］フィールドで、をお客様の ID に置き換えます。たとえば、顧客 ID が acmecorp の場合、
URL は次のようになります：https://api-us.cloud.com/cctrustoauth2/acmecorp/
tokens/clients

d)

セキュアクライアントの作成時に生成されたクライアント ID を入力してください

e)［クライアントシークレット］を入力します。クライアントシークレットは、セキュアクライアントの作
成時にクライアント ID とともに発行された一意の文字列です。

5.［保存］を選択して続行します。
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これで、マイクロアプリサービスが Citrix Virtual Apps and Desktops サービス API と同期されるようになり、デ
ータを読み込むようになりました。同期について詳しくは、「データの同期」を参照してください。

マイクロアプリへのグループまたはユーザーのサブスクライブ
統合を構成した後、それらを Workspace で表示するには、ユーザーにマイクロアプリをサブスクライブさせる必要
があります。サブスクライバーを割り当てる方法の確認
各マイクロアプリを誰にサブスクライブさせるかは、必要に応じて異なります。ただし、一般的なガイドを次に示し
ます：

1. Virtual Apps または Virtual Desktops を使用するすべてのユーザーにマイセッションマイクロアプリとマ
イデスクトップマイクロアプリをサブスクライブさせる

2. Citrix Virtual Apps and Desktops 管理者に仮想デスクトップ（管理者モード）マイクロアプリをサブスク
ライブさせる

DaaS マイクロアプリの使用
Citrix DaaS 統合には、すぐに使えるマイクロアプリが付属しています。これらのマイクロアプリから開始して、ニ
ーズに合わせてカスタマイズします。
マイデスクトップ： Citrix Virtual Desktops を検索し、Citrix Workspace から再起動などのセルフサービスアク
ションを実行します。

通知またはページ

ユースケースワークフロー

仮想デスクトップの詳細ページ

デスクトップの詳細が記載されたページと、
［デスクト
ップの再起動］および ［デスクトップの強制再起動］
のオプションが表示されます。

Virtual Desktops ページ

ユーザーに関連付けられた Citrix Virtual Desktops
を検索できるリストと、
「仮想デスクトップの詳細」ペ
ージへのリンクが表示されます。

マイセッション： Citrix Virtual セッションを検索し、ログオフや切断などのセルフサービスアクションを Citrix

Workspace から実行します。
通知またはページ

ユースケースワークフロー

セッションの一覧ページ

ユーザーに関連付けられた仮想デスクトップセッショ
ンを検索できるリストと、
「セッションの詳細」ページ
へのリンクが表示されます。
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通知またはページ

ユースケースワークフロー

セッションの詳細ページ

仮想デスクトップセッションとマシンの詳細、および
［セッションのログオフ］および ［セッションの切断］
のオプションを表示します。

Virtual Desktops（管理者モード）： Citrix Workspace から Citrix Virtual Apps and Desktops 管理者が、マ
シンの検索、詳細の表示、マシンのメンテナンスモードへの切り替え、マシンの再起動を行えます。

通知またはページ

ユースケースワークフロー

障害が発生したマシンの通知

障害が発生したことを報告するマシンの新しいレコー
ドがある場合、すべての購読者に「仮想デスクトップ
の詳細」ページへのリンクが記載された通知が送信さ
れます。

Virtual Desktops の一覧ページ

Citrix Virtual Desktops を検索できるリストと、「仮
想デスクトップの詳細」ページへのリンクが表示され
ます。リストはマシンまたはユーザーで検索できます。

仮想デスクトップの詳細ページ

デスクトップの詳細が記載されたページと、
［デスクト
ップの再起動］
、
［デスクトップの強制再起動］
、
［メン
テナンスモードの有効化］
、
［メンテナンスモードの無
効化］のオプションが表示されます。

統合のアップグレード

Citrix Virtual Apps and Desktops 統合を既に使用している場合は、下記の手順で最新バージョンにアップグレー
ドしてください。この手順では、すべてのユーザーをサブスクライブし直す必要はありません。
機能強化：

•
•
•

サイト ID が自動的に取得されます。
すべてのマシンが表示されます ‑ 障害のあるマシンのみに限定されません。
増分同期がより高速で実行されます。同期では、削除済みセッションは削除されません。また、同期ではマシ
ンは更新されず、セッションのみが更新されます。

•

ログオフ後にセッションを削除するアクション、切断後にセッションを更新するアクション、およびマシンの
再起動状態を設定するアクションの後に更新が追加されました。

•

マシンとセッションの詳細情報を更新するオプションが追加されました。これにより、表示される内容が

Citrix DaaS と同じであることを確認できます。
次の手順を実行します：
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1.

スクリプトをダウンロードして、古い Citrix DaaS 統合の［スクリプト］タブに追加します。

a)
b)

統合の構成画面で、左側のナビゲーションから ［スクリプティング］を選択します。
次のスクリプトをダウンロードします：Citrix‑Virtual‑Apps‑and‑Desktops‑service のアップグレ
ード

c)［スクリプトのアップロード］を選択します。または、［編集］を選択して、テキスト領域に直接スクリプ
トを入力することもできます。

d) スクリプトをインポートポップアップにドラッグします。［インポート］を選択します。
2. Citrix が提供するテンプレートのカタログから新しい Citrix DaaS 統合を追加します。ただし、統合は構成し
ないでください。

3.

統合を追加した後、各マイクロアプリを個別にエクスポートします。マイクロアプリごとに、マイクロアプリ
の横にあるメニューを選択し、
［エクスポート］を選択します。3 つのマイクロアプリすべてに対してこの手順
を実行します。

4.

古い統合（つまり、現在使用している統合）に、エクスポートしたファイルをインポートします。

a)
b)
c)
d)
5.

マイクロアプリの横にあるメニューを選択し、［新しいバージョンのインポート］を選択します。
対応するマイクロアプリごとに、ファイルをドラッグするかコンピューターから参照して追加します。
元のマイクロアプリを置き換えるには、［既存のフィードカードの削除］トグルをオンにします。
画面の下部にある ［インポート］を選択します。

スクリプト化されたエンドポイントを除くすべてのデータエンドポイントを削除します。

a) 統合の横にある ［編集］を選択します。
b)［データの読み込み］ページで、スクリプト化されていない統合の横にあるメニューを選択し、［削除］を
選択して確認します。

6.

統合構成を更新します。具体的には「統合の追加」の指示に従って、［ベース URL］、［顧客 ID］、および ［ヘ
ッダープレフィックス］を指定します。手順を完了するには、必ず ［保存］を選択してください。

これで、Citrix Virtual Apps and Desktops 統合のアップグレードが完了しました。

統合のしくみ

Citrix Virtual Apps and Desktops サービス統合は、Citrix Virtual Apps and Desktops REST APIと、Citrix
Cloud クライアント ID およびシークレット（セキュアクライアントと呼ばれる）を使用して機能します。
Citrix Virtual Apps and Desktops サービス API からのベアラートークン更新要件は、シトリックスが提供する
API プロキシによって対処されます。この API プロキシは、クライアント ID とシークレットを使用してベアラート
ークンを自動的に更新し、マイクロアプリのアクションが実行されたとき、またはデータが同期されたときに、この
トークンを使用して Citrix Virtual Apps and Desktops サービス API に対して認証します。
マイクロアプリサービス（Citrix Workspace の一部）は、API プロキシからのベアラートークンを使用して、Citrix

Virtual Apps and Desktops サービス API からのデータを同期させます。
同期されたデータは、その後、マイクロアプリを介して Workspace に表示され、Workspace のユーザーは、Citrix

Virtual Apps and Desktops サービスのセッションとマシンに関する情報がすべて Workspace から示されるのみ
でなく、それらのセッションとマシンに関してアクションを実行できます。
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さらに閲覧

Citrix Virtual Apps and Desktops サービス統合について説明する Citrix Tech Zone ライブセッション ‑ マイク
ロアプリの起源、機能、動作、およびデモが示されます（16 分以内）：VDI セッションのセルフサービスのためにユ
ーザーに必要になるツール
これは埋め込みビデオです。リンクをクリックしてビデオを見る

Citrix Virtual Apps and Desktops サービス API エンドポイントとテーブルエンティティについて詳しくは、
「Citrix
DaaS コネクタの仕様」を参照してください。

Covid‑19 自己申告の統合
November 4, 2022
Covid‑19 自己申告の統合を展開すると、Covid‑19 について Citrix Workspace から自己申告を送信できます。
ご意見、ご要望をお聞かせください。この統合テンプレートに関するフィードバックをお送りください。また、問題
についてはサポートチームが専用のフォーラムを毎日確認いたします。
このマイクロアプリの包括的な詳細については、「Covid 自己申告マイクロアプリの使用」を参照してください。

必須条件の確認
この統合には、Podio の COVID 自己申告アプリパックが必要です。詳しくは、
「Citrix Podio での Covid 自己申告
アプリの入手と構成」を参照してください。

Covid‑19 自己申告でこの統合をセットアップした後、Citrix Workspace マイクロアプリに統合を追加するには、
以下のアーティファクトが必要になります：

•

ベース URL：https://api.podio.com

• Covid 自己申告アプリ ID：Podio ワークスペースのアプリ ID を入力します。「アプリ ID とアプリトークン
の収集」を参照してください。

• Covid 自己申告ビュー ID：Podio ワークスペースのアプリのビュー ID を入力します。「ビュー ID の収集」
を参照してください。

•

国データアプリ ID：Covid‑19 自己申告で使用できる国データアプリ ID を入力します。「国データアプリ ID
の収集」を参照してください。

•

認証方法：OAuth 2.0
注：
利用可能な場合は、サービス認証方法として常に OAuth 2.0 を使用することをお勧めします。OAuth

2.0 は、統合が、構成済みのマイクロアプリとの最大限のセキュリティコンプライアンスを満たすこと
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を保証します。

•

許可の種類のフロー：認証コード

•

許可の種類の値：authorization_code

•

コールバック

URL：https://{ yourmicroappserverurl } .us.iws.cloud.com/admin

/api/gwsc/auth/serverContext

•

トークン認証：要求本文

•

トークンコンテンツの種類：URL エンコード形式

•

認証 URL：https://podio.com/oauth/authorize

•

トークン URL：https://podio.com/oauth/token

•

クライアント ID：クライアント ID は、承認サーバーに固有のクライアント登録情報を表す文字列です。

•

クライアントシークレット：クライアントシークレットは、ターゲットアプリケーション統合のセットアップ
時に発行される一意の文字列です。

•

更新トークン URL：空のまま

•

スコープ：空のまま

•

リレー状態：［なし］

•

アクセストークンパラメーター：以下の手順に従って、名前と値のパラメーターを入力します：

1. app_id：Podio ワークスペースのアプリ ID を入力します。「アプリ ID とアプリトークンの収集」を
参照してください。

2. app_token：Podio ワークスペースのアプリトークンを入力します。「アプリ ID とアプリトークンの
収集」を参照してください。

3. grant_type：app
•

要求レート制限：1 分あたり 15 件

•

要求のタイムアウト：120

サービスアカウントの作成
統合では Covid 自己申告インスタンスへの定期的なアクセスが必要なので、Covid 自己申告の専用のユーザーアカ
ウントを作成することをお勧めします。このアカウントは、Podio ワークスペースの Covid 自己申告アプリの管理
者またはメンバーである必要があります。

Podio ワークスペースの Covid 自己申告に複数の管理者/メンバーを追加する方法については、「Inviting and
adding members to a Podio workspace」を参照してください。
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Citrix Podio での Covid 自己申告アプリの入手と構成
この統合には、COVID 自己申告アプリパックが必要です。アプリパックには、Covid 自己申告アプリと国データア
プリが含まれています。Podio App Market から次のアプリパックをインストールします：COVID 自己申告アプリ
パック。
アプリを構成するには、次の手順に従います：

1. Citrix Podio インスタンスにログインします：https://podio.com/。
2. 適切な名前でワークスペースを作成します。
3. 国データアプリをワークスペースに追加し、次の 4 つのフィールドを国データアプリに挿入します：
a) 地域：地域名を格納するRegionという名前のテキストコンポーネントを追加します。
b) 国：地域に関して、エンドユーザーに表示する国または都市名を格納する、Countriesという名前の
テキストコンポーネントを追加します。

c)

ガイドライン：エンドユーザーが従うべきガイドラインや条件を格納する、Guidelinesという名前
のテキストコンポーネントを追加します。

d)

画像：ユーザーの地域に適した任意の画像を保存する、Imageという名前のリンクコンポーネントを追
加します。

4. Covid 自己申告アプリをワークスペースに追加し、次の 6 つのフィールドを Covid 自己申告アプリに挿入し
ます：

a)
b)

名前：従業員/ユーザーの名前を格納する、Nameという名前のテキストコンポーネントを追加します。
メール：従業員/ユーザーのメールアドレスを格納する、Emailという名前のメールコンポーネントを
追加します。

c)

条件：Conditionという名前のカテゴリコンポーネントを追加して、2 つのカテゴリオプション：

AgreeおよびDisagreeを挿入します。

d) CreatedOn：同意する/同意しない日時の値を格納する、CreatedOnという名前の日付コンポーネン
トを追加します。

e)

地域：従業員/ユーザーが選択した地域の値を格納する、Regionという名前のテキストコンポーネント
を追加します。

f)

国：従業員/ユーザーが選択した国の値を格納する、Countryという名前のテキストコンポーネントを
追加します。

OAuth クライアントアプリの構成
1. Podio ワークスペースアプリケーション管理者として、Podio 開発者サイトにログインします：https:
//developers.podio.com。
2.［Generate Your API Key］を選択します。
3.［Get an API key now］を選択し、以下の手順に従って ［Application name］フィールドと ［Domain］
フィールドに入力します。

a) Application name：アプリ名を入力します。
b) Domain：［Full domain (without protocol) of your return URL］にマイクロアプリのインス
タンス URL を入力します。URL{ yourmicroappserverurl }のこのセクションは、テナント
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部分、リージョン部分、環境部分で構成されています：https://{ tenantID } .{ region(

us/eu/ap-s)} .iws.cloud.com。

4.［Generate API Key］を選択します。
5. 今後必要となる場合に備えて、［Your API keys］で ［Client ID］および ［Client Secret］の値をコピー
して保管します。
詳 し く は、https://docs.citrix.com/en‑us/citrix‑microapps/set‑up‑template‑integrations/integrate‑

podio.html#collect‑client‑id‑and‑client‑secretを参照してください。
アプリ ID とアプリトークンの収集

Podio からアプリ ID とアプリトークンを収集し、ユーザーではなくアプリとして認証します。アプリ ID アクセスに
より、ユーザーは関連する Podio ワークスペース内のアプリのデータにのみアクセスできます。この ID は、Podio
ワークスペースの Podio アプリから収集します。ワークスペースに複数のアプリがある場合は、ワークスペースに関
連付けられている任意のアプリ ID を使用できます。
次の手順を実行します：

1. Podioにログインして、Podio アプリに移動します。
2. アプリ名の横にあるツールアイコンを選択します。
3.［App］で ［Developer］を選択します。
4. アプリケーション ID のフィールドとトークンのフィールドをコピーして保存します。これらの値は、統合を
設定するときに、アクセストークンパラメーターとして入力します。
詳 し く は、https://docs.citrix.com/en‑us/citrix‑microapps/set‑up‑template‑integrations/integrate‑

podio.html#collect‑app‑id‑and‑app‑tokenを参照してください。
ビュー ID の収集

1. Podioにログインして、Podio アプリに移動します。
2. 以下で指定されたフィールドにマウスオーバーすると、Web ブラウザーの左下にビュー ID が表示されます。
Covid‑19 自己申告の場合は、［Agreed/Disagreed］にカーソルを置いて、URL リンクに含まれるビュー
ID を探します。
詳 し く は、https://docs.citrix.com/en‑us/citrix‑microapps/set‑up‑template‑integrations/integrate‑

podio.html#collect‑view‑idを参照してください。
国データアプリ ID の収集

1. Podioにログインして、Podio アプリに移動します。
2. アプリ名の横にあるツールアイコンを選択します。
3.［Country Data App］で ［Developer］を選択します。
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4.

アプリケーション ID のフィールドとトークンのフィールドをコピーして保存します。これらの値は、統合を
設定するときに、アクセストークンパラメーターとして入力します。

Citrix Workspace マイクロアプリへの統合の追加
Covid 自己申告の統合を Citrix Workspace マイクロアプリに追加して、アプリケーションに接続します。これによ
り、通知とアクションが設定済みとなっている追加設定不要のマイクロアプリを、Workspace 内で使用できるよう
になります。
次の手順を実行します：

1.［マイクロアプリ統合］ページで ［新しい統合を追加］および ［Citrix 提供のテンプレートから新しい統合を
追加する］を選択します。

2. Covid 自己申告タイルを選択します。
3.

統合の統合名を入力します。

4.

コネクタのパラメーターを入力します。

• インスタンスのベース URL を入力します：https://api.podio.com
• Podio アプリ ID を入力します。
• Podio ワークスペースのアプリのビュー ID を入力します。

5.［サービス認証］で ［認証方法］メニューから ［OAuth 2.0］を選択して認証の詳細を完了します。認証オプ
ションは事前に選択されています。プロセスの完了時に、これらのオプションが選択されていることを確認し
てください。OAuth 2.0 セキュリティプロトコルを使用して、委任されたアクセスの要求/承認トークンを
生成します。利用可能な場合は、サービス認証方法として常に OAuth 2.0 を使用することをお勧めします。

OAuth 2.0 は、統合が、構成済みのマイクロアプリとの最大限のセキュリティコンプライアンスを満たすこと
を保証します。

a)［許可の種類のフロー］メニューで ［認証コード］を選択します。
b)［許可の種類の値］フィールドに「authorization_code」と入力します。
c)［コ ー ル バ ッ ク URL］ フ ィ ー ル ド にhttps://{ yourmicroappserverurl } .us.iws.
cloud.com/admin/api/gwsc/auth/serverContextを入力します。
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d)［トークン認証］メニューから ［要求の本文］を選択します。
e)［トークンコンテンツの種類］メニューから ［URL エンコード形式］を選択します。
f)［認証 URL］フィールドにhttps://podio.com/oauth/authorizeを入力します。
g)［トークン URL］フィールドを確認します。ここには次の値が事前に入力されています：https://
podio.com/oauth/token

h)

クライアント ID を入力します：クライアント ID は、承認サーバーに固有のクライアント登録情報を表
す文字列です。クライアント ID とクライアントシークレットは、API キーを生成した際に取得していま
す。「OAuth クライアントアプリの構成」を参照してください。

i)

クライアントシークレットを入力します：クライアントシークレットは、ターゲットアプリケーション
統合のセットアップ時に発行される一意の文字列です。クライアント ID とクライアントシークレット
は、API キーを生成した際に取得しています。「OAuth クライアントアプリの構成」を参照してくださ
い。

6.

更新トークン URL：空のまま

7.

スコープ：空のまま

8.

リレー状態：［なし］

9.

次のアクセストークンパラメーターを追加します。詳しくは、「アプリ ID とアプリトークンの収集」を参照し
てください。

a) app_id：Podio ワークスペースのアプリ ID を入力します。
b) app_token：Podio ワークスペースのアプリトークンを入力します。
c) grant_type：app
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1.［OAuth 認証］で ［承認］を選択して、サービスアカウントにログインします。Google のログイン画面がポ
ップアップで表示されます。

a)

サービスアカウントのユーザー名とサービスアカウントのパスワードを入力し、
［ログイン］を選択しま
す。

b)［同意］を選択します。
2.［要求レート制限］フィールドに「1 分あたり 15 件」と入力します。
3.［要求タイムアウト］フィールドに120と入力します。
4.［保存］を選択して続行します。
これで、最初のデータ同期を設定して実行する準備ができました。同期ルール、スケジュールを満たさない同期、お
よび拒否ルールについて詳しくは、「データの同期」を参照してください。
注：
増分同期を 1 時間に 1 回、完全同期を 1 日に 2～3 回の頻度で実行することをお勧めします。

API エンドポイントとテーブルエンティティについて詳しくは、「Covid‑19 自己申告コネクタの仕様」を参照してく
ださい。

Covid 自己申告マイクロアプリの使用
既存のアプリケーション統合には、追加設定不要のマイクロアプリが付属しています。これらのマイクロアプリから
開始して、ニーズに合わせてカスタマイズします。
自己申告： Citrix Workspace から Covid‑19 自己申告における毎日の回答を送信します。

通知またはページ

ユースケースワークフロー

Covid 自己申告 ‑ 同意する：アイテム変更通知

Covid‑19 自己申告で同意したすべての回答の送信に
対して、通知を受け取ります。

Covid 自己申告 ‑ 同意しない：アイテム変更通知

Covid‑19 自己申告で同意しなかったすべての回答の
送信に対して、通知を受け取ります。

新しい自己申告 ‑ 同意する：新規アイテムの通知

Covid‑19 自己申告で同意したすべての回答の送信に
対して、通知を受け取ります（新規ユーザー）
。

新しい自己申告 ‑ 同意しない：新規アイテムの通知

Covid‑19 自己申告で同意しなかったすべての回答の
送信に対して、通知を受け取ります（新規ユーザー）。
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通知またはページ

ユースケースワークフロー

地域の選択：アイテムページ

勤務地を選択します。

自己申告ガイドラインページ

毎日の自己申告で回答を送信します。

同意した自己申告：アイテムページ

毎日の自己申告において同意した回答の詳細を表示し
ます。

確認済みの自己申告ページ

通知フィードで、毎日の自己申告において同意した回
答の詳細を表示します。

拒否した自己申告ページ

毎日の自己申告において同意しなかった回答の詳細を
表示します。

同意しなかった自己申告ページ

通知フィードで、毎日の自己申告において同意しなか
った回答の詳細を表示します。

Employee Survey App の統合
December 10, 2021
Employee Survey App を展開して、Citrix Workspace から新しいアンケートフォームの送信と既存のアンケー
トフォームの管理を行います。次のワークフローは、マイクロアプリで対応します：

•

アンケートの管理マイクロアプリは、Citrix Podio 管理者が Citrix Workspace で既存のアンケートアプリ
をメンテナンスするためのものです。

•

アンケートフォームマイクロアプリは、Citrix Podio でスケジュールされたすべてのアンケートについての通
知をすべてのサブスクライバーに送信し、Citrix Workspace でユーザーフィードバックを受信します。

自分のテクノロジーソリューションをいつ展開するかに関係なく、自分のソリューションがエンドユーザーのニーズ
を満たしており最適なデジタルワークスペース環境を通じて生産性を向上させているかどうかが分かるように、エン
ドユーザーのエクスペリエンスを理解することが重要です。従業員アンケートの統合により、いつでも簡単にエンド
ユーザーからフィードバックを受け取ることができます。アンケートにより、ユーザーから意見を聞き、必要なサポ
ートを提供できるようになるだけでなく、取得した情報も、情報を入手し続けそれに応じてユーザーのエクスペリエ
ンスを管理するために役立ちます。テンプレートには、従業員とエンドユーザーのエクスペリエンスのベストプラク
ティスに基づく、事前に作成されたカスタマイズ可能なアンケートが含まれています。簡単にアンケートを追加して、
従業員のエクスペリエンスのどの側面についてでもフィードバックを収集できます。エンドユーザーのエクスペリエ
ンスについて詳しくは、Citrix Success Centerで『End User Experience Kit』を確認してください。
ご意見、ご要望をお聞かせください。この統合テンプレートに関するフィードバックをお送りください。また、問題
についてはサポートチームが専用のフォーラムを毎日確認いたします。
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マイクロアプリの包括的な説明について詳しくは、「Employee Survey App マイクロアプリの使用」を参照してく
ださい。

必須条件の確認
このアンケートアプリとの統合をセットアップした後、Citrix Workspace マイクロアプリにこの統合を追加するに
は、以下のアーティファクトが必要になります：

•
•

ベース URL：https://api.podio.com
アンケート管理アプリ ID: 「マイアンケート」のアプリ ID を入力します。「アプリ ID とアプリトークンの収
集」を参照してください。

•

コールバック

URL：https://{ yourmicroappserverurl } .us.iws.cloud.com/admin

/api/gwsc/auth/serverContext

•
•
•
•

認証 URL：https://podio.com/oauth/authorize
トークン URL：https://podio.com/oauth/token
クライアント ID：クライアント ID は、承認サーバー固有のクライアント登録情報を表す文字列です。
クライアントシークレット：クライアントシークレットは、ターゲットアプリケーション統合のセットアップ
時に発行される一意の文字列です。

•

アクセストークンパラメーター：以下の手順に従って、名前と値のパラメーターを入力します：

– app_id：Podio ワークスペースのアプリ ID を入力します。「アプリ ID とアプリトークンの収集」を
参照してください。

– app_token：Podio ワークスペースのアプリトークンを入力します。「アプリ ID とアプリトークンの
収集」を参照してください。

– grant_type：app
注：
利用可能な場合は、サービス認証方法として常に OAuth 2.0 を使用することをお勧めします。OAuth 2.0 は、
統合が、構成済みのマイクロアプリとの最大限のセキュリティコンプライアンスを満たすことを保証します。

サービスアカウントの作成
統合には、アンケートアプリのインスタンスへの定期的なアクセスが必要です。専用のユーザーアカウントを作成す
ることをお勧めします。このアカウントには、すべての管理者権限が必要です。詳しくは、Podio API のドキュメン
トを参照してください。

API の有効化
特定のリソースに対して実行できる API 要求の数は限られているため、次のドキュメントを参照することをお勧めし
ます：API の制限事項に関するドキュメント。
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OAuth クライアントの構成
Podio でクライアント ID とクライアントシークレットを収集して、認証のために ［マイクロアプリ統合構成］画面
を開きます。

1. Podio ワークスペースアプリケーション管理者として、Podio 開発者サイトにログインします：Podio
2.［Generate Your API Key］を選択します。
3.［Get an API key now］を選択します。
4.［Application name］にアプリケーション名を入力します。
5.［Full domain (without protocol) of your return URL］にマイクロアプリのインスタンス URL を
入力します。URL{ yourmicroappserverurl }のこのセクションは、テナント部分、リージョン部
分、環境部分で構成されています：https://{ tenantID } .{ region(us/eu/ap-s)} .iws

.cloud.com。

6.［Generate API Key］を選択します。
7.［Your API keys］で、追加したアプリケーションの ［Client ID］および ［Client Secret］の値をコピー
して保管します。これらの値は、統合を設定するときに入力します。

詳しくは、「クライアント ID とクライアントシークレットの収集」を参照してください。

アプリ ID とアプリトークンの収集

Podio からアプリ ID とアプリトークンを収集し、ユーザーではなくアプリとして認証します。アプリ ID アクセスに
より、ユーザーは関連する Podio ワークスペース内のアプリのデータにのみアクセスできます。この ID は、Podio
ワークスペースの Podio アプリから収集します。ワークスペースに複数のアプリがある場合は、ワークスペースに関
連付けられている任意のアプリ ID を使用できます。
1. Podioにログインして、Podio アプリに移動します。
2.

アプリ名の横にあるツールアイコンを選択します。スクリーンショットでは、例として Broadcast アプリの
手順を示しました。
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3.［アプリケーション］で ［開発者］を選択します。

4.

アプリケーション ID のフィールドとトークンのフィールドをコピーして保存します。これらの値は、統合を
設定するときに、［アクセストークンパラメーター］として入力します。
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このページの ［アプリケーションフィールド］の下にも、フィールドとサンプル JSON 値があります。Podio での
アプリエントリの操作について詳しくは、「アイテムの操作」を参照してください。

新しいアンケートアプリの通知を送信する方法

Employee Survey App を使用して、複数の Web フォーム/アンケートフィードバックフォームのスケジュールを
設定します。
注
識別のために必須フィールドとして、E メールや名前などの自己識別フィールドをアンケートフォーム内に追
加することをお勧めします。
次の手順に従って、Citrix Workspace でアンケートをスケジュールします。

1. Citrix Podio インスタンスにログインし、Podio App Market にアクセスして、Citrix Workspace Em‑
ployee Surveys アプリパックを入手します：Podio のアプリ市場 ‑ Citrix Workspace Employee Surveys
2.［このパック内のアプリケーション］の下で ［My Surveys］を選択します。
3.［Survey を追加］を選択し、送信してフィードバックを取得したい ［Survey Name］を入力します。アン
ケート通知を起動する日付を ［Launch Date］で選択します。
4.［Status］で ［Enable Survey］を選択すると通知が生成され、
［Disable Survey］を選択すると同じもの
が直ちに Citrix Workspace から無効化されます。
5.［Survey Description］に通知本文の内容を入力します。この内容は、サブスクライバーのフィードカード
に表示されます。

6.

アンケートフォームの ［Response App Id］に入力します。入力する値は、管理者が通知のためにユーザー
に送信する ID です。

7.
8.

選択した日付にサブスクライバーへの通知を自動的に無効にするには、
［Expire After］で日付を選択します。
管理者がスケジュールを設定しユーザーからフィードバックを取得する、Podio で作成した Web フォームア
プリにアクセスし、［設定］を選択し、
［ウェブフォーム］オプションを選択します。

9.［許可されているドメイン］セクションで、アンケートアプリの Web フォームの構成に WSI ワークスペース
ドメインを追加します。たとえば、{ yourmicroappserverurl } .cloud.comです。

10.［保存］および ［共有を選択します。

Citrix Workspace マイクロアプリへの統合の追加
Podio 統合を Citrix Workspace マイクロアプリに追加して、アプリケーションに接続します。認証オプションは事
前に選択されています。プロセスの完了時に、これらのオプションが選択されていることを確認してください。これ
により、通知とアクションが設定済みとなっている追加設定不要のマイクロアプリを、Workspace 内で使用できる
ようになります。
次の手順を実行します：

1.［マイクロアプリ統合］ページで ［新しい統合を追加］および ［Citrix 提供のテンプレートから新しい統合を
追加する］を選択します。
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2. Podio タイルを選択します。
3.

統合の統合名を入力します。

4.

コネクタのパラメーターを入力します。

•
•

インスタンスのベース URL を入力します：https://api.podio.com
アイコンライブラリから統合のアイコンを選択するか、デフォルトのアイコンのままにしておきます。

5.

アンケート管理アプリ ID を入力します。
「アプリ ID とアプリトークンの収集」を参照してください。

6.

前の手順で収集したサービス認証とコネクタのパラメーターを入力します。

7.［サービス認証］で ［認証方法］メニューから ［OAuth 2.0］を選択して認証の詳細を完了します。認証オプ
ションは事前に選択されています。プロセスの完了時に、これらのオプションが選択されていることを確認し
てください。OAuth 2.0 セキュリティプロトコルを使用して、委任されたアクセスの要求/承認トークンを
生成します。利用可能な場合は、サービス認証方法として常に OAuth 2.0 を使用することをお勧めします。

OAuth 2.0 は、統合が、構成済みのマイクロアプリとの最大限のセキュリティコンプライアンスを満たすこと
を保証します。

a)［許可の種類のフロー］メニューで ［認証コード］を選択します。
b)［許可の種類の値］フィールドに「authorization_code」と入力します。
c)［コールバック URL］は事前に入力されています：https://{ yourmicroappserverurl }
.us.iws.cloud.com/admin/api/gwsc/auth/serverContext。

d)［トークン認証］メニューから ［要求の本文］を選択します。
e)［トークンコンテンツの種類］メニューから ［URL エンコード形式］を選択します。
f)［認証 URL］は事前に入力されています：https://podio.com/oauth/authorize。
g)［トークン URL］は事前に入力されています：https://podio.com/oauth/token。
h)［クライアント ID］を入力します。クライアント ID は、承認サーバーに固有のクライアント登録情報を
表す文字列です。この ID とクライアントシークレットは、
「OAuth クライアントの構成」の手順で収集
してあります。

i)［クライアントシークレット］を入力します。クライアントシークレットは、「OAuth クライアントの構
成」の手順でクライアント ID とともに発行された一意の文字列です。
8.［アクセストークンパラメーター］で次のように値を入力します：詳しくは、「アプリ ID とアプリトークンの収
集」を参照してください：

• app_id の横に、収集したアプリ ID を入力します。
• app_token の横に、収集したアプリトークンを入力します。
• grant_type については、「app」と入力します。
9.［要求レート制限］トグルが有効になっており、1 分あたりの要求数が 1000 に設定されています。
10.［要求タイムアウト］フィールドに「120」と入力します。
11.［保存］を選択して続行します。
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これで、最初のデータ同期を設定して実行する準備ができました。同期ルール、スケジュールを満たさない同期、お
よび拒否ルールについて詳しくは、「データの同期」を参照してください。

API のエンドポイントとテーブルエンティティについて詳しくは、「Employee Survey App コネクタの仕様」を参
照してください。

Employee Survey App マイクロアプリの使用
既存のアプリケーション統合には、追加設定不要のマイクロアプリが付属しています。これらのマイクロアプリから
開始して、ニーズに合わせてカスタマイズします。
アンケートフォーム：新しいアンケートについての通知を提供し、ユーザーがアンケートフォームを表示および送信
できるようになります。

通知またはページ

ユースケースワークフロー

新規アンケートの通知

アンケート管理アプリを介して開始された新しいすべ
てのフォームを、Citrix Workspace に表示できるよ
うになります。

［アンケートフォーム］ページ

ユーザーが Citrix Workspace からアンケートに回答
およびアンケートを送信できます。

アンケートの管理：アンケートアプリの管理者が、Citrix Workspace からスケジュール済みアンケートフォームを
管理できます。このマイクロアプリは、Employee Survey App 管理者メンバー専用です。
注

My SurveysPodio 管理アプリでは、限られた数のアンケートレコードを保持することをお勧めします。

通知またはページ
［マイアンケート］ページ

ユースケースワークフロー
管理者によって作成された、すべてのスケジュール済
みアンケートフォームが一覧表示されます。

［アンケートの管理］ページ

管理者が、ステータスの変更、開始日、期限切れにな
る日付など、スケジュール済みアンケートフォームを
管理できます。
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Adobe Sign の統合
December 7, 2021
Adobe Sign 統合を展開して、すべての契約と承認を迅速かつ安全にデジタル化します。
Citrix の Adobe Sign 統合を使用すると、次のアクションを実行できます：
•
•

受信者にテンプレートを送信して契約書をアップロードし、署名してもらう。
ユーザー署名待ち中の Adobe Sign 契約書の一覧表示。ユーザーは Citrix Workspace から契約書に署名で
きます。

•

署名のために送信された Adobe Sign 契約書の一覧表示。ユーザーは送信された契約書をキャンセルするこ
ともできます。

•

完了した Adobe Sign 契約書とその詳細の一覧表示。ユーザーは受け取った契約書を共有することもできま
す。

•
•

キャンセル済みの Adobe Sign 契約書とその詳細の一覧表示。
テンプレート契約書の管理と編集。

ご意見、ご要望をお聞かせください。この統合テンプレートに関するフィードバックをお送りください。また、問題
についてはサポートチームが専用のフォーラムを毎日確認いたします。
マイクロアプリの包括的な詳細については、「Adobe Sign マイクロアプリの使用」を参照してください。

必須条件の確認

Adobe Sign でこの統合をセットアップした後、Citrix Workspace マイクロアプリに統合を追加するには、以下の
アーティファクトが必要になります：

• ベース URL：https://api.in1.adobesign.com/
• Adobe Sign グループ ID：このグループ ID は、管理者アカウントのユーザーグループ ID を表します。
• 1 ユーザーあたりの契約数：これは、1 ユーザーあたりにキャッシュに保存する契約の数です。最大値は 100
です。1 ユーザーあたり 15～30 件の契約数とすることをお勧めします。
• 認証 URL：https://{ HostName } .com/public/oauth
• トークン URL：https://{ HostName } .com/oauth/token
• 更新トークン URL：https://{ HostName } .com/oauth/refresh
• スコープ：user_read:self user_write:self user_login:self agreement_read:self agreement_write:self
agreement_send:self application_write:self library_write:self
• クライアント ID：クライアント ID は、承認サーバーに固有のクライアント登録情報を表す文字列です。
• クライアントシークレット：クライアントシークレットは、ターゲットアプリケーション統合のセットアップ
時に発行される一意の文字列です。

•
•
•

リレー状態：［なし］
要求レート制限：1 秒あたり 500 件
要求のタイムアウト：120
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注
利用可能な場合は、サービス認証方法として常に OAuth 2.0 を使用することをお勧めします。OAuth 2.0 は、
統合が、構成済みのマイクロアプリとの最大限のセキュリティコンプライアンスを満たすことを保証します。

サービスアカウントの作成
統合には、Adobe Sign インスタンスへの定期的なアクセスが必要です。専用のユーザーアカウントを作成すること
をお勧めします。このアカウントは、完全な管理者権限を持つ Adobe Sign 管理者アカウントである必要があります。
新しいアカウントを設定するには、「無料の Adobe Sign アカウントの作成」を参照してください。

API の有効化
Adobe Sign には API の制限はありません。Adobe Sign のトランザクション制限については、次のリンクに記載さ
れています：https://helpx.adobe.com/in/sign/using/transaction‑limits.html。プランはご要望に応じてお
選びいただけます。

OAuth クライアントアプリの構成
統合を介してデータをライトバックするように OAuth クライアントを構成します。Adobe Sign の操作について詳
しくは、「Adobe Sign 入門ガイド」を参照してください。

1. Adobe Sign の管理者アカウントにログインします：https://secure.echosign.com/public/login
2.［Account］を選択し、［Adobe Sign APIs］セクションで ［API Applications］を選択します。
3.［Create］を選択して、2 つの新しいアプリを作成します。
4. 1 つ目のアプリでは、リダイレクト URL を ［Redirect URI］フィールドに貼り付けます。
• https://{ yourmicroappserverurl } .us.iws.cloud.com/app/api/auth/
serviceAction/callback

• https://{ yourmicroappserverurl } .us.iws.cloud.com/admin/api/gwsc/
auth/serverContext

5.［OAuth Configure］オプションを選択し、修飾子を ［Group］にしてすべてのスコープを有効にします。
6. 2 つ目の OAuth アプリについても同じことを繰り返します。
7.

両方の OAuth アプリから ［Client ID］と ［Client Secret］の情報を収集し、この先で使用するために保
存しておきます。統合を構成するときに、これらの値をサービス認証とサービスアクション認証に使用します。

グループの構成とグループ ID の取得
グループを使用すると、さまざまなライブラリドキュメントや各種設定にアクセスできるユーザーのサブセットを個
別に持つことができます。詳しくは、「グループの作成と管理（Adobe Sign）」を参照してください。
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1. Adobe Sign の管理者アカウントにログインします：https://secure.echosign.com/public/login
2.［Account］を選択し、［Groups］セクションを選択します。
3.［Create New Group］を選択して新しいグループを追加します。
4. グループの適切な名前を入力します。
5.［Group Setting］オプションを選択し、構成ページで ［Group ID］を見つけます。
6. ユーザーをグループに追加またはインポートします。

Citrix Workspace マイクロアプリへの統合の追加
Adobe Sign 統合を Citrix Workspace マイクロアプリに追加して、アプリケーションに接続します。これにより、
通知とアクションが設定済みとなっている追加設定不要のマイクロアプリを、Workspace 内で使用できるようにな
ります。
次の手順を実行します：

1.［マイクロアプリ統合］ページで ［新しい統合を追加］および ［Citrix 提供のテンプレートから新しい統合を
追加する］を選択します。

2. Adobe Sign タイルを選択します。
3.

統合の名前を入力します。

4.

コネクタのパラメーターを入力します：

• インスタンスのベース URL を入力します：https://api.in1.adobesign.com/
• アイコンライブラリから統合のアイコンを選択するか、デフォルトのアイコンのままにしておきます。
• Adobe Sign のグループ ID を入力します。詳しくは以下を参照してください：「グループの構成とグル
ープ ID の取得」。
•［1 ユーザーあたりの契約数］に入力します。これは、1 ユーザーあたりにキャッシュに保存する契約の
数です。最大値は 100 です。1 ユーザーあたり 15～30 件の契約数とすることをお勧めします。
5.［サービス認証］で［認証方法］メニューから［OAuth 2.0］を選択して認証の詳細を完了します。認証オプ
ションは事前に選択されています。プロセスの完了時に、これらのオプションが選択されていることを確認し
てください。OAuth 2.0 セキュリティプロトコルを使用して、委任されたアクセスの要求/承認トークンを
生成します。利用可能な場合は、サービス認証方法として常に OAuth 2.0 を使用することをお勧めします。

OAuth 2.0 は、統合が、構成済みのマイクロアプリとの最大限のセキュリティコンプライアンスを満たすこと
を保証します。

a)［許可の種類］メニューで ［認証コード］を選択します。これによって、クライアントが交換するアク
セストークン用の一時コードが付与されます。コードは認証サーバーから取得され、そこでクライアン
トが要求している情報を確認できます。この許可の種類のみが、安全なユーザーの偽装を有効にします。
これにより、アプリケーションの登録時に使用する［コールバック URL］が表示されます

b)［トークン認証］メニューから ［要求の本文］を選択し、［トークンコンテンツの種類］で ［URL エンコ
ード形式］を選択します。

c)［更新トークン URL］に以下を入力します：https://{ HostName } /oauth/refresh。
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d)

スコープに以下が入力されていることを確認します：user_read:self user_write:self user_login:self

agreement_read:self agreement_write:self agreement_send:self application_write:self
library_write:self
e)［クライアント ID］を入力します。クライアント ID は、承認サーバーに固有のクライアント登録情報を
表す文字列です。OAuth サーバーを構成したときに、クライアント ID とシークレットを収集します。
統合構成ページに表示されるコールバック URL を追加します。
f)［クライアントシークレット］を入力します。クライアントシークレットは、ターゲットアプリケーショ
ン統合のセットアップ時に発行される一意の文字列です。

6.［サービスアクション認証］で ［［アクション］で個別のユーザー認証を使用する］トグルを有効にします。サ
ービスアクション認証は、サービスアクションレベルで認証します。認証オプションは事前に選択されていま
す。プロセスの完了時に、これらのオプションが選択されていることを確認してください。

a)［認証方法］メニューから ［OAuth 2.0］を選択して認証の詳細を完了します。
b)［許可の種類］メニューで ［認証コード］を選択します。これによって、クライアントが交換するアク
セストークン用の一時コードが付与されます。コードは認証サーバーから取得され、そこでクライアン
トが要求している情報を確認できます。この許可の種類のみが、安全なユーザーの偽装を有効にします。
これにより、アプリケーションの登録時に使用する［コールバック URL］が表示されます

c)［トークン認証］メニューから ［要求の本文］を選択します。
d)［認証 URL］は事前に入力されています。
e)［トークン URL］は事前に入力されています。
f) スコープに以下が入力されていることを確認します：user_read:self user_write:self user_login:self
agreement_read:self agreement_write:self agreement_send:self application_write:self
library_write:self library_read:self
g)［クライアント ID］を入力します。クライアント ID は、承認サーバーに固有のクライアント登録情報を
表す文字列です。OAuth クライアントを構成したときに、クライアント ID とシークレットを収集しま
す。統合構成ページに表示されるコールバック URL を追加します。
h)［クライアントシークレット］を入力します。クライアントシークレットは、ターゲットアプリケーショ
ン統合のセットアップ時に発行される一意の文字列です。

7.［保存］を選択して続行します。
8.［OAuth 認証］で ［承認］を選択して、サービスアカウントにログインします。Google のログイン画面がポ
ップアップで表示されます。

a) サービスアカウントのユーザー名とパスワードを入力し、［ログイン］を選択します。
b)［同意］を選択します。
［契約書を開く］ボタンへのリダイレクトアクションの追加
この［移動先 URL］アクションに、以下のボタンのホスト名を設定すると、これらのマイクロアプリで［契約書を開
く］ボタンの機能が有効になります。この［移動先 URL］の構成は、ユーザーを DocuSign の特定のエンベロープの
詳細ページにリダイレクトします。このアクションを実行するには、以下にリストされている各ボタンに移動します：
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ページ

ボタン

処理中の契約書

処理中の契約書 ‑ 詳細

契約書を開く

キャンセル済みの契約書

キャンセル済みの契約書 ‑ 詳細

契約書を開く

キャンセル済みの契約書

契約書がキャンセルされました

契約書を開く

完了した契約書

完了した契約書 ‑ 詳細

契約書を開く

完了した契約書

契約書が完了しました

契約書を開く

次の手順を実行します：

1.

上記の最初のボタンに移動し、ボタンを選択して、右側の ［アクション］タブを選択します。

2.［アクションの追加］フィールドで、［URL に移動］を選択します。
3.［URL テンプレート］フィールドで URL の{ Your Adobe Sign Host }の部分をホスト名に置き換
えます。次のモデルに従って、Adobe Sign インスタンスの URL で Adobe Sign のホスト名を見つけま
す：https://{ hostname } .in1.adobesign.com/public/login。たとえば、https://

citrixwsi.in1.adobesign.com/public/loginです。

4.

次に、他のボタンについてもこの手順を繰り返し、URL の{ Your Abobe Sign Host }の部分をホス
ト名に置き換えます。

これで、最初のデータ同期を設定して実行する準備ができました。同期ルール、スケジュールを満たさない同期、お
よび拒否ルールについて詳しくは、「データの同期」を参照してください。

API エンドポイントとテーブルエンティティについて詳しくは、「Adobe Sign コネクタの仕様」を参照してくださ
い。
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Adobe Sign マイクロアプリの使用
既存のアプリケーション統合には、追加設定不要のマイクロアプリが付属しています。これらのマイクロアプリから
開始して、ニーズに合わせてカスタマイズします。
契約書の送信：受信者にテンプレートを送信して契約書をアップロードし、署名してもらいます。

通知またはページ
［自分のテンプレート］ページ

ユースケースワークフロー
ユーザーが利用できるテンプレート契約書のリストを
確認できるほか、アップロードオプションを使用して
契約書を作成し、ユーザーに送信することができます。

［契約書の送信］ページ

ユーザーはアップロードオプションを使用して受信者
に契約書を送信できます。

テンプレートの送信ページ

ユーザーはテンプレート契約書を受信者に送信できま
す。

自分の受信した契約書：ユーザー署名待ち中の Adobe Sign 契約書の一覧が表示されます。ユーザーは契約書に署名
できます

通知またはページ
［新しい契約書を受け取りました］通知

ユースケースワークフロー
作成されたすべての新しい契約書について、受信者に
通知されます。

［新しい契約書が変更されました］通知

［順序の基準］オプションで作成されたすべての新しい
契約書について、受信者に通知されます。

［契約書リマインダー］通知

受信者には、1 週間未署名のまま保留されている契約
書について通知されます。

［自分の受信した契約書］ページ

受け取ったすべての契約書のパーソナライズされたリ
ストを確認できます。

［自分の受信した契約書 ‑ 詳細］ページ

受信した契約書の詳細と、
［契約書に署名］および ［別
の受信者に送信］のオプションが表示されます。

［契約書を受け取りました］ページ

受信した契約書の詳細と、
［契約書に署名］および ［別
の受信者に送信］のオプションが表示されます。

［契約書の共有］ページ

受信者が受信した契約書を他のユーザーと共有できま
す。

［契約書に署名］ページ

受信者が契約書に署名して、契約を締結することがで
きます。
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処理中の契約書：署名が必要な処理中の Adobe Sign 契約書の一覧。ユーザーは送信された契約書をキャンセルする
こともできます。

通知またはページ
［自分の送信した契約書］ページ

ユースケースワークフロー
送信された契約書のパーソナライズされたリストを確
認できます。

［処理中の契約書 ‑ 詳細］ページ

選択した送信された契約書の詳細情報と、
［契約書のキ
ャンセル］および ［契約書を開く］のオプションが表
示されます。

完了した契約書：完了した Adobe Sign 契約書と詳細の一覧。ユーザーは受け取った契約書を共有することもできま
す。

通知またはページ
［署名済みの契約書］通知

ユースケースワークフロー
契約書の送信者は、署名された契約書について通知さ
れます。

［完了した契約書］ページ

完了した契約書のパーソナライズされたリストを確認
できます。

［完了した契約書 ‑ 詳細］ページ

選択した完了済みの契約書の詳細情報と、
［別の受信者
に送信］および ［契約書を開く］のオプションがアク
ションページに表示されます。

［契約書が完了しました］ページ

選択した完了済みの契約書の詳細情報と、
［別の受信者
に送信］および ［契約書を開く］のオプションが通知
フィードに表示されます。

［契約書の共有］ページ

受信者が受信した契約書を他のユーザーと共有できま
す。

キャンセル済みの契約書：キャンセルされた Adobe Sign 契約書と詳細の一覧。

通知またはページ
［キャンセル済みの契約書］通知

ユースケースワークフロー
キャンセルされた契約書について、契約書の受領者に
通知されます。

［キャンセル済みの契約書］ページ

キャンセルされた契約書のパーソナライズされたリス
トを確認できます。
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通知またはページ
［キャンセル済みの契約書 ‑ 詳細］ページ

ユースケースワークフロー
選択したキャンセル済みの契約書の詳細情報と、
［契約
書を開く］のオプションが表示されます。

［契約書がキャンセルされました］ページ

選択したキャンセル済みの契約書の詳細情報と、
［契約
書を開く］のオプションが表示されます。

契約書の管理：テンプレート契約書の管理および編集。

通知またはページ
［自分のテンプレート］ページ

ユースケースワークフロー
テンプレートのパーソナライズされたリストを確認で
きます。

［テンプレートの管理］ページ

Citrix Workspace で選択したテンプレートを編集で
きます。

SAP Ariba の統合
December 2, 2022
SAP Ariba と統合して、追加のログインを必要とせずに再質問の要求を確認し、承認します。
注：

2 つの SAP Ariba 統合テンプレートが提供されています。ほとんどのユースケースでは、新しい HTTP 統合を
使用することをお勧めします。この HTTP 統合は、キャッシュされたデータ構造を構成するためのより強力な
機能です。
追加設定不要の SAP Ariba マイクロアプリの一覧については、
「Ariba マイクロアプリの使用」を参照してください。

必須条件の確認

Citrix Workspace マイクロアプリに HTTP 統合を追加するには、次の値が必要です：
•
•
•

ベース URL：https://openapi.ariba.com/api/approval/v1/prod
トークン URL：https://api.ariba.com/v2/oauth/token
クライアント ID：クライアント ID は、承認サーバーに固有のクライアント登録情報を表す文字列です。SAP
では OAuth クライアント ID と呼ばれています。「OAuth クライアント ID とアプリケーションキーの収集」
を参照してください。
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•

クライアントシークレット：クライアントシークレットは、ターゲットアプリケーション統合のセットアップ
時に SAP によって発行される一意の文字列です。

• Ariba APIkey：これはアプリケーションキーと呼ばれ、スクリプトプロセスで変数を置き換えます。
「OAuth
クライアント ID とアプリケーションキーの収集」を参照してください。
• Ariba Realm：スクリプトプロセスで変数を置き換えます。これを見つけるには、SAP 管理者に連絡して
Realm ID を確認してください。
• Ariba lastChangeId：前の応答で受信した最後の変更を特定します。応答には、これ以降のすべての変更
が含まれます。たとえば、すべての変更を最初から読み込む場合は、1 を使用します。
注：
利用可能な場合は、サービス認証方法として常に OAuth 2.0 を使用することをお勧めします。OAuth 2.0 は、
統合が、構成済みのマイクロアプリとの最大限のセキュリティコンプライアンスを満たすことを保証します。

•

組織が米国またはヨーロッパにある必要があります。

• SAP Ariba ソリューションまたは Ariba Network ソリューションのコンポーネントで、現在のライセンスが
必要です。

• SAP Ariba Open API 管理者アカウントが必要です。組織の SAP Ariba 管理者は、次のリンクのいずれかか
ら SAP Ariba Open API 開発者ポータルへのアクセスを要求できます：
–
–

米国：https://developer.ariba.com/api/
ヨーロッパ：https://eu.developer.ariba.com/api/

• Citrix Gateway が SAP Ariba へのシングルサインオンに対応するように構成して、ユーザーがログインする
と、再度資格情報を入力する必要がなく自動的に再ログインできるようにします。「Ariba シングルサインオ
ン構成」の手順に従ってください。SSO の構成について詳しくは、「Citrix Gateway サービス」を参照して
ください。

SAP Ariba 統合のセットアップ
1.

管理者アカウントでhttps://developer.ariba.com/api/にログインします。

2.［ようこそ］ページで、［アプリケーションの作成］を選択します。
3.

新しいアプリケーションを作成するには、
［アプリケーション名］と ［説明］を入力し、
［送信］を選択します。
アプリケーションは、承認を受けるために SAP Ariba Open API チームに送信されます。

OAuth クライアント ID とアプリケーションキーの収集
アプリケーションが承認されると（上記セクションで説明）、OAuth シークレットトークンが記載されたメールが届
きます。SAP Ariba Open API チームは、Ariba Realm ID を使用してバックエンドをセットアップし、有効にしま
す。
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注：
承認メールを受信するまでは先に進めません。

1. ログインして ［アプリケーション管理］ページに移動します。
2. 作成したアプリケーションを選択します。
3.［OAuth クライアント ID］と ［アプリケーションキー］をコピーします。
4. これらを安全な場所に保存して、後で統合を Citrix Workspace マイクロアプリに追加するときに使用できる
ようにしておきます。

Citrix マイクロアプリへの統合の追加
次の手順に従って、SAP Ariba HTTP 統合をセットアップします。認証オプションは事前に選択されています。プロ
セスの完了時に、これらのオプションが選択されていることを確認してください。ほとんどのユースケースでは、こ
の新しい HTTP 統合を使用することをお勧めします。この HTTP 統合は、キャッシュされたデータ構造を構成する
ためのより強力な機能です。
次の手順を実行します：

1.［マイクロアプリ統合］ページで ［新しい統合を追加］および ［Citrix 提供のテンプレートから新しい統合を
追加する］を選択します。

2.［統合］の下にある SAP Ariba タイルを選択します。
3.

統合の統合名を入力します。

4.

コネクタのパラメーターを入力します。

•

インスタンスのベース URL を入力します：https://openapi.ariba.com/api/approval

/v1/prod

•

アイコンライブラリから統合のアイコンを選択するか、デフォルトのアイコンのままにしておきます。

5. Ariba APIkey を入力します。このアプリケーションキーは、スクリプトプロセスで変数を置き換えま
す。「OAuth クライアント ID とアプリケーションキーの収集」を参照してください。
6. Ariba Realm を入力します。Ariba Realm ID は、スクリプトプロセスで変数を置き換えます。これを見つ
けるには、SAP 管理者に連絡して Realm ID を確認してください。
7. Ariba lastChangeId を入力します。前の応答で受信した最後の変更を特定します。応答には、これ以降の
すべての変更が含まれます。たとえば、すべての変更を最初から読み込む場合は、1 を使用します。
8.［サービス認証］で ［認証方法］メニューから ［OAuth 2.0］を選択して認証の詳細を完了します。認証オプ
ションは事前に選択されています。プロセスの完了時に、これらのオプションが選択されていることを確認し
てください。OAuth 2.0 セキュリティプロトコルを使用して、委任されたアクセスの要求/承認トークンを
生成します。利用可能な場合は、サービス認証方法として常に OAuth 2.0 を使用することをお勧めします。

OAuth 2.0 は、統合が、構成済みのマイクロアプリとの最大限のセキュリティコンプライアンスを満たすこと
を保証します。
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a)［許可の種類のフロー］メニューから ［クライアント資格情報］を選択します。
b)［許可の種類の値］に「client_credentials」を入力します。
c)［トークン認証］メニューから ［認証ヘッダー］を選択します。
d)［トークンコンテンツの種類］メニューから ［URL エンコード形式］を選択します。
e)［トークン URL］に次の URL を入力します：https://api.ariba.com/v2/oauth/token
f)［クライアント ID］を入力します。クライアント ID は、承認サーバーに固有のクライアント登録情報
を表す文字列です。OAuth サーバーを構成したときに、クライアント ID とシークレットを収集しま
す。「OAuth クライアント ID とアプリケーションキーの収集」を参照してください。
g)［クライアントシークレット］を入力します。クライアントシークレットは、ターゲットアプリケーショ
ン統合のセットアップ時に発行される一意の文字列です。「OAuth クライアント ID とアプリケーショ
ンキーの収集」を参照してください。

9.［要求レート制限］トグルを有効にします。［要求数］に「3」と入力し、［時間間隔］は ［1 秒］にします。
10.［要求タイムアウト］フィールドに「120」と入力します。
11.（オプション）サポートのために 24 時間のログを保持するには、［ログ］を有効にします。
12.［保存］を選択して続行します。
これで、最初のデータ同期を設定して実行する準備ができました。同期ルール、スケジュールを満たさない同期、お
よび拒否ルールについて詳しくは、「データの同期」を参照してください。

API エンドポイントとテーブルエンティティについて詳しくは、「Ariba コネクタの仕様」を参照してください。

Ariba マイクロアプリの使用
既存のアプリケーション統合には、追加設定不要のマイクロアプリが付属しています。これらのマイクロアプリから
開始して、ニーズに合わせてカスタマイズします。

SAP Ariba 統合には、以下の設定済みで追加設定不要のマイクロアプリが付属しています：
購入申請の承認：承認保留中の購入申請とその詳細、承認するアクションを表示します。

通知またはページ

ユースケースワークフロー

保留中の承認通知

新しい購入申請が承認待ちの場合、承認者は通知を受
け取ります。

保留中の次の承認通知

新しい購入申請が次のレベルの承認を待っている状態
のとき、次の承認者は通知を受け取ります。

購入申請作成通知

新しい購入申請が作成されると、申請の送信者は詳細
が記載された通知を受け取ります。

購入申請変更済み通知

新しい購入申請の状態が変更されると、申請の送信者
は通知を受け取ります。
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通知またはページ

ユースケースワークフロー

承認依頼ページ

承認待機中の購入申請の検索可能なリストと詳細への
リンクが表示されます。

購入申請の詳細の承認者ページ

購入申請の詳細ビューと購入申請の ［承認］および
［拒否］のアクションが表示されます。

購入申請の詳細の申請者ページ

購入申請の詳細ビューを申請者に提供します。

従来の SAP Ariba 統合の追加

SAP Ariba 統合を Citrix Workspace マイクロアプリに追加して、アプリケーションに接続します。これにより、通
知とアクションが設定済みとなっている追加設定不要のマイクロアプリを、Workspace 内で使用できるようになり
ます。SAP Ariba でこの統合をセットアップした後、Citrix Workspace マイクロアプリに統合を追加するには、以
下のアーティファクトが必要になります：

•
•
•
•
•
•

API URL
OAuth トークン URL
OAuth クライアント ID
OAuth クライアントシークレット
アプリケーションキー
領域 ID

次の手順を実行します：

1.

マイクロアプリの概要ページから、［開始］を選択します。

［統合の管理］ページが開きます。

2.［新しい統合を追加］および ［Citrix 提供のテンプレートから新しい統合を追加する］を選択します。
3. Ariba タイルを選択します。
4.

統合の名前を入力します。
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5.

前の手順で収集したコネクタのパラメーターを入力します。

•

ターゲットシステムのサービス認証の ［API URL］と ［OAuth トークン URL］の資格情報を入力し
ます。

•［OAuth クライアント ID］と ［クライアントシークレット］を入力します。
•［アプリケーションキー］と ［領域 ID］を入力します。
• サンドボックス環境にデータを読み込む必要がある場合は、［サンドボックス］を切り替えます。
•［Ariba サービスの要求レート制限、秒ごとの最大要求数］に値を入力します。このフィールドは必須で、
秒ごとの呼び出し数を決定します。値を適切に設定するためのインスタンスの制限については、Ariba
の担当者に相談してください。レートの制限がわからない場合は、安全なレートとして 1 秒に呼び出し
10 回以下が推奨値です。すべての制限を完全に無効にするには、0 を指定できます。ただし、要求レー
トが高すぎると、アクセス拒否が発生することがあります。

•［完全同期の開始時の変更 ID］に値を選択します。完全同期によりデータロードの量が制限され始める
と、完全同期中に古い変更がスキップされます。すべてをロードする場合は、この値を空にします。

•（オプション）［同期中に 400 Bad Request 応答を無視］トグルを有効にすると、400 Bad Request
の応答エラーから回復できます。同期中に Ariba のレコードが削除された場合、要求されたデータが存
在しないため、Ariba API はエラーを返します。ログに警告が生成されます。
6.［追加］を選択します。
［マイクロアプリ統合］ページが開き、追加した統合とそのマイクロアプリが表示されています。ここから別の統合を
追加したり、追加設定不要のマイクロアプリのセットアップを続行したり、この統合用のマイクロアプリを作成した
りできます。
これで、最初のデータ同期を設定して実行する準備ができました。統合アプリケーションからマイクロアプリプラッ
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トフォームに大量のデータをプルできるので、
［テーブル］ページを使用して、最初のデータ同期のエンティティをフ
ィルタリングし、同期を高速化することをお勧めします。詳しくは、
「必要なエンティティの確認」を参照してくださ
い。同期ルール、スケジュールを満たさない同期、および拒否ルールについて詳しくは、
「データの同期」を参照して
ください。

API エンドポイントとテーブルエンティティについて詳しくは、「Ariba コネクタの仕様」を参照してください。
従来の SAP Ariba マイクロアプリ
既存のアプリケーション統合には、追加設定不要のマイクロアプリが付属しています。これらのマイクロアプリから
開始して、ニーズに合わせてカスタマイズします。
従来の SAP Ariba 統合には、以下の設定済みで追加設定不要のマイクロアプリが付属しています：
購入申請の承認：承認保留中の購入申請とその詳細、承認するアクションを表示します。

通知またはページ

ユースケースワークフロー

保留中の承認（変更）通知

承認待ちの購入申請の詳細が変更されると、承認者は
通知を受け取ります。

保留中の承認（新規）通知

新しい購入申請が承認待ちの場合、承認者は通知を受
け取ります。

購入申請変更通知

新しい購入申請の状況が変更されると、ユーザーは通
知を受け取ります。

購入申請作成通知

新しい購入申請が作成されると（送信済みまたは作成
中）
、ユーザーは通知を受け取ります。

承認依頼ページ

パーソナライズされた承認依頼と詳細へのリンクの一
覧を提供します。

購入申請の詳細ページ

購入申請の詳細ビューとアクション可能な承認ボタン
を提供します。

Blackboard Learn の統合
October 26, 2021
Blackboard Learn 統合を展開して、新しいコースに登録して学生としてコースとそれに関連する詳細を表示した
り、インストラクターとしてコースのお知らせを作成してコースのメンバーや成績を表示したりできます。
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注：
ご意見・ご要望をお待ちしています。この統合テンプレートに関するフィードバックをお送りください。また、
問題についてはサポートチームが専用のフォーラムを毎日確認いたします。
追加設定不要の Blackboard Learn 用のマイクロアプリについて包括的な詳細は、「Blackboard Learn マイクロ
アプリの使用」を参照してください。

必須条件の確認

Citrix Workspace マイクロアプリに統合を追加するには、次のアーティファクトが必要です：
•
•

ベース URL：https://{ host_name } .com

•
•

トークン URL：https://{ host_name } .com/learn/api/public/v1/oauth2/token

認証 URL：https://{ host_name } .com/learn/api/public/v1/oauth2/authorizationcode

クライアント

ID：クライアント ID は、承認サーバーに固有のクライアント登録情報を表す文字列です。

OAuth サーバーを構成したときに、アプリケーションキーとしてこれを収集します。
•

シークレット：クライアントシークレットは、ターゲットアプリケーション統合のセットアップ時に発行され
る一意の文字列です。OAuth クライアントを構成するときに、シークレットとしてこれを収集します。

注：
利用可能な場合は、サービス認証方法として常に OAuth 2.0 を使用することをお勧めします。OAuth 2.0 は、
統合が、構成済みのマイクロアプリとの最大限のセキュリティコンプライアンスを満たすことを保証します。

Citrix Gateway でシングルサインオンがサポートされるよう構成して、ユーザーが一度ログインすれば、再度資格情
報を入力する必要がなく自動的に再ログインできるようにします。SSO の構成について詳しくは、
「Citrix Gateway
サービスhttps://docs.citrix.com/en‑us/citrix‑gateway‑service/」を参照してください。
ユーザーアカウントの作成
統合には、Blackboard インスタンスへの定期的なアクセスが必要です。専用のユーザーアカウント「Blackboard

Partner アカウント https://docs.blackboard.com/partners/become‑a‑partner」を作成することをお勧め
します。
次の権限が必要です：完全な管理者特権。

API アクセス
Blackboard API はデフォルトで有効になっています。API にアクセスするには、Blackboard Developer AMI
または Blackboard Partner アカウントのいずれかが必要です。特定のリソースに対して実行できる API 要求の
数は限られているため、次の情報を確認することをお勧めします：https://docs.blackboard.com/learn/rest/
admin/groups‑quotas‑rates
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重要
ページネーション制限は 100 に設定されています。管理者は、API に基づいてこの制限を最大 200 まで拡張で
きます。

Blackboard Learn 開発者サーバーでは、最大 10000 の API 呼び出し/サイト/24 時間のサポートを提供しま
す。

Blackboard Learn 本番環境サーバーでは、最大 75000 の API 呼び出し/サイト/24 時間のサポートを提供し
ます。

API 呼び出しの制限があるため、増分同期は、コースメンバーシップとコース連絡事項のみを保持するように設
定されています。残りのエンドポイントは、完全同期の一部としてトリガーされます。

OAuth サーバーの構成
Blackboard Learn 統合を介してデータを読み取るように OAuth サーバーを構成します。
1. https://developer.blackboard.com/にサインインします。
2.［My Apps］を選択し、
［Create a New App］の + アイコンを選択します。または、https://developer
.blackboard.com/portal/applications/createに移動します。

3.

必須フィールドに入力し、［Register application and generate API key］を選択します。

4.

画面に表示されているアプリケーション ID、アプリケーションキー、シークレットをコピーして保存します。
統合を構成するときに、これらの詳細をサービス認証に使用します。

5.

管理者として Blackboard Learn アプリケーションにログインします。

6.［System Admin］に移動します。
7.［Integrations］テーブルの ［REST API Integrations］を選択します。
8.［Create Integration］を選択します。
9.

以下の必須フィールドに入力します：

a) 上記の手順 4 で選択したアプリケーション ID を貼り付けます。
b)［Learn User］フィールドに管理者ユーザー名を入力します。
c)［End User Access］および ［Authorized To Act As User］で ［Yes］を選択します。

OAuth クライアントの構成
Blackboard Learn 統合を通じてデータをライトバックするように OAuth クライアントを構成します。
1. https://developer.blackboard.com/にサインインします。
2.［My Apps］を選択し、
［Create a New App］の + アイコンを選択します。または、https://developer
.blackboard.com/portal/applications/createに移動します。
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3.

必須フィールドに入力し、［Register application and generate API key］を選択します。

4.

画面に表示されているアプリケーション ID、アプリケーションキー、シークレットをコピーして保存します。
統合を構成するときに、これらの詳細をサービスアクション認証に使用します。

5.

管理者として Blackboard Learn アプリケーションにログインします。

6.［System Admin］に移動します。
7.［Integrations］テーブルの ［REST API Integrations］を選択します。
8.［Create Integration］を選択します。
9.

以下の必須フィールドに入力します：

a) 上記の手順 4 で選択したアプリケーション ID を貼り付けます。
b)［Learn User］フィールドに管理者ユーザー名を入力します。
c)［End User Access］および ［Authorized To Act As User］で ［Yes］を選択します。

Citrix Workspace マイクロアプリへの統合の追加
Blackboard Learn 統合を Citrix Workspace マイクロアプリに追加して、アプリケーションに接続します。認証
オプションは事前に選択されています。プロセスの完了時に、これらのオプションが選択されていることを確認して
ください。これにより、通知とアクションが設定済みとなっている追加設定不要のマイクロアプリを、Workspace
内で使用できるようになります。
次の手順を実行します：

1.［マイクロアプリ統合］ページで ［新しい統合を追加］および ［Citrix 提供のテンプレートから新しい統合を
追加する］を選択します。

2. Blackboard Learn タイルを選択します。
3.

統合の統合名を入力します。

4.

コネクタのパラメーターを入力します。

•
•

インスタンスのベース URL を入力します：
アイコンライブラリから統合のアイコンを選択するか、デフォルトのアイコンのままにしておきます。

5.［サービス認証］で ［認証方法］メニューから ［OAuth 2.0］を選択して認証の詳細を完了します。認証オプ
ションは事前に選択されています。プロセスの完了時に、これらのオプションが選択されていることを確認し
てください。OAuth 2.0 セキュリティプロトコルを使用して、委任されたアクセスの要求/承認トークンを
生成します。利用可能な場合は、サービス認証方法として常に OAuth 2.0 を使用することをお勧めします。

OAuth 2.0 は、統合が、構成済みのマイクロアプリとの最大限のセキュリティコンプライアンスを満たすこと
を保証します。

a)［許可の種類］メニューから ［クライアント資格情報］を選択します。
b)［トークン認証］メニューから ［認証ヘッダー］を選択します。
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c)［トークン URL］は事前に入力されています：https://{ host_name } .com/learn/api/
public/v1/oauth2/token

d) スコープに次のように入力されていることを確認します：read
e)［クライアント ID］を入力します。クライアント ID は、承認サーバーに固有のクライアント登録情報を
表す文字列です。OAuth サーバーを構成したときに、アプリケーションキーとしてこれを収集します。
f)［クライアントシークレット］を入力します。クライアントシークレットは、ターゲットアプリケーショ
ン統合のセットアップ時に発行される一意の文字列です。OAuth サーバーを構成するときに、シークレ
ットとしてこれを収集します。

6.［サービスアクション認証］で ［［アクション］で個別のユーザー認証を使用する］トグルを有効にします。サ
ービスアクション認証は、サービスアクションレベルで認証します。認証オプションは事前に選択されていま
す。プロセスの完了時に、これらのオプションが選択されていることを確認してください。

a)［認証方法］メニューから ［OAuth 2.0］を選択して認証の詳細を完了します。
b)［トークン認証］メニューから ［認証ヘッダー］を選択します。
c)［認 証 URL］ は 事 前 に 入 力 さ れ て い ま す：https://{ host_name } .com/learn/api/
public/v1/oauth2/authorizationcode

d)［トークン URL］は事前に入力されています：https://{ host_name } .com/learn/api/
public/v1/oauth2/token

e) スコープに次のように入力されていることを確認します：write
f)［クライアント ID］を入力します。クライアント ID は、承認サーバーに固有のクライアント登録情報を
表す文字列です。OAuth クライアントを構成したときに、アプリケーションキーとしてこれを収集しま
す。

g)［クライアントシークレット］を入力します。クライアントシークレットは、ターゲットアプリケーショ
ン統合のセットアップ時に発行される一意の文字列です。OAuth クライアントを構成するときに、シー
クレットとしてこれを収集します。

7.［要求レート制限を有効にする］を有効にします。［要求数］は「60」のままにし、［時間間隔］は ［1 分］にし
ます。

8.［要求タイムアウト］は、デフォルトで「120」に設定されています。
9.（オプション）サポートのために 24 時間のログを保持するには、［ログ］を有効にします。
10.［保存］を選択して続行します。
サービスアクションパラメーターの設定
上記のテンプレートを構成した後、サービスアクションを正しく構成する必要があります。
［自分の成績］マイクロア
プリについて、［自分の成績］ページの ［Blackboard で表示］ボタンのhost_nameを更新します。
次の手順を実行します：

1.［マイクロアプリ統合］ページから Blackboard Learn 統合に移動し、［自分の成績］マイクロアプリを選択し
ます。
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2.［ページ］、［自分の成績］ページの順に選択します。
3.

ページビルダーで ［Blackboard で表示］ボタン要素を選択し、右側ペインで ［アクション］タブを選択し
ます。

4.［アクション］で、［移動先 URL］を選択します。
5.［URL テンプレート］フィールドで、host_nameをインスタンスのホスト名に置き換えます。次のフォー
ムが使用されます：https://{ host_name } /webapps/bb-social-learning-BBLEARN/

execute/mybb?cmd=display&toolId=MyGradesOnMyBb_____MyGradesTool
終了したら、画面を終了します。変更はビルダー用に自動的に保存されます。

テーブル属性の編集
統合の構成を完了するには、以下にリストされているエンドポイントのデータ型を変更する必要があります。
次の手順を実行します：

1.［マイクロアプリ統合］ページから、Blackboard Learn 統合の横にあるメニューを選択し、［編集］を選択し
ます。
［データの読み込み］画面が開きます。開かない場合は、左側のナビゲーション列から ［データの読み込
み］を選択します。

2.

以下の表に示されているエンドポイントごとに、指定の属性のメニューでデータ型を変更する必要があります。

エンドポイント

属性

データ型の変更

コース連絡事項

本文

バイナリ

ユーザーの成績

スコアの表示

Double

成績スコア

可能なスコア

Double

3.

各エンドポイントについては、エンドポイントの横にあるメニューを選択し、［編集］を選択します。

4.［データエンドポイントの編集］画面で、ページの一番下までスクロールします。［データ構造］下のテーブル
で、鉛筆アイコンを選択してテーブルを編集します。

5.［テーブル属性の編集］画面で、メニューから新しい値を選択して ［データ型］を変更します。各エンドポイン
トに対して行われた変更ごとに、［保存］
、
［適用］の順に選択します。

6.

他のデータエンドポイントについても繰り返します。

これで、最初のデータ同期を設定して実行する準備ができました。同期ルール、スケジュールを満たさない同期、お
よび拒否ルールについて詳しくは、「データの同期」を参照してください。

API エンドポイントとテーブルエンティティについて詳しくは、「Blackboard Learn コネクタの仕様」を参照して
ください。
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メモ
ページネーション制限は 100 に設定されています。管理者は、API に基づいてこの制限を最大 200 まで拡張で
きます。

API 呼び出しの制限があるため、増分同期は、コースメンバーシップとコース連絡事項のみを保持するように設
定されています。残りのエンドポイントは、完全同期の一部としてトリガーされます。

Blackboard Learn マイクロアプリの使用
既存のアプリケーション統合には、追加設定不要のマイクロアプリが付属しています。これらのマイクロアプリから
開始して、ニーズに合わせてカスタマイズします。
注
［自分の成績］マイクロアプリについて、管理者は ［自分の成績］ページの ［Blackboard で表示］ボタンの
「host_name」を更新する必要があります。完全な手順については、「サービスアクションパラメーターの設
定」を参照してください。
コース登録：コースに登録します。

通知またはページ

ユースケースワークフロー

新規コース登録通知

学生がコースに登録すると、登録された学生は通知を
受け取ります。

コース登録の詳細ページ

登録されたコースの読み取り専用ビューと、コースお
よびインストラクターの詳細が表示されます。

コースのリストページ

受講できるコースのリストが表示されます。

コースの詳細ページ

コースの詳細やインストラクターの詳細を表示しま
す。
［クイック登録］オプションがあります。

コース連絡事項の作成：インストラクターがコースの連絡事項を作成できます。

通知またはページ

ユースケースワークフロー

コース連絡事項の作成

コースの連絡事項を作成するためのフォームで次の詳
細が表示されます：コース（
［コース］ドロップダウン
メニュー）
、タイトル、メッセージ、および公開日。

インストラクタービュー：インストラクターがコースメンバーと成績を表示できます。
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通知またはページ

ユースケースワークフロー

コースの詳細ページ

インストラクターが受講できるコースのリストを表示
できます。

メンバーの詳細ページ

インストラクターがコースに登録されているメンバー
のリストを表示できます。

成績の詳細ページ

インストラクターが特定のコースメンバーの成績を表
示できます。

自分のコース：コースの連絡事項とコースの添付ファイルを表示します。

通知またはページ

ユースケースワークフロー

新しいコース連絡事項の通知

新しい連絡事項があると、コースに登録した学生に通
知が届きます。

コース連絡事項の詳細ページ

コースの新しい連絡事項の詳細を確認できる読み取り
専用ビューが表示されます。

自分のコースページ

ユーザーが登録されているコースのリストが表示され
ます。

コースの詳細ページ

コースの連絡事項と添付ファイルのリストが表示され
ます。

連絡事項の詳細ページ

コースの連絡事項とその詳細を表示します。

添付ファイルの詳細ページ

添付ファイルを表示してダウンロードします。

自分の成績：学生がコースの成績を表示できます。

通知またはページ

ユースケースワークフロー

新しい成績の通知

新しい成績が投稿されると、コースに登録した学生に
通知が届きます。

自分の成績ページ

コースを選択して、学生が成績を表示できるようにし
ます。
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Canvas LMS の統合
December 7, 2021
Canvas LMS の統合を展開することで、コースの表示、コースの連絡事項の作成、コースの登録の管理、および学生
の成績の閲覧を行うことができます。

•
•

学生は、コースとそれに関連する詳細を表示できます。
教職員は、コースの連絡事項の作成や、コースメンバーの表示と追加、学生の成績の閲覧が可能です。

ご意見、ご要望をお聞かせください。この統合テンプレートに関するフィードバックをお送りください。また、問題
についてはサポートチームが専用のフォーラムを毎日確認いたします。
すぐに利用可能な Canvas LMS 用のマイクロアプリの包括的な詳細については、「Canvas LMS マイクロアプリの
使用」を参照してください。

必須条件の確認

Canvas LMS でこの統合をセットアップした後、Citrix Workspace マイクロアプリに統合を追加するには、以下の
アーティファクトが必要になります：

•
•
•
•
•

ベース URL：https://{ host_name } .com
認証 URL：https://{ host_name } .com/login/oauth2/auth
トークン URL：https://{ host_name } .com/login/oauth2/token
クライアント ID：クライアント ID は、承認サーバーに固有のクライアント登録情報を表す文字列です。
クライアントシークレット：クライアントシークレットは、ターゲットアプリケーション統合のセットアップ
時に発行される一意の文字列です。

注：
利用可能な場合は、サービス認証方法として常に OAuth 2.0 を使用することをお勧めします。OAuth 2.0 は、
統合が、構成済みのマイクロアプリとの最大限のセキュリティコンプライアンスを満たすことを保証します。

Citrix Gateway が Canvas LMS のシングルサインオンに対応するように構成して、ユーザーがログインすると、再
度資格情報を入力する必要がなく自動的に再ログインできるようにします。SSO の構成について詳しくは、「Citrix
Gateway サービス」を参照してください。

API の有効化
Canvas API はデフォルトで有効になっています。API にアクセスするには、Canvas のパートナーアカウントが
必要です。特定のリソースに対して実行できる API 要求の数は限られているため、したがって、以下の記事で説
明されているように、API 制限スロットリングをお勧めします：https://canvas.instructure.com/doc/api/file.
throttling.html。
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新しいサービスアカウントの作成
統合では Canvas LMS インスタンスへの定期的なアクセスが必要なので、Canvas LMS で専用のユーザーアカウン
トを作成することをお勧めします。このアカウントには次の権限が必要です：完全な管理者特権。

Canvas のパート ナー アカ ウ ント を作 成す るこ とをお勧めします：https://www.instructure.com/canvas/
become‑partner。

OAuth サーバーの構成
Canvas 統合を介してデータを読み取るように OAuth サーバーを構成します。
1. 管理者としてhttps://{ host_name } .com/accountsにサインインします。
2. 統合するアカウントを選択します。
3.［Developer Keys］を選択し、［+ Developer Key］を選択します。
4.［+ API Key］を選択し、［Key Name］、［Owner Email］、［Redirect URIs］などの必須フィールドに入力し
ます。

5.［Redirect URL］フィールドに、このアプリ用に以下の承認済みリダイレクト URL を入力します：https:
//{ yourmicroappserverurl } /admin/api/gwsc/auth/serverContext

6. クライアント資格情報オーディエンスを Canvas として作成し、［Save］をクリックします。
7.［State］を ［ON］にします。
8. 詳細から ［Client ID］と ［Secret］をコピーします。統合を構成するときに、これらの値をサービス認証に
使用します。

OAuth クライアントの構成
Canvas 統合を介してデータをライトバックするように OAuth クライアントを構成します。
1. 管理者としてhttps://{ host_name } .com/accountsにサインインします。
2. 統合するアカウントを選択します。
3.［Developer Keys］を選択し、［+ Developer Key］を選択します。
4.［+ API Key］を選択し、［Key Name］、［Owner Email］、［Redirect URIs］などの必須フィールドに入力し
ます。

5.［Redirect URL］フィールドに、このアプリ用に以下の承認済みリダイレクト URL を入力します：https:
//{ yourmicroappserverurl } /admin/api/gwsc/auth/serviceAction/callback

6. クライアント資格情報オーディエンスを Canvas として作成し、［Save］をクリックします。
7.［State］を ［ON］にします。
8. 詳細から ［Client ID］と ［Secret］をコピーします。統合を構成するときに、これらの値をサービスアクシ
ョン認証に使用します。
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Citrix Workspace マイクロアプリへの統合の追加
Canvas LMS 統合を Citrix Workspace マイクロアプリに追加して、アプリケーションに接続します。これにより、
通知とアクションが設定済みとなっている追加設定不要のマイクロアプリを、Workspace 内で使用できるようにな
ります。
次の手順を実行します：

1.［マイクロアプリ統合］ページで ［新しい統合を追加］および ［Citrix 提供のテンプレートから新しい統合を
追加する］を選択します。

2. Canvas LMS タイルを選択します。
3.

統合の名前を入力します。

4.

コネクタのパラメーターを入力します：

•
•

インスタンスのベース URL https://{ host_name } .comを入力します：
アイコンライブラリから統合のアイコンを選択するか、デフォルトのアイコンのままにしておきます。

5.［サービス認証］で ［認証方法］メニューから ［OAuth 2.0］を選択して認証の詳細を完了します。認証オプ
ションは事前に選択されています。プロセスの完了時に、これらのオプションが選択されていることを確認し
てください。OAuth 2.0 セキュリティプロトコルを使用して、委任されたアクセスの要求/承認トークンを
生成します。利用可能な場合は、サービス認証方法として常に OAuth 2.0 を使用することをお勧めします。

OAuth 2.0 は、統合が、構成済みのマイクロアプリとの最大限のセキュリティコンプライアンスを満たすこと
を保証します。

a)［許可の種類］メニューで ［認証コード］を選択します。
b)［認証 URL］は事前に入力されています：https://{ host_name } .com/login/oauth2/
auth。

c)［トークン URL］は事前に入力されています：https://{ host_name } .com/login/oauth2
/token。

d)［クライアント ID］を入力します。クライアント ID は、承認サーバーに固有のクライアント登録情報を
表す文字列です。OAuth サーバーを構成するときにこれを収集します。
e)［クライアントシークレット］を入力します。クライアントシークレットは、ターゲットアプリケーショ
ン統合のセットアップ時に発行される一意の文字列です。OAuth サーバーを構成するときにこれを収集
します。

6.［サービスアクション認証］で ［［アクション］で個別のユーザー認証を使用する］トグルを有効にします。サ
ービスアクション認証は、サービスアクションレベルで認証します。認証オプションは事前に選択されていま
す。プロセスの完了時に、これらのオプションが選択されていることを確認してください。

a)［認証方法］メニューから ［OAuth 2.0］を選択して認証の詳細を完了します。
b)［許可の種類］メニューで ［認証コード］を選択します。
c)［認証 URL］は事前に入力されています：https://{ host_name } .com/login/oauth2/
auth。
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d)［トークン URL］は事前に入力されています：https://{ host_name } .com/login/oauth2
/token。

e)［クライアント ID］を入力します。クライアント ID は、承認サーバーに固有のクライアント登録情報を
表す文字列です。OAuth クライアントを構成するときにこの値を収集しました。
f)［クライアントシークレット］を入力します。クライアントシークレットは、ターゲットアプリケーショ
ン統合のセットアップ時に発行される一意の文字列です。OAuth クライアントを構成するときにこの値
を収集しました。

7.［要求レート制限］トグルを有効にします。
［要求数］に「500」と入力し、
［時間間隔］に「1 分」と入力します。
8.［要求タイムアウト］は空のままにします。
9.（オプション）サポートのために 24 時間のログを保持するには、［ログ］を有効にします。
10.［保存］を選択して続行します。

サービスアクションパラメーターの設定
上記のテンプレートを構成した後、サービスアクションを正しく構成する必要があります。
［自分の成績］マイクロア
プリについて、［自分の成績］ページの ［Canvas で表示］ボタンのhost_nameを更新します。
次の手順を実行します：

1.［マイクロアプリ統合］ページから Canvas LMS 統合に移動し、［自分の成績］マイクロアプリを選択します。
2.［ページ］、［自分の成績］ページの順に選択します。
3. ページビルダーで ［Canvas で表示］ボタンコンポーネントを選択し、右側ペインで ［アクション］タブを選
択します。

4.［アクション］で、［移動先 URL］を選択します。
5.［URL テンプレート］フィールドで、host_nameをインスタンスのホスト名に置き換えます。次のフォーム
が使用されます：https://{ host_name } /courses/\\{ \\{ id\ } \ } /grades

6.

終了したら、画面を終了します。変更はビルダー用に自動的に保存されます。

テーブル属性の編集
統合の構成を完了するには、以下のリストに表示されているエンドポイントのデータ型を変更する必要があります。
以下の表に示されているエンドポイントごとに、指定の属性のメニューでデータ型を変更する必要があります。

テーブル

列

データの種類

Assignments

points_possible

バイナリ

Assignments

説明

バイナリ

Grades

current_grade

バイナリ
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次の手順を実行します：

1.［マイクロアプリ統合］ページから、Canvas LMS 統合の横にあるメニューを選択し、［編集］を選択しま
す。
［データの読み込み］画面が開きます。開かない場合は、左側のナビゲーション列から［データの読み込み］
を選択します。

2. 各エンドポイントについては、エンドポイントの横にあるメニューを選択し、［編集］を選択します。
3.［データエンドポイントの編集］画面で、ページの一番下までスクロールします。［データ構造］下のテーブル
で、鉛筆アイコンを選択してテーブルを編集します。

4.［テーブル属性の編集］画面で、メニューから新しい値を選択して ［データ型］を変更します。各エンドポイン
トに対して行われた変更ごとに、［保存］
、
［適用］の順に選択します。

5.

他のデータエンドポイントについてもこの手順を繰り返します。

これで、最初のデータ同期を設定して実行する準備ができました。同期ルール、スケジュールを満たさない同期、お
よび拒否ルールについて詳しくは、「データの同期」を参照してください。
注：
［完全同期］の間隔を 8 時間ごとに設定し、
［増分同期］の間隔を 1 時間ごとに設定することをお勧めします。

API エンドポイントとテーブルエンティティについて詳しくは、「Canvas LMS コネクタの仕様」を参照してくださ
い。
注：

API 呼び出しの数に制限があるため、増分同期は連絡事項のみを保持するように設定されています。残りのエン
ドポイントは、完全同期の一部としてトリガーされます。

Canvas LMS マイクロアプリの使用
既存のアプリケーション統合には、追加設定不要のマイクロアプリが付属しています。これらのマイクロアプリから
開始して、ニーズに合わせてカスタマイズします。
コース連絡事項の作成：教師がコースの連絡事項を作成できます。

通知またはページ

ユースケースワークフロー

コース連絡事項の作成

コースの連絡事項を作成するためのフォームで次の詳
細が表示されます：コース（
［コース］ドロップダウン
メニュー）
、タイトル、メッセージ、および公開日。

自分のコース：コースの連絡事項、割り当て、コースのファイルを表示します。
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通知またはページ

ユースケースワークフロー

コース招待の通知

学生がコースに招待されると、通知が届きます。

新しいコース連絡事項の通知

コースについて新しい連絡事項があると、そのコース
に登録した学生に通知が届きます。

新しいコース連絡事項（未来）の通知

公開日が未来のコースについて新しい連絡事項がある
と、そのコースに登録した学生に通知が届きます。

招待の承諾/拒否ページ

コースの招待状を読み取り専用で表示し、
［承諾］また
は ［拒否］のオプションを提示します。

コースのリストページ

ユーザーが登録済みのコースのリストを表示できます。

コースの詳細ページ

ユーザーがコースの連絡事項とファイルのリストを表
示できます。

連絡事項の詳細ページ

ユーザーがコースの連絡事項とその詳細を表示できま
す。

割り当ての詳細ページ

ユーザーが割り当てとその詳細を表示できます。

ファイルの詳細ページ

ユーザーがファイルを表示およびダウンロードできま
す。

自分の成績：学生がコースの成績を表示できます。

通知またはページ

ユースケースワークフロー

新しい成績の通知

コースに新しい成績が投稿されると、コースに登録し
た学生に通知が届きます。

コースのリストページ

ユーザーが登録済みのコースのリストを表示できます。

自分の成績ページ

ユーザーが選択したコースの成績を表示できます。

教師のビュー：教師はコースメンバーを表示および追加し、学生を表示できます。

通知またはページ

ユースケースワークフロー

コースのリストページ

教師が利用可能なコースのリストを表示できます。

メンバーのリストページ

［ユーザーの追加］ページに移動する ［追加］ボタンか
ら、教師がコースに登録されているメンバーのリスト
を表示できます。
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通知またはページ

ユースケースワークフロー

メンバーの詳細ページ

コースのメンバーの成績と関連する詳細を教師が表示
できます。

ユーザーの追加ページ

教師が選択したコースに生徒を追加できます。

SAP Concur の統合
December 7, 2021
SAP Concur と統合して要求を送信し、承認、経費、旅程、レポートに関する通知を受信します。
注

2 つの SAP Concur 統合テンプレートが提供されています。キャッシュされたデータ構造を構成するためのよ
り強力な機能が提供されるため、ほとんどのユースケースでは ［統合］カテゴリの新しいテンプレートを使用
することをお勧めします。レガシー（非推奨）の統合テンプレートの詳細は「SAP Concur ‑ レガシー統合の追
加」を参照してください。
追加設定不要の SAP Concur マイクロアプリの一覧については、
「SAP Concur マイクロアプリの使用」を参照して
ください。

必須条件の確認
これらの前提条件は、組織の SAP Concur インスタンスを管理して統合をセットアップすることを想定しています。

Citrix Workspace マイクロアプリに統合を追加するには、以下の詳細情報が必要です：
•

ベース URL：https://{ data_center } .api.concursolutions.comのような形式でベー
ス URL を指定します。詳しくは、
「SAP Concur ‑ ベース URI」を参照してください。

•

トークン

URL：https://{ data_center } .api.concursolutions.com/oauth2/v0/

token

•

認

証

URL：https://{ data_center } .api.concursolutions.com/oauth2/v0/

authorize

•

ユーザー名：ユーザー名とパスワードは、SAP Concur にアクセスできるサービスアカウントの資格情報で
す。

•

パスワード：ユーザー名とパスワードは、SAP Concur にアクセスできるサービスアカウントの資格情報で
す。

•

クライアント ID：SAP Concur アカウントで OAuth クライアントを登録して、クライアント ID を収集しま
す。クライアント ID とクライアントシークレットは、サービス認証とサービスアクション認証の両方と同じ
です。「クライアント ID とクライアントシークレットのリクエスト」を参照してください。
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•

クライアントシークレット：SAP Concur アカウントで OAuth クライアントを登録して、クライアントシー
クレットを収集します。クライアント ID とクライアントシークレットは、サービス認証とサービスアクショ
ン認証の両方と同じです。
「クライアント ID とクライアントシークレットのリクエスト」を参照してください。

•

スコープ：CCARD creditcardaccount.read receipts.read COMPD USER user_read EMERG JOBLOG

company.read ERECPT ITINER FISVC LIST PASSV mileage.vehicle.writeonly CONFIG FOP
mileage.rate.writeonly receipts.writeonly GHOST user.read CONREQ user.write COMPANY
mileage.journey.read EVS TRVPTS ATTEND INVPO NOTIF TRVREQ SUPSVC company.write
EXPRPT EXTRCT PAYBAT INVPMT mileage.vehicle.read IMAGE TAXINV RCTIMG UNUTX TWS
TMCSP quickexpense.writeonly BANK INVVEN openid receipts.write travelrequest.write MTNG
mileage.rate.read mileage.journey.writeonly INSGHT TRVPRF INVTV MEDIC TSAI
注：
利用可能な場合は、サービス認証方法として常に OAuth 2.0 を使用することをお勧めします。OAuth 2.0 は、
統合が、構成済みのマイクロアプリとの最大限のセキュリティコンプライアンスを満たすことを保証します。

• SAP Concur から購入した Web サービスコンポーネントが必要です。会社が Web サービスコンポーネント
を購入していない場合は、組織の SAP Concur 管理者が SAP Concur のアカウントマネージャーに問い合わ
せるように依頼します。

• Citrix Gateway が SAP Concur のシングルサインオンに対応するように構成して、ユーザーがログインす
ると、再度資格情報を入力する必要がなく自動的に再ログインできるようにします。「Concur シングルサイ
ンオン構成」の手順に従ってください。SSO の構成について詳しくは、「Citrix Gateway サービス」を参照
してください。

クライアント ID とクライアントシークレットのリクエスト
新しい oauth2 client_id と client_secret を取得し、以下の手順に従ってクライアントのアプリケーションのスコ
ープを定義します。
重要：

Concur でサポートチケットを作成し、OAuth 2.0 を使用して統合を構成し、正しい認証コールバック URL を
登録します。サポートチケットには、以下のテキストを使用することをお勧めします：

Citrix Workspace との統合を有効にするため、OAuth 2.0 資格情報を要求します。このツールでは、サービ
スアカウントを使用して最近の経費レポートと個別項目の詳細をダウンロードし、管理者に保留中の承認を提
示します。これにより、従業員は経費申請の提出、承認、および拒否ができます。エンドユーザーが行ったアク
ションは、3LO 承認ページに送られて、そこで Concur 資格情報を入力して、Workspace アプリによるアク
セスを承認します。
プライベートデータへのアクセスを可能にし、OAuth 認証済みユーザーアクションを有効にする認証許可アク
セスと統合するために、次の承認済みリダイレクト URL を Concur に追加します。一覧の最初のコールバック
は変更されません。2 番目のコールバックはターゲットアプリケーションによって異なり、統合の作成時に URL
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アドレスバーに表示されます。セクション {yourmicroappserverurl} は、テナント部分、リージョン部分、環
境部分で構成されています：https://%7BtenantID%7D.%7Bregion(us/eu/ap‑s)%7D.iws.cloud.com：

• <https://microapps_server_URL/admin/api/external-services/com.sapho.
services.concur.ConcurService/auth/serverContext>

• <https://microapps_server_URL/app/api/auth/serviceAction/callback>

Citrix Workspace マイクロアプリへの統合の追加
Citrix Workspace マイクロアプリに SAP Concur HTTP 統合を追加して、アプリケーションに接続します。これ
により、通知とアクションが設定済みとなっている追加設定不要のマイクロアプリを、Workspace 内で使用できる
ようになります。認証オプションは事前に選択されています。プロセスの完了時に、これらのオプションが選択され
ていることを確認してください。ほとんどのユースケースでは、この新しい HTTP 統合を使用することをお勧めしま
す。この HTTP 統合は、キャッシュされたデータ構造を構成するためのより強力な機能です。
次の手順を実行します：

1.［マイクロアプリ統合］ページで ［新しい統合を追加］および ［Citrix 提供のテンプレートから新しい統合を
追加する］を選択します。

2.［SAP Concur］タイルを選択します。
3.

統合の統合名を入力します。

4.

コネクタのパラメーターを入力します。

•

URL］ を 入 力 し ま す。https://{ data_center } .api.
concursolutions.comのような形式でベース URL を指定します。詳しくは、「SAP Concur ‑ ベ
ース URI」を参照してください。
• アイコンライブラリから統合のアイコンを選択するか、デフォルトの Salesforce アイコンのままにし
イ ン ス タ ン ス の ［ベ ー ス

ておきます。

•

オンプレミス接続を作成する場合は、［オンプレミスインスタンス］を有効にします。詳しくは、「オン
プレミスインスタンス」を参照してください。

5.［サービス認証］で ［認証方法］メニューから ［OAuth 2.0］を選択して認証の詳細を完了します。OAuth
2.0 セキュリティプロトコルを使用して、委任されたアクセスの要求/承認トークンを生成します。利用可能な
場合は、サービス認証方法として常に OAuth 2.0 を使用することをお勧めします。OAuth 2.0 は、統合が、
構成済みのマイクロアプリとの最大限のセキュリティコンプライアンスを満たすことを保証します。

a)［認証方法］で ［OAuth 2.0］を選択します。
b)［許可の種類のフロー］メニューから ［リソース所有者のパスワード］を選択します。リソースサーバー
によるアクセストークンのプロビジョニングを承認するために、正しい資格情報を提供します。

c)［許可の種類の値］メニューにパスワードを入力します。
d)［トークン認証］メニューから ［要求の本文］を選択します。
e)［トークンコンテンツの種類］メニューから ［URL エンコード形式］を選択します。
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f)［ト ー ク ン URL］ は 事 前 に 入 力 さ れ て い ま す：https://{ data_center } .api.
concursolutions.com/oauth2/v0/token

g)［更新トークン URL］フィールドと ［スコープ］フィールドは空のままにします。
h)［ユーザー名］と ［パスワード］を入力します。
i)［クライアント ID］と ［クライアントシークレット］を入力します。
j)［ヘッダープレフィックス］は空のままにします。
6.［サービスアクション認証］で ［［アクション］で個別のユーザー認証を使用する］トグルを有効にします。サ
ービスアクション認証は、サービスアクションレベルで認証します。

a)［認証方法］メニューから ［OAuth 2.0］を選択して認証の詳細を完了します。
b)［許可の種類のフロー］メニューで ［認証コード］を選択します。これによって、クライアントが交換す
るアクセストークン用の一時コードが付与されます。コードは認証サーバーから取得され、そこでクラ
イアントが要求している情報を確認できます。この許可の種類のみが、安全なユーザーの偽装を有効に
します。これにより、アプリケーションの登録時に使用する ［コールバック URL］が表示されます

c)［許可の種類の値］メニューに「authorization_code」と入力します。
d)［コールバック URL］フィールドには事前に入力されています。
e)［トークン認証］メニューから ［要求の本文］を選択します。
f)［トークンコンテンツの種類］メニューから ［URL エンコード形式］を選択します。
g)［認証 URL］
は事前に入力されています：
https://{ data_center } .api.concursolutions
.com/oauth2/v0/authorize

h)［ト ー ク ン URL］ は 事 前 に 入 力 さ れ て い ま す：https://{ data_center } .api.
concursolutions.com/oauth2/v0/token

i)［更新トークン URL］フィールドは空のままにします。
j)［ス コ ー プ］ フ ィ ー ル ド に は、 次 の ス コ ー プ が 含 ま れ ま す：CCARD creditcardaccount
.read receipts.read COMPD USER user_read EMERG JOBLOG company.
read ERECPT ITINER FISVC LIST PASSV mileage.vehicle.writeonly
CONFIG FOP mileage.rate.writeonly receipts.writeonly GHOST user
.read CONREQ user.write COMPANY mileage.journey.read EVS TRVPTS
ATTEND INVPO NOTIF TRVREQ SUPSVC company.write EXPRPT EXTRCT
PAYBAT INVPMT mileage.vehicle.read IMAGE TAXINV RCTIMG UNUTX
TWS TMCSP quickexpense.writeonly BANK INVVEN openid receipts.
write travelrequest.write MTNG mileage.rate.read mileage.journey.
writeonly INSGHT TRVPRF INVTV MEDIC TSAI

k)［クライアント ID］と ［クライアントシークレット］を入力します。
l)［ヘッダープレフィックス］は空のままにします。
7.

デフォルトでは、［要求レート制限］フィールドは、1 秒あたりの要求数が 50 に設定されています。

8.［要求タイムアウト］は、デフォルトで「120」に設定されています。
9.（オプション）サポートのために 24 時間のログを保持するには、［ログ］を有効にします。
10.［保存］を選択します。
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これで、最初のデータ同期を設定して実行する準備ができました。同期ルール、スケジュールを満たさない同期、お
よび拒否ルールについて詳しくは、「データの同期」を参照してください。

SAP Concur マイクロアプリの使用
SAP Concur 統合には、以下の設定済みで追加設定不要のマイクロアプリが付属しています：
承認：保留中の経費レポートを承認するか、差し戻します。

通知またはページ

ユースケースワークフロー

承認リマインダー通知

経費レポートの承認が保留中で、期限前の既定のしき
い値（たとえば、デフォルトでは 3 日）を経過すると、
承認者は通知リマインダーを受け取ります。

新規依頼通知

新しい承認依頼が承認者に割り当てられると、承認者
は通知を受け取ります。

新規依頼通知

承認依頼に変更があると、承認者は通知を受け取りま
す。

経費の詳細ページ

経費の詳細の読み取り専用ビューを提供します。

経費レポートの詳細ページ

経費のリストが記載されているレポートの詳細と、［承
認］および ［差戻し］のオプションが表示されます。

自分の保留中の承認ページ

パーソナライズされた保留中の承認の一覧を提供しま
す。

経費：経費を検索して表示します。

通知またはページ

ユースケースワークフロー

自分の経費の詳細ページ

添付ファイル付きの経費の詳細が表示されます。

自分の経費レポートの詳細ページ

経費のリストが記載されているレポートの詳細と、［リ
コール］のオプションが表示されます。

自分の経費ぺージ

パーソナライズされた検索可能な経費の一覧が表示さ
れます。

旅程：旅程を検索、表示、共有します。
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通知またはページ

ユースケースワークフロー

旅程予約変更完了通知

ユーザーの旅程が変更されると、ユーザーは通知を受
け取ります。

変更済み旅程共有通知

変更された旅程がユーザーと共有されると、ユーザー
は通知を受け取ります。

新規旅程予約完了通知

ユーザーの新しい旅程が予約され、チケットが発行さ
れると、ユーザーは通知を受け取ります。

新規共有旅程通知

旅程がユーザーと共有されると、ユーザーは通知を受
け取ります。

旅程の詳細ページ

ユーザーの旅程ビューとアクション可能な共有ボタン
を提供します。

自分の旅程ページ

パーソナライズされた旅程一覧を提供します。

レポート：提出された経費レポートを検索して表示します。

通知またはページ

ユースケースワークフロー

申請承認通知

ユーザーの経費レポートが承認されると、ユーザーは
通知を受け取ります。

申請の差戻し通知

ユーザーの経費レポートが差し戻されると、ユーザー
は通知を受け取ります。

自分の経費の詳細ページ

添付ファイル付きの経費の詳細が表示されます。

自分の経費レポートの詳細ページ

経費のリストが記載されているレポートの詳細と、［リ
コール］のオプションが表示されます。

自分の経費レポートページ

経費レポート一覧が表示されます。

レガシー統合の追加
システム管理者として、次のプロセスを使用して Concur 統合を有効にします。前提条件を満たしていることを確認
してから、Concur 統合をセットアップします。統合をセットアップした後、従業員に従業員名、電子メールアドレ
ス、従業員 ID、または専用アカウントのログイン ID を提供し、SAP Concur プロファイル設定の調整を依頼します。
このプロセスを完了すると、Citrix マイクロアプリの使用によって実行されたすべてのアクションを含む、既存のレ
ベルの監査ログが保持されます。
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必須条件の確認
これらの前提条件は、組織の SAP Concur インスタンスを管理して統合をセットアップすることを想定しています。

Citrix Workspace マイクロアプリに統合を追加するには、以下の詳細情報が必要です：
•
•
•

インスタンス URL
ユーザー名
パスワード

OAuth 2.0 の場合：
• OAuth クライアント ID
• OAuth クライアントシークレット
• 認証 URL
注：
利用可能な場合は、サービス認証方法として常に OAuth 2.0 を使用することをお勧めします。OAuth 2.0 は、
統合が、構成済みのマイクロアプリとの最大限のセキュリティコンプライアンスを満たすことを保証します。

•

新しい oauth2 client_id と client_secret を取得して、クライアントのアプリケーションのスコープを定義
します。

重要：

Concur でサポートチケットを作成し、OAuth 2.0 を使用して統合を構成し、正しい認証コールバック URL を
登録します。サポートチケットには、以下のテキストを使用することをお勧めします：

Citrix Workspace との統合を有効にするため、OAuth 2.0 資格情報を要求します。このツールでは、サービ
スアカウントを使用して最近の経費レポートと個別項目の詳細をダウンロードし、管理者に保留中の承認を提
示します。これにより、従業員はクイック経費申請の提出、承認、および拒否ができます。エンドユーザーが行
ったアクションは、3LO 承認ページに送られて、そこで Concur 資格情報を入力して、Workspace アプリに
よるアクセスを承認します。
プライベートデータへのアクセスを可能にし、OAuth 認証済みユーザーアクションを有効にする認証許可アク
セスと統合するために、次の承認済みリダイレクト URL を Concur に追加します。一覧の最初のコールバック
は変更されません。2 番目のコールバックはターゲットアプリケーションによって異なり、統合の作成時に URL
アドレスバーに表示されます。セクション {yourmicroappserverurl} は、テナント部分、リージョン部分、環
境部分で構成されています：https://%7BtenantID%7D.%7Bregion(us/eu/ap‑s)%7D.iws.cloud.com：

• <https://microapps_server_URL/admin/api/external-services/com.sapho.
services.concur.ConcurService/auth/serverContext>

• <https://microapps_server_URL/app/api/auth/serviceAction/callback>
• SAP Concur から購入した Web サービスコンポーネントが必要です。会社が Web サービスコンポーネント
を購入していない場合は、組織の SAP Concur 管理者が SAP Concur のアカウントマネージャーに問い合わ
せるように依頼します。
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• Citrix Gateway が SAP Concur のシングルサインオンに対応するように構成して、ユーザーがログインす
ると、再度資格情報を入力する必要がなく自動的に再ログインできるようにします。「Concur シングルサイ
ンオン構成」の手順に従ってください。SSO の構成について詳しくは、「Citrix Gateway サービス」を参照
してください。

従来のテンプレートの構成

Citrix Workspace マイクロアプリに SAP Concur 統合を追加して、アプリケーションに接続します。これにより、
通知とアクションが設定済みとなっている追加設定不要のマイクロアプリを、Workspace 内で使用できるようにな
ります。
次の手順を実行します：

1.

概要ページから、［はじめに］を選択します。

［統合の管理］ページが開きます。

2.［新しい統合を追加］および ［Citrix 提供のテンプレートから新しい統合を追加する］を選択します。
3.［SAP Concur］タイルを選択します。
4.

統合の名前を入力します。
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5.

前提条件として収集したコネクタのパラメーターを入力します。

•［インスタンス URL］を入力します。
•［ユーザー名］と ［パスワード］を入力します。
•［認証方法］を選択します。OAuth 2.0 セキュリティプロトコルを使用して、委任されたアクセスの要
求/承認トークンを生成します。
•［認証 URL］を入力して、ターゲットアプリケーション統合をセットアップするときに提供される承認
サーバーの URL を定義します。
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•［OAuth 2.0 認証方法］を選択します。
–［資格情報］リソース所有者の代わりに、クライアントの資格情報が使用されます。アクセストーク
ンは、クライアント自体に関連付けられるか、リソース所有者から委任された承認に関連付けられ
ます。

–
•

承認の許可（3LO）リソース所有者がアクセスを許可します。

前提条件の手順で収集した ［OAuth クライアント ID］と ［OAuth クライアントシークレット］を入
力します。

6.

必要に応じて、以下のラジオボタンをクリックします：

•
•

経費モジュール従業員が経費追跡へアクセスできるようにします。
経費グループ設定 OAuth アクセストークンが割り当てられている経費グループの経費ポリシー、経費
タイプ、および支払いタイプのリストを取得します。

•

経費レポートの詳細（配分と明細表示）レポート ID、エントリ ID、または明細表示 ID に関連する配分
情報を取得できます。

•
•

出張モジュール旅程、出張の概略、出張許可願いなどの出張データへアクセスできるようにします。
経費の委任者 OAuth アクセストークンで指定されたユーザーに、代理アクセス許可を付与したユーザ
ーのリストを取得します。

7.［接続の数］に数字を入力します。この値で、データ同期を開始する文字列の数を決定します。
注：
デフォルトの接続の数は 1 です。より多くの接続を開くと、データ同期の時間が短縮されますが、マイ
クロアプリサーバーの負荷が増加し、そのパフォーマンスに影響を与える可能性があります。必要な場
合は、10 以下にすることをお勧めします。

8.［追加］を選択します。
［マイクロアプリ統合］ページが開き、追加した統合とそのマイクロアプリが表示されています。ここから別の統合を
追加したり、追加設定不要のマイクロアプリのセットアップを続行したり、この統合用の新しいマイクロアプリを作
成したりできます。
これで、最初のデータ同期を設定して実行する準備ができました。統合アプリケーションからマイクロアプリプラッ
トフォームに大量のデータをプルできるので、
［テーブル］ページを使用して、最初のデータ同期のエンティティをフ
ィルタリングし、同期を高速化することをお勧めします。詳しくは、
「必要なエンティティの確認」を参照してくださ
い。同期ルール、スケジュールを満たさない同期、および拒否ルールについて詳しくは、
「データの同期」を参照して
ください。

API エンドポイントとテーブルエンティティについて詳しくは、「Concur コネクタの仕様」を参照してください。
従来の SAP Concur マイクロアプリの使用
既存のアプリケーション統合には、追加設定不要のマイクロアプリが付属しています。これらのマイクロアプリから
開始して、ニーズに合わせてカスタマイズします。
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重要
次の SAP Concur のマイクロアプリは廃止されました：クイック経費申請の提出、ユーザーの作成、およびユ
ーザー。誤って構成しないように、これらのマイクロアプリは削除する必要があります。マイクロアプリを削除
するには、
［マイクロアプリ統合］ページから、削除するマイクロアプリの横にあるメニューを選択します。
［マ
イクロアプリを削除］を選択して、確定します。

SAP Concur 統合には、以下の設定済みで追加設定不要のマイクロアプリが付属しています：
承認：保留中の経費レポートを承認するか、差し戻します。

通知またはページ

ユースケースワークフロー

承認リマインダー通知

経費レポートの承認が保留中で、期限前の既定のしき
い値（たとえば、デフォルトでは 3 日）を経過すると、
承認者は通知リマインダーを受け取ります。

新規依頼通知

新しい承認依頼が承認者に割り当てられると、承認者
は通知を受け取ります。

新規依頼（変更）通知

承認依頼に変更があると、承認者は通知を受け取りま
す。

経費の詳細ページ

経費の詳細の読み取り専用ビューを提供します。

自分の保留中の承認ページ

パーソナライズされた保留中の承認の一覧を提供しま
す。

レポートのレビューページ

承認保留中の経費レポートの詳細ビューを備えたアク
ション可能なフォームを提供します。

経費：経費を検索して表示します。
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通知またはページ

ユースケースワークフロー

経費の詳細ページ

経費の詳細の読み取り専用ビューを提供します。

自分の経費ぺージ

パーソナライズされた経費一覧を提供します。

レポートの詳細ページ

コメント用のフィールドを備えた経費レポートの詳細
ビューを提供します。

旅程：旅程を検索、表示、共有します。

通知またはページ

ユースケースワークフロー

新規旅程予約完了通知

ユーザーの新しい旅程が予約され、チケットが発行さ
れると、ユーザーは通知を受け取ります。

新規共有旅程通知

旅程がユーザーと共有されると、ユーザーは通知を受
け取ります。

旅程の詳細ページ

ユーザーの旅程ビューとアクション可能な共有ボタン
を提供します。

自分の旅程ページ

パーソナライズされた旅程一覧を提供します。

旅程の共有ページ

ユーザーの旅程を共有するためのフォームを提供しま
す。

レポート：提出された経費レポートを検索して表示します。

通知またはページ

ユースケースワークフロー

申請承認通知

ユーザーの経費レポートが承認されると、ユーザーは
通知を受け取ります。

申請差戻し通知

ユーザーの経費レポートが差し戻されると、ユーザー
は通知を受け取ります。

経費の詳細ページ

経費の詳細の読み取り専用ビューを提供します。

経費レポートページ

コメント用のフィールドを備えた経費レポートの詳細
ビューを提供します。

自分の保留中の経費レポートページ

パーソナライズされた経費レポート一覧を提供します。
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Cherwell の統合
December 7, 2021
Cherwell 統合テンプレートを展開して、インシデントとサービス要求を管理し、変更に関する通知が行われるよう
にします。
ご意見、ご要望をお聞かせください。この統合テンプレートに関するフィードバックをお送りください。また、問題
についてはサポートチームが専用のフォーラムを毎日確認いたします。
すぐに利用可能な Cherwell 用のマイクロアプリの包括的な詳細については、
「Cherwell マイクロアプリの使用」を
参照してください。

必須条件の確認

Cherwell でこの統合をセットアップした後、Citrix Workspace マイクロアプリに統合を追加するには、以下のア
ーティファクトが必要になります：

•

ベース URL：https:/{ Cherwell_Instance_URL } /CherwellAPI/api/。
{ Cherwell_Instance_UR

}は、Cherwell を購入した際に取得しています。

•

URL：https:/{ Cherwell_Instance_URL } /CherwellAPI/token。{
Cherwell_Instance_URL }は、Cherwell を購入した際に取得しています。
• ユーザー名：ユーザー名とパスワードは、Cherwell にアクセスできるサービスアカウントの資格情報です。
• パスワード：ユーザー名とパスワードは、Cherwell にアクセスできるサービスアカウントの資格情報です。
• クライアント ID：クライアント ID は、承認サーバーに固有のクライアント登録情報を表す文字列です。
• クライアントシークレット：クライアントシークレットは、ターゲットアプリケーション統合のセットアップ
ト

ー

ク

ン

時に発行される一意の文字列です。
利用可能な場合は、サービス認証方法として常に OAuth 2.0 を使用することをお勧めします。OAuth 2.0 は、統合
が、構成済みのマイクロアプリとの最大限のセキュリティコンプライアンスを満たすことを保証します。
統合では Cherwell インスタンスへの定期的なアクセスが必要なので、Cherwell で専用のユーザーアカウントを作
成することをお勧めします。このアカウントには、次の権限が必要です：

•

管理者セキュリティグループ

クライアント ID とクライアントシークレットの作成
この手順を実行する前に、https://{ Cherwell_Instance_URL } /CherwellAutoDeploy/に移動
して、Cherwell Service Management をダウンロードおよびインストールします。

1.

ユーザー ID とパスワードを使用してログインします。

2. Cherwell Service Management アプリの画面で、［Security］を選択します。
3.［Edit REST API client settings］に移動します。
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4.［Create a new client］を選択します。
5.

次の値を入力します：

• 名前
• 説明
•［Token lifespan］に「360」を入力します。
• *［Refresh Token lifespan］に「1440*」を入力します。
•［API Access enabled］チェックボックスを選択します。
6.［Save current client］を選択します。
7.

クライアントキーをコピーして保存します。これは、統合を構成するときに、サービス認証のクライアント ID
とクライアントシークレットの値になります。

ユーザー名とパスワードの作成
この手順を実行する前に、https://{ Cherwell_Instance_URL } /CherwellAutoDeploy/に移動
して、Cherwell Service Management をダウンロードおよびインストールします。

1.

ユーザー ID とパスワードを使用してログインします。

2. Cherwell Service Management アプリの画面で、［Security］を選択します。
3.［Edit Users］を選択します。
4.［Create new user］を選択します。
5.

次の値を入力します：

•
•
•

ログイン ID
パスワード
パスワードの確認入力

6.［Security Group: Admin］を選択し、フルネームとメールアドレスを入力します。
7.［Password never expires］チェックボックスを選択します。
8.［Save current user］を選択します。
注：

Citrix Workspace マイクロアプリへの統合の追加
Cherwell 統合を Citrix Workspace マイクロアプリに追加して、アプリケーションに接続します。これにより、通
知とアクションが設定済みとなっている追加設定不要のマイクロアプリを、Workspace 内で使用できるようになり
ます。
次の手順を実行します：
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1.［マイクロアプリ統合］ページで ［新しい統合を追加］および ［Citrix 提供のテンプレートから新しい統合を
追加する］を選択します。

2. Cherwell タイルを選択します。
3. 統合の名前を入力します。
4. コネクタのパラメーターを入力します。
• インスタンスの ［ベース URL］を入力します：https:/{ Cherwell_Instance_URL } /
CherwellAPI/api/。{ Cherwell_Instance_URL }は、Cherwell を購入した際に取得し
ています。

•

アイコンライブラリから統合のアイコンを選択するか、デフォルトのアイコンのままにしておきます。

5.［サービス認証］で ［認証方法］メニューから ［OAuth 2.0］を選択して認証の詳細を完了します。認証オプ
ションは事前に選択されています。プロセスの完了時に、これらのオプションが選択されていることを確認し
てください。OAuth 2.0 セキュリティプロトコルを使用して、委任されたアクセスの要求/承認トークンを
生成します。利用可能な場合は、サービス認証方法として常に OAuth 2.0 を使用することをお勧めします。

OAuth 2.0 は、統合が、構成済みのマイクロアプリとの最大限のセキュリティコンプライアンスを満たすこと
を保証します。

a)［許可の種類］メニューから ［リソース所有者のパスワード］を選択します。
b)［許可の種類の値］にパスワードを入力します。
c)［トークン認証］で ［要求の本文］を選択します。
d)［トークンコンテンツの種類］で ［URL エンコード形式］を選択します。
e)［トークン URL］を入力します：https:/{ Cherwell_Instance_URL } /CherwellAPI/
token。{ Cherwell_Instance_URL }は、Cherwell を購入した際に取得しています。
f)［ユーザー名］を入力します。ユーザー名とパスワードは、Cherwell にアクセスできるサービスアカウ
ントの資格情報です。

g)［パスワード］を入力します。ユーザー名とパスワードは、Cherwell にアクセスできるサービスアカウ
ントの資格情報です。

h)［クライアント ID］を入力します。クライアント ID は、承認サーバーに固有のクライアント登録情報を
表す文字列です。

i)［クライアントシークレット］を入力します。クライアントシークレットは、ターゲットアプリケーショ
ン統合のセットアップ時に発行される一意の文字列です。

j)［ヘッダープレフィックス］メニューから ［ベアラー］を選択します。
k)［アクセストークンパラメーター］で、［名前］に「auth_mode」、［値］に「internal」を入力します。
6.［サービスアクション認証］トグルは無効のままにします。
7.［要求レート制限を有効にする］トグルは無効のままにします。
8.（オプション）サポートのために 24 時間のログを保持するには、［ログ］を有効にします。
9.［保存］を選択して続行します。
これで、最初のデータ同期を設定して実行する準備ができました。同期ルール、スケジュールを満たさない同期、お
よび拒否ルールについて詳しくは、「データの同期」を参照してください。

API エンドポイントとテーブルエンティティについて詳しくは、「Cherwell コネクタの仕様」を参照してください。
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Cherwell マイクロアプリの使用
既存のアプリケーション統合には、追加設定不要のマイクロアプリが付属しています。これらのマイクロアプリから
開始して、ニーズに合わせてカスタマイズします。
インシデントの作成：ユーザーはインシデントを作成できます。

通知またはページ

ユースケースワークフロー

インシデントの作成ページ

インシデントを作成するフォームが表示されます。

サービス要求の作成：カタログから新しいサービス要求を作成するか、または事前定義されたサービス要求テンプレ
ートを選択します。

通知またはページ

ユースケースワークフロー

サービス要求の作成ページ

事前定義されたテンプレートを選択、またはサービス
カタログから要求を作成するためのフォームが表示さ
れます。

自分のオープンインシデント：ワークスペースユーザーは所有するオープンインシデントを表示および管理できます。

通知またはページ

ユースケースワークフロー

インシデント作成通知

新しいインシデントが作成されると、インシデントの
所有者は通知を受け取ります。

インシデント解決 SLA しきい値ヒット通知

インシデントの解決 SLA が達成されなかった場合、イ
ンシデントの所有者は通知を受け取ります。

インシデント応答 SLA しきい値ヒット通知

インシデントの応答 SLA が達成されなかった場合、イ
ンシデントの所有者は通知を受け取ります。

インシデントステータス変更通知

インシデントのステータスが変更されると、インシデ
ントの所有者は通知を受け取ります。

自分のオープンインシデントページ

ワークスペースユーザーが所有するオープンインシデ
ントのリストが表示されます。

インシデントの詳細ページ

コメントの追加およびインシデントの取り消しオプシ
ョンとともに、コメントを含むインシデントの詳細が
表示されます。

自分のオープンサービス要求：ワークスペースユーザーは所有するオープンサービス要求を表示および管理できます。
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通知またはページ

ユースケースワークフロー

サービス要求作成通知

新しいサービス要求が作成されると、インシデントの
所有者は通知を受け取ります。

サービス要求解決 SLA しきい値ヒット通知

新しいサービス要求の解決 SLA が達成されなかった場
合、インシデントの所有者は通知を受け取ります。

サービス要求応答 SLA しきい値ヒット通知

新しいサービス要求の応答 SLA が達成されなかった場
合、インシデントの所有者は通知を受け取ります。

サービス要求ステータス変更通知

新しいサービス要求のステータスが変更されると、イ
ンシデントの所有者は通知を受け取ります。

自分のオープンサービス要求

ワークスペースユーザーが所有するオープンサービス
要求のリストが表示されます。

サービス要求の詳細

コメントの追加およびサービス要求の取り消しオプシ
ョンとともに、コメントを含むサービス要求の詳細が
表示されます。

DocuSign の統合
December 7, 2021
DocuSign 統合を展開して、Citrix Workspace を使用する任意のデバイスからデジタル署名のエンベロープを送
受信します。ユーザーは、署名用の新しいテンプレートを開始し、保留中の新しいドキュメントの通知を受信し、

DocuSign の受信ボックスで以前に送受信されたエンベロープの一覧を表示できます。
注：
ご意見・ご要望をお待ちしています。この統合テンプレートに関するフィードバックをお送りください。また、
問題についてはサポートチームが専用のフォーラムを毎日確認いたします。
すぐに利用可能な DocuSign 用のマイクロアプリの包括的な詳細については、「DocuSign マイクロアプリの使用」
を参照してください。

必須条件の確認
これらの前提条件は、管理者が組織の DocuSign 統合セットアップの一部であることを前提としています。この

DocuSign 管理者アカウントには、ユーザー情報の完全な読み取り権限が必要です。
DocuSign とのこの統合を設定した後、Citrix Workspace マイクロアプリに統合を追加するには、これらのアーテ
ィファクト、特に OAuth 統合を設定するための次のパラメーターの一覧が必要になります：
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•

ベース URL：エンドポイントパスが追加されるベース URL。［Apps and Keys］のサービスアカウントか
らベース URL を収集できます。ベース URL 形式：{ baseURL fetched from sevice account

} /restapi/2.1/。ベース URL の検索方法については、「OAuth サーバーの構成」を参照してくださ
い。

• DocuSign アカウント ID：DocuSign の管理者アカウント ID。「OAuth サーバーの構成」を参照してくだ
さい。

•

環境 URL：たとえば、ベース URL のうちのhttps://{ yourEnvironmentalURL } .docusign

.net/restapi/v2.1/。

•
•
•

認証 URL：https://account-d.docusign.com/oauth/auth
トークン URL：https://account-d.docusign.com/oauth/token
クライアント ID：クライアント ID は、承認サーバーに固有のクライアント登録情報を表す文字列です。また、

DocuSign のすべてのアプリケーションキーは、DocuSign の Go‑Live プロセスに合格する必要があります。
これは、統合キー（ClientId）に適用されます。これには最大 1 週間かかる場合があります。DocuSign の Go‑
Live プロセスについて詳しくは、「https://developers.docusign.com/docs/esign‑rest‑api/go‑live/」
を参照してください。

•

クライアントシークレット：クライアントシークレットは、ターゲットアプリケーション統合のセットアップ
時に発行される一意の文字列です。

注：
利用可能な場合は、サービス認証方法として常に OAuth 2.0 を使用することをお勧めします。OAuth 2.0 は、
統合が、構成済みのマイクロアプリとの最大限のセキュリティコンプライアンスを満たすことを保証します。

Citrix Gateway が DocuSign のシングルサインオンに対応するように構成して、ユーザーがログインすると、再
度資格情報を入力する必要がなく自動的に再ログインできるようにします。SSO の構成について詳しくは、「Citrix
Gateway サービス」を参照してください。
特定のリソースに対して実行できる API 要求の数は限られているため、以下をお勧めします：

DocuSign API 制限フォームのリンク：https://developers.docusign.com/docs/esign‑soap‑api/esign101/
security/call‑limits/

新しいサービスアカウントの作成
ここから登録します：https://admin.docusign.com。ここでユーザー権限プロファイルを表示できます：https:

//support.docusign.com/en/guides/ndse‑admin‑guide‑permission‑sets。eSignature Admin のデモバ
ージョンにアクセスする場合は、代わりに次の URL を使用してください：https://admindemo.docusign.com。
新しいサービスアカウントについて詳しくは、https://support.docusign.com/en/guides/org‑admin‑guide‑
getting‑startedを参照してください。

OAuth サーバーの構成
DocuSign 統合を介してデータを読み取るように OAuth サーバーを構成します。
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1.

サービスアカウントを使用して eSignature Admin にログインします：https://admin.docusign.com。

eSignature Admin のデモバージョンの場合：https://admindemo.docusign.com。詳しくは、https:
//support.docusign.com/en/guides/ndse‑admin‑guide‑accessお よ びhttps://support.docusign.
com/en/guides/ndse‑admin‑guide‑welcome‑to‑administrationを参照してください。
2. ナビゲーションバーの ［Setting］に移動します。
3. 設定ページで、［Apps and Keys］、［ADD APP & INTEGRATION KEY］の順に選択します。
4. アプリ名を入力し、［ADD］を選択します。
5.［+Add Secret Key］を選択して秘密キーを生成します。
6.［Redirect URI］を入力します：https://{ yourmicroappserverurl } /admin/api/gwsc/
auth/serverContext

7.

画面に表示されている統合キーと秘密キー（ClientId と Secret）をコピーして保存します。統合を構成する
ときに、これらの詳細をサービス認証に使用します。

8. アカウントのベース URI をコピーして保存します。
9. DocuSign アカウント ID をコピーして保存します。
また、DocuSign のすべてのアプリケーションキーは、DocuSign の Go‑Live プロセスに合格する必要があります。
これは、統合キー（ClientId）に適用されます。これには最大 1 週間かかる場合があります。DocuSign の Go‑Live
プロセスについて詳しくは、「https://developers.docusign.com/docs/esign‑rest‑api/go‑live/」を参照して
ください。

OAuth クライアントの構成
DocuSign 統合を通じてデータをライトバックするように OAuth クライアントを構成します。
1.

サービスアカウントを使用して eSignature Admin にログインします：https://admin.docusign.com。

eSignature Admin のデモバージョンの場合：https://admindemo.docusign.com。詳しくは、https:
//support.docusign.com/en/guides/ndse‑admin‑guide‑accessお よ びhttps://support.docusign.
com/en/guides/ndse‑admin‑guide‑welcome‑to‑administrationを参照してください。
2. ナビゲーションバーの ［Setting］に移動します。
3. 設定ページで、［Apps and Keys］、［ADD APP & INTEGRATION KEY］の順に選択します。
4. アプリ名を入力し、［ADD］を選択します。
5.［+Add Secret Key］を選択して秘密キーを生成します。
6.［Redirect URI］ を 入 力 し ま す：https://{ yourmicroappserverurl } /app/api/auth/
serviceAction/callback

7.

画面に表示されている統合キーと秘密キー（ClientId と Secret）をコピーして保存します。統合を構成する
ときに、これらの詳細をサービスアクション認証に使用します。

また、DocuSign のすべてのアプリケーションキーは、DocuSign の Go‑Live プロセスに合格する必要があります。
これは、統合キー（ClientId）に適用されます。これには最大 1 週間かかる場合があります。DocuSign の Go‑Live
プロセスについて詳しくは、「https://developers.docusign.com/docs/esign‑rest‑api/go‑live/」を参照して
ください。
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組織の構成
アカウントを組織に関連付けます。組織の作成に使用したアカウントは自動的に関連付けられます。

1. eSignature Admin のホームページで ［GET STARTED］を選択します。DocuSign アカウントにこのオプ
ションが表示されない場合、DocuSign Admin はアカウントで有効になっていません。DocuSign アカウン
トマネージャーにサポートを依頼してください。

2.

表示された ［Organization Name］フィールドと任意の ［Description］フィールドに入力し、
［NEXT］
を選択します。

3.［CREATE］を選択して、組織の作成を完了します。詳しくは、https://support.docusign.com/en/guides/
org‑admin‑guide‑create‑orgを参照してください。
4.［Organization Admin］ダッシュボードに移動します。
［Connected Apps］
、
［AUTHORIZE APPLICA‑
TION］の順に選択します。
5. OAuth サーバーとクライアントの構成中に入力および作成したアプリ名を選択します。［ADD］を選択して、
権限を指定します。

6.

以 下 の ス コ ー プ を 入 力 し ま す。 詳 し く は、 「https://developers.docusign.com/platform/auth/

reference/scopes」を参照してください。
• サービス認証の場合、「OAuth サーバーの構成」で作成したアプリ名を選択し、user_read 権限を指定
し、［ADD］を選択します。
• サ ー ビ ス ア ク シ ョ ン 認 証 の 場 合、「OAuth ク ラ イ ア ン ト の 構 成」 で 作 成 し た ア プ リ 名 を 選 択 し、
user_write 権限を指定し、［ADD］を選択します。

Citrix Workspace マイクロアプリへの統合の追加
DocuSign 統合を Citrix Workspace マイクロアプリに追加して、アプリケーションに接続します。認証オプション
は事前に選択されています。プロセスの完了時に、これらのオプションが選択されていることを確認してください。
これにより、通知とアクションが設定済みとなっている追加設定不要のマイクロアプリを、Workspace 内で使用で
きるようになります。
次の手順を実行します：

1.［マイクロアプリ統合］ページで ［新しい統合を追加］および ［Citrix 提供のテンプレートから新しい統合を
追加する］を選択します。

2. DocuSign タイルを選択します。
3.

統合の統合名を入力します。

4.

コネクタのパラメーターを入力します。

•
•

インスタンスのベース URL を入力します：
アイコンライブラリから統合のアイコンを選択するか、デフォルトのアイコンのままにしておきます。
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5. DocuSign アカウント ID を入力します。「OAuth サーバーの構成」を参照してください。
6.［サービス認証］で ［認証方法］メニューから ［OAuth 2.0］を選択して認証の詳細を完了します。認証オプ
ションは事前に選択されています。プロセスの完了時に、これらのオプションが選択されていることを確認し
てください。OAuth 2.0 セキュリティプロトコルを使用して、委任されたアクセスの要求/承認トークンを
生成します。利用可能な場合は、サービス認証方法として常に OAuth 2.0 を使用することをお勧めします。

OAuth 2.0 は、統合が、構成済みのマイクロアプリとの最大限のセキュリティコンプライアンスを満たすこと
を保証します。

a)［許可の種類］メニューで ［認証コード］を選択します。これによって、クライアントが交換するアク
セストークン用の一時コードが付与されます。コードは認証サーバーから取得され、そこでクライアン
トが要求している情報を確認できます。この許可の種類のみが、安全なユーザーの偽装を有効にします。
これにより、アプリケーションの登録時に使用する ［コールバック URL］が表示されます

b)［トークン認証］メニューから ［要求の本文］を選択します。
c)［認証 URL］は事前に入力されています。
d)［トークン URL］は事前に入力されています。
e) スコープに次のように入力されていることを確認します：user_read
f)［クライアント ID］を入力します。クライアント ID は、承認サーバーに固有のクライアント登録情報を
表す文字列です。OAuth サーバーを構成したときに、クライアント ID とシークレットを収集します。
統合構成ページに表示される ［コールバック URL］を追加する必要があります。
g)［クライアントシークレット］を入力します。クライアントシークレットは、ターゲットアプリケーショ
ン統合のセットアップ時に発行される一意の文字列です。
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7.［サービスアクション認証］で ［［アクション］で個別のユーザー認証を使用する］トグルを有効にします。サ
ービスアクション認証は、サービスアクションレベルで認証します。認証オプションは事前に選択されていま
す。プロセスの完了時に、これらのオプションが選択されていることを確認してください。

a)［認証方法］メニューから ［OAuth 2.0］を選択して認証の詳細を完了します。
b)［許可の種類］メニューで ［認証コード］を選択します。これによって、クライアントが交換するアク
セストークン用の一時コードが付与されます。コードは認証サーバーから取得され、そこでクライアン
トが要求している情報を確認できます。この許可の種類のみが、安全なユーザーの偽装を有効にします。
これにより、アプリケーションの登録時に使用する ［コールバック URL］が表示されます

c)［トークン認証］メニューから ［要求の本文］を選択します。
d)［認証 URL］は事前に入力されています。
e)［トークン URL］は事前に入力されています。
f) スコープに次のように入力されていることを確認します：user_write
g)［クライアント ID］を入力します。クライアント ID は、承認サーバーに固有のクライアント登録情報を
表す文字列です。OAuth クライアントを構成したときに、クライアント ID とシークレットを収集しま
す。統合構成ページに表示される ［コールバック URL］を追加する必要があります。
h)［クライアントシークレット］を入力します。クライアントシークレットは、ターゲットアプリケーショ
ン統合のセットアップ時に発行される一意の文字列です。
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8.［要求レート制限を有効にする］を有効にします。［要求数］に「400」と入力し、［時間間隔］は ［1 分］にし
ます。

1..［要求タイムアウト］は、デフォルトで「120」に設定されています。
9.（オプション）サポートのために 24 時間のログを保持するには、［ログ］を有効にします。

10.［保存］を選択して続行します。
11.［OAuth 認証］で ［承認］を選択して、サービスアカウントにログインします。Google のログイン画面がポ
ップアップで表示されます。

a) サービスアカウントのユーザー名とパスワードを入力し、［ログイン］を選択します。
b)［同意］を選択します。
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ボタンへのアクションの追加
以下のボタンで ［移動先 URL］アクションを構成して［エンベロープに署名］および ［エンベロープを表示する］ボ
タンの機能を有効にします。この ［移動先 URL］の構成は、ユーザーアクションを DocuSign の特定のエンベロー
プの詳細ページにリダイレクトします。

1.

ページビルダーで次のボタンに移動して選択します。以下の各ボタンに対してこの手順を実行します：

•

自分が受信したエンベロープマイクロアプリ：［保留中のエンベロープの詳細］ページ：［エンベロープ
に署名］ボタン

•

自分が送信したエンベロープマイクロアプリ：［受信者のエンベロープの表示］ページ：［エンベロープ
に署名］ボタン

•

自分が送信したエンベロープマイクロアプリ：［送信者のエンベロープの表示］ページ：［エンベロープ
を表示する］ボタン

2.

右側の ［アクション］タブを選択します。

3.［アクション］で、［移動先 URL］を選択します。
4.［URL テンプレート］フィールドで URL の{ yourEnvironmentName }部分を環境 URL に置き換えま
す。ベース URL で環境 URL を見つけます：https://{ yourEnvironmentName } .docusign.
net/restapi/v2.1/。例：https://appdemo.docusign.com/documents/details/\\{
\\{ nested_table_envelopes_recipients_sign.envelope_id\ } \ }。
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5.

他のボタンに対してもこの手順を繰り返します。

これで、最初のデータ同期を設定して実行する準備ができました。同期ルール、スケジュールを満たさない同期、お
よび拒否ルールについて詳しくは、「データの同期」を参照してください。

API エンドポイントとテーブルエンティティについて詳しくは、「DocuSign コネクタの仕様」を参照してください。

DocuSign マイクロアプリの使用
既存のアプリケーション統合には、追加設定不要のマイクロアプリが付属しています。これらのマイクロアプリから
開始して、ニーズに合わせてカスタマイズします。
注：
［エンベロープに署名］および ［エンベロープを表示する］ボタンの機能を有効にするには、
［保留中のエンベロ
ープの詳細］ページ、
［受信者のエンベロープの表示］ページ、
［送信者のエンベロープの表示］ページの［アクシ
ョン］ボタンを環境 URL に置き換える必要があります。
「ボタンへのアクションの追加」を参照してください。
自分が受信したエンベロープ：ユーザーの受信した、署名を待機しているエンベロープを表示します。ユーザーは、
自分自身を認証し、DocuSign でエンベロープを表示できます。

通知またはページ

ユースケースワークフロー

自分が受信したエンベロープページ

メールの件名または送信者名でエンベロープをフィル
タリングする検索オプションを使用して、ユーザーの
署名が保留されているすべてのエンベロープを含むテ
ーブルを提供します。ユーザーは、ステータスが Sent
および Delivered のエンベロープを表示できます。
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通知またはページ

ユースケースワークフロー

受信したエンベロープの詳細ページ

メールの件名、送信者名、有効期限（日数）など、署名
が保留されているエンベロープの詳細を提供します。
ユーザーは ［エンベロープに署名］ボタンを使用して、
ワークスペースでエンベロープを表示できます。

エンベロープに署名ページ

Citrix Workspace からエンベロープに署名するため
のフォームを提供します。

テンプレートを送信する：既存の署名のテンプレートを送信します。

通知またはページ

ユースケースワークフロー

テンプレートの選択ページ

ユーザーのすべてのテンプレートが含まれたテーブル
を提供します。この統合では、テンプレート一覧で

Shared テンプレートがサインインしたユーザーに表
示されません。
テンプレートの送信ページ

テンプレートを受信者に送信するためのフォームを提
供します。送信者は、エンベロープを送信するために、
名前、メール、役割の詳細を指定します。エンベロー
プは、一度に最大 3 人の受信者に送信できます。テン
プレートを使用してエンベロープを送信するためには、
テンプレートにドキュメントが含まれている必要があ
ります。

自分が送信したエンベロープ：ユーザーが送信したエンベロープの一覧を表示します。ユーザーは、エンベロープの
詳細を表示したり、受信者を追加、編集、削除したりすることもできます。
注：
通知は、作成後 2 日で期限切れになります。
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通知またはページ

ユースケースワークフロー

エンベロープステータスの変更通知

エンベロープのステータスが Completed または

Declined に変更されると通知が生成され、エンベロー
プの送信者に送信されます。レコードが Citrix マイク
ロアプリデータベースに追加されたときに、エンベロ
ープのステータスが既に Completed または

Declined になっていた場合、送信者に対して通知は生
成されません。
［新しいエンベロープ］通知

新しいエンベロープを受信すると、エンベロープのス
テータスと受信者のステータスが Sent または

Delivered のいずれかになり、通知が生成されて関連
する受信者に送信されます。
受信者の追加ページ

受信者をエンベロープに追加するためのフォームを提
供します。名前、メール、役割などの入力フィールド
が含まれます。

受信者の編集ページ

名前やメールなどの入力フィールドを編集するための
フォームを提供します。ユーザーが名前またはメール
を変更すると、
［保存時手再送信］ボタンが表示され、
メールが受信者に送信されます。

エンベロープの詳細ページ

メールの件名、作成日、ステータスなどのエンベロー
プの詳細を提供します。また、エンベロープに関連付
けられている受信者のリストと、
［受信者の追加］ボタ
ンも表示されます。ユーザーは、無効になったまたは
拒否されたエンベロープに対して編集を加えたり、受
信者を追加したりすることはできません。

自分が送信したエンベロープページ

ステータス（送信済み、配信済み、完了、拒否、無効）
を含めた、ユーザーが送信したすべてのエンベロープ
の一覧が表示されます。また検索バーから、メールの
件名またはエンベロープのステータスでエンベロープ
をフィルタリングできます。

受信者の詳細ページ

名前、メール、ステータスなどの受信者の詳細を、次
のボタンとともに提供します：受信者の編集、エンベ
ロープを再送信する、受信者の削除。
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通知またはページ

ユースケースワークフロー

エンベロープに署名ページ

メールの件名、送信者名、有効期限（日数）など、署名
が保留されているエンベロープの詳細を提供します。
ユーザーは、DocuSign のエンベロープを ［エンベロ
ープに署名］ボタンを使用して表示してから署名でき
ます。

エンベロープの表示ページ

メールの件名、作成日、ステータスなどのエンベロー
プの詳細を提供します。エンベロープに関連付けられ
ている受信者の一覧と ［エンベロープに署名］ボタン
も表示されます。

Google Analytics の統合
May 28, 2021
Google Analytics と統合して、設定済みのマイクロアプリ経由でトラフィックを監視します。ニュースアグリゲー
ターとして機能する Citrix Workspace マイクロアプリを使用すると、ユーザーは一か所でトラフィックを追跡でき
るため、Web サイトで分析を手動で確認する必要がなくなります。このプロセスを完了すると、Citrix マイクロアプ
リの使用によって実行されたすべてのアクションを含む、既存のレベルの監査ログが保持されます。
追加設定不要の Google Analytics マイクロアプリの一覧については、「Google Analytics マイクロアプリの使用」
を参照してください。

必須条件の確認
これらの前提条件は、組織の Google Analytics インスタンスを管理して統合をセットアップすることを想定してい
ます。Citrix Workspace マイクロアプリに統合を追加するには、以下の詳細情報が必要です：

• Google Analytics アカウント
• クライアント ID とクライアントシークレット
• ビュー ID
• OAuth 2.0 認証資格情報
コールバック URL の追加

URL を 追 加 し て、 プ ラ イ ベ ー ト デ ー タ へ の ア ク セ ス を 許 可 し、OAuth 認 証 済
み ユ ー ザ ー ア ク シ ョ ン を 有 効 に し ま す。 一 覧 の 最 初 の コ ー ル バ ッ ク は 変 更 さ れ ま せ ん。2 番 目 の コ ー ル バ
ッ ク は タ ー ゲ ッ ト ア プ リ ケ ー シ ョ ン に よ っ て 異 な り、 統 合 の 作 成 時 に URL ア ド レ ス バ ー に 表 示 さ れ ま す。

インスタンス構成にカスタム
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{yourmicroappserverurl} は、 テ ナ ン ト 部 分、 リ ー ジ ョ ン 部 分、 環 境 部 分 で 構 成 さ れ て い ま す：
https://%7BtenantID%7D.%7Bregion(us/eu/ap‑s)%7D.iws.cloud.com。
セクション

管理者として Google Analytics にログインし、この統合用に以下の承認済みリダイレクト URL を追加します：

• https://{ yourmicroappserverurl } /admin/api/external-services/com.
sapho.services.googleanalytics.GoogleAnalyticsService/auth/serverContext

• https://{ yourmicroappserverurl } /app/api/auth/serviceAction/callback

Citrix Workspace マイクロアプリへの統合の追加
Google Analytics 統合を Citrix Workspace マイクロアプリに追加して、アプリケーションに接続します。これに
より、通知とアクションが設定済みとなっている追加設定不要のマイクロアプリを、Workspace 内で使用できるよ
うになります。
次の手順を実行します：

1.

概要ページから、［はじめに］を選択します。

［統合の管理］ページが開きます。

2.［新しい統合を追加］および ［Citrix 提供のテンプレートから新しい統合を追加する］を選択します。
3. Google Analytics タイルを選択します。
4.

統合の名前を入力します。
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5.

前の手順で収集したコネクタのパラメーターを入力します：

•［クライアント ID］と ［クライアントシークレット］を入力します。
•［ビュー ID］を入力します。
•［統計の最大日数］を入力します（デフォルトは 30）。
6.

必要に応じて、［アクションでユーザー OAuth 認証を使用する］を切り替えます。

7.［Google Analytics アカウントでログインする］を選択して、OAuth 認証を有効にします。Google のサイ
ンインページが新しいタブで開きます。アカウント名の入力、パスワードの入力、アクセスの確認を求められ
ます。

8.［追加］を選択します。
［マイクロアプリ統合］ページが開き、追加した統合とそのマイクロアプリが表示されています。ここから別の統合を
追加したり、追加設定不要のマイクロアプリのセットアップを続行したり、この統合用の新しいマイクロアプリを作
成したりできます。
これで、最初のデータ同期を設定して実行する準備ができました。統合アプリケーションからマイクロアプリプラッ
トフォームに大量のデータをプルできるので、
［テーブル］ページを使用して、最初のデータ同期のエンティティをフ
ィルタリングし、同期を高速化することをお勧めします。
詳しくは、「統合の構成」で「必要なエンティティの確認」および「データ同期の設定」を参照してください。
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API エンドポイントとテーブルエンティティについて詳しくは、「Google Analytics コネクタの仕様」を参照してく
ださい。

Google Analytics マイクロアプリの使用
既存のアプリケーション統合には、追加設定不要のマイクロアプリが付属しています。これらのマイクロアプリから
開始して、ニーズに合わせてカスタマイズします。

Google Analytics 統合には、以下の設定済みで追加設定不要のマイクロアプリが付属しています：
セッションの指標：セッションとセッションの指標を表示します。

通知またはページ

ユースケースワークフロー

日別のセッション数減少通知

1 日のセッション数が定義された数（デフォルトでは
10%）減少すると、ユーザーは通知を受け取ります。

日別のセッション数増加通知

1 日のセッション数が定義された数（デフォルトでは
10%）増加すると、ユーザーは通知を受け取ります。

週別のセッション数減少通知

1 週間のセッション数が定義された数（デフォルトでは
10%）減少すると、ユーザーは通知を受け取ります。

週別のセッション数増加通知

1 週間のセッション数が定義された数（デフォルトでは
10%）増加すると、ユーザーは通知を受け取ります。

セッションページ

すべてのセッションの一覧を提供します。

ユーザーの指標：ユーザーの指標を表示します。

通知またはページ

ユースケースワークフロー

日別のユーザー数減少通知

1 日のユーザー数が定義された数（デフォルトでは
10%）減少すると、ユーザーは通知を受け取ります。

日別のユーザー数増加通知

1 日のユーザー数が定義された数（デフォルトでは
10%）増加すると、ユーザーは通知を受け取ります。

週別のユーザー数減少通知

1 週間のユーザー数が定義された数（デフォルトでは
10%）減少すると、ユーザーは通知を受け取ります。

週別のユーザー数増加通知

1 週間のユーザー数が定義された数（デフォルトでは
10%）増加すると、ユーザーは通知を受け取ります。

ユーザーページ

すべてのユーザー指標の一覧を提供します。
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Google カレンダーの統合
December 2, 2022
Google カレンダー統合を展開して、任意のデバイスまたはイントラネットから、ユーザーのカレンダーイベント、リ
ストイベント、および業務時間をスケジュールします。この統合により、次の 4 つのユースケースが可能になります：
注：

2 つの Google カレンダー統合テンプレートが提供されています。Java ベースのテンプレートでは、通知を含
め、より多くのユースケースを提供します。これは、カタログの ［統合］カテゴリにあります。すぐ下に、設定
手順が記載されています。また、カタログの ［Citrix Labs］カテゴリの下にも新しい HTTP ベースのテンプ
レートがあります。この統合はより柔軟で、キャッシュされたデータ構造を構成する機能が強化されています。
詳しくは、「Citrix Labs の Google カレンダー統合」を参照してください。

Google カレンダーの追加設定不要のマイクロアプリの包括的な詳細については、「Google カレンダーマイクロアプ
リの使用」を参照してください。
注：
ご意見・ご要望をお待ちしています。この Preview 統合テンプレートに関するフィードバックをお送りくださ
い。また、問題についてはサポートチームが専用のフォーラムを毎日確認いたします。

必須条件の確認
これらの前提条件は、組織の Google カレンダーインスタンスを管理して統合をセットアップすることを想定してい
ます。

•

この統合には、カレンダーデータを Workspace と同期するために使用される専用の Google アカウントが
必要です。このアカウントには、管理 API 特権ユーザー、またはこの特権を含む読み取りまたは標準の管理者
ロールが必要です。

• Workspace をホストする内部サーバーがファイアウォールの内側にある場合、ホスト名 www.google.com
へのアクセスをポート 443 で許可して、Workspace が接続できるようにする必要があります。
• 新しい oauth2 client_id と client_secret を取得して、クライアントのアプリケーションのスコープを定義
します。

• Citrix Gateway が Google カレンダーのシングルサインオンに対応するように構成して、ユーザーがログイ
ンすると、再度資格情報を入力する必要がなく自動的に再ログインできるようにします。
「Google カレンダー
のシングルサインオン構成」の手順に従ってください。SSO の構成について詳しくは、「Citrix Gateway サ
ービス」を参照してください。

Citrix Workspace マイクロアプリに Google カレンダー統合を追加するには、以下の詳細情報が必要です：
• OAUTH 秘密キー JSON
• 偽装管理者ユーザーアカウント
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Google カレンダーのユーザー同意（3LO）認証の場合：
•
•

クライアント ID
クライアントシークレット

注：
利用可能な場合は、サービス認証方法として常に OAuth 2.0 を使用することをお勧めします。OAuth 2.0 は、
統合が、構成済みのマイクロアプリとの最大限のセキュリティコンプライアンスを満たすことを保証します。

Citrix Gateway が Google Meet のシングルサインオンに対応するように構成して、ユーザーがログインすると、
再度資格情報を入力する必要がなく自動的に再ログインできるようにします。SSO の構成について詳しくは、
「Citrix
Gateway サービスhttps://docs.citrix.com/en‑us/citrix‑gateway‑service/」を参照してください。
統合では Google カレンダーインスタンスへの定期的なアクセスが必要なので、Google カレンダーで専用のユーザ
ーアカウントを作成することをお勧めします。このアカウントには、次の権限が必要です：

•

サービスアカウントに必要な権限：完全な管理者特権

•

サービスアカウントに必要なスコープ：

https://www.googleapis.com/auth/calendar
https://www.googleapis.com/auth/calendar.events
https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.user
特定のリソースに対して実行できる API 要求の数は限られているため、以下をお勧めします：

• Google API 制限フォームのリンク：https://developers.google.com/calendar/pricing
• 推奨プラン：Enterprise Plus
新しいサービスアカウントの作成
次にサインインします：https://workspace.google.com/intl/en/pricing.html

API を有効にする方法
Google カレンダーの API は、デフォルトで有料アカウントの Web サービスを介したアクセスが有効になっていま
す。

OAuth の構成
1.

次の場所にサービスアカウントでログインします：https://console.cloud.google.com

2.

左側のメニューで ［APIs and Services］を選択します。

3.

ナビゲーションメニューのプロジェクトリストから適切なプロジェクトを選択します。

4.［ENABLE APIS AND SERVICES］を選択し、Google Workspace から必要なすべての API を有効にしま
す。推奨 API：Google Calendar API および Admin SDK。
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5.［APIs and Services］ページに戻り、左側の画面で ［OAuth consent screen］を選択します。
6.

要件に応じてユーザーの種類を選択し（推奨：［Internal］）
、
［Create］を選択します。

7.［Scopes required for Service Account］などの必須フィールドに入力し、詳細情報を保存します。必要
なスコープ：

• https://www.googleapis.com/auth/calendar
• https://www.googleapis.com/auth/calendar.events
• https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.user
コールバック URL サーバーの構成

Google カレンダー統合を介してデータを読み取るように OAuth サーバーを構成します。
1.

次の場所にサービスアカウントでログインします：https://console.cloud.google.com

2.

左側のメニューで ［APIs and Services］を選択します。

3.

ナビゲーションメニューのプロジェクトリストから適切なプロジェクトを選択します。

4.

左側の画面で ［Google Meet］を選択します。

5.［CREATE CREDENTIALS］を選択し、リストから ［OAuth client ID］を選択します。
6.［Application type］リストから ［Web Application］を選択し、名前を入力します。
7.［Authorized redirect URIs］で ［ADD URI］を選択します。
8.［URIs］フィールドに、この統合用の以下の承認済みリダイレクト URL を入力します：
• https://{ yourmicroappserverurl } /admin/api/gwsc/auth/serverContext
9.［Create］を選択します。
10.

画面に表示されている ClientId と Secret をコピーして保存します。統合を構成するときに、これらの詳細
をサービス認証に使用します。

コールバック URL クライアントの構成

Google カレンダー統合を通じてデータをライトバックするように OAuth クライアントを構成します。
1.

次の場所にサービスアカウントでログインします：https://console.cloud.google.com

2.

左側のメニューで ［APIs and Services］を選択します。

3.

ナビゲーションメニューのプロジェクトリストから適切なプロジェクトを選択します。

4.

左側の画面で ［Google Meet］を選択します。

5.［CREATE CREDENTIALS］を選択し、リストから ［OAuth client ID］を選択します。
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6.［Application type］リストから ［Web Application］を選択し、名前を入力します。
7.［Authorized redirect URIs］で ［ADD URI］を選択します。
8.［URIs］フィールドに、この統合用の以下の承認済みリダイレクト URL を入力します：
• https://{ yourmicroappserverurl } /app/api/auth/serviceAction/
callback

9.［Create］を選択します。
10.

画面に表示されている ClientId と Secret をコピーして保存します。統合を構成するときに、これらの詳細
をサービスアクション認証に使用します。

Google カレンダー統合の追加
次の手順に従って、Google Calendar 統合をセットアップします：

1.

概要ページから、［はじめに］を選択します。

［統合の管理］ページが開きます。

2.［新しい統合を追加］および ［Citrix 提供のテンプレートから新しい統合を追加する］を選択します。
3.

カタログの ［統合］カテゴリから Google カレンダータイルを選択します。

4.

統合の名前を入力します。
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5.

前の手順で収集したサービス認証を入力します。

• OAUTH 秘密キー JSON の全体をコピーして貼り付けます。{} ブラケットも含めて、キー全体をコピ
ーします。
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•
6.

偽装管理者ユーザーを入力します。

ユーザー認証方法を選択します。

• 管理者
• ユーザー
• User Consent (3LO) リソース所有者がアクセスを許可します。
7.［User Consent (3LO)］の場合は、前提条件の手順で収集した クライアント ID と クライアントシークレッ
トを入力します。

8.

コネクタのパラメーターを入力します。

• Number of Days of Upcoming Events to Load ‑ 近日中のカレンダーイベントをキャッシュして
通知を送信する期間の長さを定義します。

• Number of Days of Past Events to Load ‑ 過去のイベントをキャッシュする期間の長さを定義し
ます。

• 必要に応じて、［Load User Calendar Events］をクリックします。
• Thread Count ‑ 値を入力します。
9.［追加］を選択します。
これで、最初のデータ同期を設定して実行する準備ができました。統合アプリケーションからマイクロアプリプラッ
トフォームに大量のデータをプルできるので、
［テーブル］ページを使用して、最初のデータ同期のエンティティをフ
ィルタリングし、同期を高速化することをお勧めします。詳しくは、
「必要なエンティティの確認」を参照してくださ
い。同期ルール、スケジュールを満たさない同期、および拒否ルールについて詳しくは、
「データの同期」を参照して
ください。

API エンドポイントとテーブルエンティティについて詳しくは、「Google カレンダーコネクタの仕様」を参照してく
ださい。

Google カレンダーマイクロアプリの使用
Google カレンダー統合には、以下の設定済みで追加設定不要のマイクロアプリが付属しています。
カレンダーイベント：イベントを作成してプレビューします。

通知またはページ

ユースケースワークフロー

イベントリマインダー通知

イベントが近づくと、すべての利用者がリマインダー
通知を受け取ります。

すべてのイベントページ

パーソナライズされた今後のイベント一覧を提供しま
す。

イベントの作成ページ

詳細を指定して新しいイベントを追加するためのフォ
ームを提供します。
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通知またはページ

ユースケースワークフロー

イベントの詳細ページ

ゲストの一覧を含むイベントの詳細ビューを提供しま
す。

Citrix Labs の Google カレンダー統合
Google カレンダー統合を展開して、任意のデバイスまたはイントラネットから、ユーザーのカレンダーイベント、
リストイベント、および業務時間をスケジュールします。
注：
この統合テンプレートは Preview 段階で、新しい統合を追加するときに製品に表示される使用可能なテンプレ
ート一覧で Preview としてマークされています。Preview 段階では、サポートの義務はなく、サポートは開
発者によってベストエフォートで提供されます。Preview 統合テンプレートは、テストと検証の目的で共有さ
れます。それらを実稼働環境に展開することはお勧めしません。詳しくは、「マイクロアプリ統合テンプレート
の保守」を参照してください。
この統合により、次の 4 つのユースケースが可能になります：

•「イベントの作成」マイクロアプリを使用すると、ユーザーは、1 回限りの/定期的なミーティングをホストし
たり、招待者を追加したり、異なるタイムゾーンを選択したりできます。また、マイクロアプリは、カレンダ
ーとの統合を容易にするために、対応するイベントオブジェクトを持つすべての招待者にメールでフォローア
ップします。

•「自分のカレンダー（今月）」マイクロアプリを使用すると、ユーザーは今月の今後のすべてのイベントを表示
できます。

•「自分の業務時間」マイクロアプリを使用すると、ユーザーは業務時間を設定したり、今月のすべての業務時間
を一覧表示したりできます。

必須条件の確認
これらの前提条件は、管理者が組織の Google カレンダー統合セットアップの一部であることを前提としています。
この Google カレンダー管理者アカウントには、ユーザー情報の完全な読み取り権限が必要です。Google カレンダ
ーでこの統合をセットアップした後、Citrix Workspace マイクロアプリに統合を追加するには、以下のアーティフ
ァクトが必要になります：

•
•
•

ベース URL：https://www.googleapis.com/
トークン URL：https://oauth2.googleapis.com/token
認証 URL：https://accounts.google.com/o/oauth2/v2/auth?access_type=offline

&prompt=consent

•
•

クライアント ID：クライアント ID は、承認サーバーに固有のクライアント登録情報を表す文字列です。
シークレット：クライアントシークレットは、ターゲットアプリケーション統合のセットアップ時に発行され
る一意の文字列です。
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注：
利用可能な場合は、サービス認証方法として常に OAuth 2.0 を使用することをお勧めします。OAuth 2.0 は、
統合が、構成済みのマイクロアプリとの最大限のセキュリティコンプライアンスを満たすことを保証します。

Citrix Gateway が Google Meet のシングルサインオンに対応するように構成して、ユーザーがログインすると、
再度資格情報を入力する必要がなく自動的に再ログインできるようにします。SSO の構成について詳しくは、
「Citrix
Gateway サービスhttps://docs.citrix.com/en‑us/citrix‑gateway‑service/」を参照してください。
統合では Google カレンダーインスタンスへの定期的なアクセスが必要なので、Google カレンダーで専用のユーザ
ーアカウントを作成することをお勧めします。このアカウントには、次の権限が必要です：

•

サービスアカウントに必要な権限：完全な管理者特権

•

サービスアカウントに必要なスコープ：

https://www.googleapis.com/auth/calendar
https://www.googleapis.com/auth/calendar.events
https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.user
特定のリソースに対して実行できる API 要求の数は限られているため、以下をお勧めします：

• Google API 制限フォームのリンク：https://developers.google.com/calendar/pricing
• 推奨プラン：Enterprise Plus

新しいサービスアカウントの作成
次にサインインします：https://workspace.google.com/intl/en/pricing.html

API の有効化
Google カレンダーの API は、デフォルトで有料アカウントの Web サービスを介したアクセスが有効になっていま
す。

OAuth の構成
1.

次の場所にサービスアカウントでログインします：https://console.cloud.google.com

2.

左側のメニューで ［APIs and Services］を選択します。

3.

ナビゲーションメニューのプロジェクトリストから適切なプロジェクトを選択します。

4.［ENABLE APIS AND SERVICES］を選択し、Google Workspace から必要なすべての API を有効にしま
す。推奨 API：Google Calendar API および Admin SDK。
5.［APIs and Services］ページに戻り、左側の画面で ［OAuth consent screen］を選択します。
6.

要件に応じてユーザーの種類を選択し（推奨：［Internal］）
、
［Create］を選択します。
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7.［Scopes required for Service Account］などの必須フィールドに入力し、詳細情報を保存します。必要
なスコープ：

• https://www.googleapis.com/auth/calendar
• https://www.googleapis.com/auth/calendar.events
• https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.user
コールバック URL サーバーの構成

Google カレンダー統合を介してデータを読み取るように OAuth サーバーを構成します。
1.

次の場所にサービスアカウントでログインします：https://console.cloud.google.com

2.

左側のメニューで ［APIs and Services］を選択します。

3.

ナビゲーションメニューのプロジェクトリストから適切なプロジェクトを選択します。

4.

左側の画面で ［Google Meet］を選択します。

5.［CREATE CREDENTIALS］を選択し、リストから ［OAuth client ID］を選択します。
6.［Application type］リストから ［Web Application］を選択し、名前を入力します。
7.［Authorized redirect URIs］で ［ADD URI］を選択します。
8.［URIs］フィールドに、この統合用の以下の承認済みリダイレクト URL を入力します：
• https://{ yourmicroappserverurl } /admin/api/gwsc/auth/serverContext
9.［Create］を選択します。
10.

画面に表示されている ClientId と Secret をコピーして保存します。統合を構成するときに、これらの詳細
をサービス認証に使用します。

コールバック URL クライアントの構成

Google カレンダー統合を通じてデータをライトバックするように OAuth クライアントを構成します。
1.

次の場所にサービスアカウントでログインします：https://console.cloud.google.com

2.

左側のメニューで ［APIs and Services］を選択します。

3.

ナビゲーションメニューのプロジェクトリストから適切なプロジェクトを選択します。

4.

左側の画面で ［Google Meet］を選択します。

5.［CREATE CREDENTIALS］を選択し、リストから ［OAuth client ID］を選択します。
6.［Application type］リストから ［Web Application］を選択し、名前を入力します。
7.［Authorized redirect URIs］で ［ADD URI］を選択します。
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8.［URIs］フィールドに、この統合用の以下の承認済みリダイレクト URL を入力します：
• https://{ yourmicroappserverurl } /app/api/auth/serviceAction/
callback

9.［Create］を選択します。
10.

画面に表示されている ClientId と Secret をコピーして保存します。統合を構成するときに、これらの詳細
をサービスアクション認証に使用します。

Citrix Workspace マイクロアプリへの Citrix Labs 統合の追加
Preview 段階の Google カレンダー統合を Citrix Workspace マイクロアプリに追加して、アプリケーションに接
続します。これにより、通知とアクションが設定済みとなっている追加設定不要のマイクロアプリを、Workspace
内で使用できるようになります。
次の手順を実行します：

1.［マイクロアプリ統合］ページで ［新しい統合を追加］および ［Citrix 提供のテンプレートから新しい統合を
追加する］を選択します。

2.

カタログの ［Preview］カテゴリから Google カレンダータイルを選択します。

3.

統合の名前を入力します。

•
•

インスタンスの ［ベース URL］を入力します：https://www.googleapis.com/。
アイコンライブラリから統合のアイコンを選択するか、デフォルトのアイコンのままにしておきます。

4.［サービス認証］で ［認証方法］メニューから ［OAuth 2.0］を選択して認証の詳細を完了します。認証オプ
ションは事前に選択されています。プロセスの完了時に、これらのオプションが選択されていることを確認し
てください。OAuth 2.0 セキュリティプロトコルを使用して、委任されたアクセスの要求/承認トークンを
生成します。利用可能な場合は、サービス認証方法として常に OAuth 2.0 を使用することをお勧めします。

OAuth 2.0 は、統合が、構成済みのマイクロアプリとの最大限のセキュリティコンプライアンスを満たすこと
を保証します。

a)［許可の種類］メニューで ［認証コード］を選択します。これによって、クライアントが交換するアク
セストークン用の一時コードが付与されます。コードは認証サーバーから取得され、そこでクライアン
トが要求している情報を確認できます。この許可の種類のみが、安全なユーザーの偽装を有効にします。
これにより、アプリケーションの登録時に使用する ［コールバック URL］が表示されます

b)［トークン認証］メニューから ［要求の本文］を選択します。
c)［認証 URL］は事前に入力されています：https://accounts.google.com/o/oauth2/v2/
auth?access_type=offline&prompt=consent

d)［トークン URL］は事前に入力されています：https://oauth2.googleapis.com/token
e) ス コ ー プ に 次 の よ う に 入 力 さ れ て い る こ と を 確 認 し ま す：https://www.googleapis.
com/auth/calendar

https://www.googleapis.com/auth/calendar.events

https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.user
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f)［クライアント ID］を入力します。クライアント ID は、承認サーバーに固有のクライアント登録情報を
表す文字列です。OAuth サーバーを構成したときに、クライアント ID とシークレットを収集します。
統合構成ページに表示される ［コールバック URL］を追加する必要があります。
g)［クライアントシークレット］を入力します。クライアントシークレットは、ターゲットアプリケーショ
ン統合のセットアップ時に発行される一意の文字列です。

5.［サービスアクション認証］で ［［アクション］で個別のユーザー認証を使用する］トグルを有効にします。サ
ービスアクション認証は、サービスアクションレベルで認証します。認証オプションは事前に選択されていま
す。プロセスの完了時に、これらのオプションが選択されていることを確認してください。

a)［認証方法］メニューから ［OAuth 2.0］を選択して認証の詳細を完了します。
b)［許可の種類］メニューで ［認証コード］を選択します。これによって、クライアントが交換するアク
セストークン用の一時コードが付与されます。コードは認証サーバーから取得され、そこでクライアン
トが要求している情報を確認できます。この許可の種類のみが、安全なユーザーの偽装を有効にします。
これにより、アプリケーションの登録時に使用する ［コールバック URL］が表示されます

c)［トークン認証］メニューから ［要求の本文］を選択します。
d)［認証 URL］は事前に入力されています：https://accounts.google.com/o/oauth2/v2/
auth?access_type=offline&prompt=consent

e)［トークン URL］は事前に入力されています：https://oauth2.googleapis.com/token
f) スコープに次のように入力されていることを確認します：https://www.googleapis.com/
auth/calendar https://www.googleapis.com/auth/calendar.events
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g)［クライアント ID］を入力します。クライアント ID は、承認サーバーに固有のクライアント登録情報を
表す文字列です。OAuth クライアントを構成したときに、クライアント ID とシークレットを収集しま
す。統合構成ページに表示される ［コールバック URL］を追加する必要があります。
h)［クライアントシークレット］を入力します。クライアントシークレットは、ターゲットアプリケーショ
ン統合のセットアップ時に発行される一意の文字列です。

6.［要求レート制限を有効にする］トグルを有効にします。［要求数］に「100」と入力し、［時間間隔］に「1 分」
と入力します。

7.（オプション）サポートのために 24 時間のログを保持するには、［ログ］を有効にします。

8.［保存］を選択して続行します。
9.［OAuth 認証］で ［承認］を選択して、サービスアカウントにログインします。Google のログイン画面がポ
ップアップで表示されます。
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a) サービスアカウントのユーザー名とパスワードを入力し、［ログイン］を選択します。
b)［同意］を選択します。

［マイクロアプリ統合］ページが開き、追加した統合とそのマイクロアプリが表示されています。ここから別の統合を
追加したり、追加設定不要のマイクロアプリのセットアップを続行したり、この統合用の新しいマイクロアプリを作
成したりできます。
これで、最初のデータ同期を設定して実行する準備ができました。統合アプリケーションからマイクロアプリプラッ
トフォームに大量のデータをプルできるので、
［テーブル］ページを使用して、最初のデータ同期のエンティティをフ
ィルタリングし、同期を高速化することをお勧めします。詳しくは、
「必要なエンティティの確認」を参照してくださ
い。同期ルール、スケジュールを満たさない同期、および拒否ルールについて詳しくは、
「データの同期」を参照して
ください。
注：
「完全同期」の間隔を毎週に設定し、マイクロアプリのプラットフォームおよびユーザーのカレンダーから、キ
ャンセルまたは削除されたイベントを削除することをお勧めします。

API エンドポイントとテーブルエンティティについて詳しくは、「Preview の Google カレンダーコネクタの仕様」
を参照してください。

Labs の Google カレンダーマイクロアプリの使用
既存のアプリケーション統合には、追加設定不要のマイクロアプリが付属しています。これらのマイクロアプリから
開始して、ニーズに合わせてカスタマイズします。
注：
現在使用できるタイムゾーンは、イベントの作成、自分の業務時間、自分のカレンダー（今月）マイクロアプリ
にハードコーディングされています。そのため、他のタイムゾーンを追加するには、管理者が手動で追加する必
要があります。
イベントの作成：ユーザーの設定に応じてイベントをスケジュールします。
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通知またはページ

ユースケースワークフロー

イベントの作成ページ

次の詳細情報でイベントをスケジュールするためのフ
ォームを提供します：イベントタイトル、Google

Meet の動画リンク、開始時間と終了時間、タイムゾー
ン、繰り返し（1 回、毎日、毎週、毎月）
、説明、場所、
イベントの参加者。

自分のカレンダー（今月）
：今月の今後における 1 回限りのおよび定期的なカレンダーイベントの一覧と、イベントの
編集機能を表示します。

通知またはページ

ユースケースワークフロー

Event Notification Details ページ

イベントの該当する詳細と、会議を開始するための
［Join Now］ボタンを表示する詳細ページ。ユーザー
は、
［Open My Calendar］を選択して Google カレ
ンダーにリダイレクトすることもできます。

予定のロードページ

ユーザーが使用可能な 1 回限りのおよび定期的なカレ
ンダーイベントの一覧と、一覧を更新するための ［一
覧の更新］ボタンを提供します。ユーザーは、一覧の
使用可能なイベントをクリックして、詳細を表示でき
ます。

予定の一覧表示ページ

ユーザーが使用可能な 1 回限りのおよび定期的なカレ
ンダーイベントの最新一覧を提供します。ユーザーは、
一覧の使用可能なイベントをクリックして、詳細を表
示できます。

イベントの詳細ページ

イベントの該当する詳細をすべて表示する詳細ページ。
ユーザーは ［予定に参加］を選択して、ミーティング
を開始したり参加したりすることができます。ま
た、
［マイカレンダーを開く］を選択して Google カレ
ンダーにリダイレクトすることもできます。

終日の予定の詳細ページ

終日イベントのすべての該当する詳細を表示する詳細
ページ。ユーザーは ［予定に参加］を選択して、ミー
ティングを開始（ミーティングに参加）できます。ま
た、
［マイカレンダーを開く］を選択して Google カレ
ンダーにリダイレクトすることもできます。

1 回限りの予定の編集ページ

1 回限りのイベントを編集するためのフォームページ。
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通知またはページ

ユースケースワークフロー

定期的な予定の編集ページ

既存の定期的なイベントを編集するためのフォームペ
ージ。

マイ業務時間：業務時間を作成、編集、表示します。
注：
［更新］ボタンは、完全同期または増分同期の代わりに、キャッシュを最新のデータと同期するために使用しま
す。

通知またはページ

ユースケースワークフロー

業務時間の作成ページ

開始時間と終了時間、タイムゾーン、繰り返し（1 回、
毎日、毎週、毎月）の詳細を含む業務時間を作成する
ためのフォームを提供します。

マイ業務時間の一覧ページ

使用可能なユーザーの業務時間の一覧と、一覧を更新
するための ［一覧の更新］/［マイ業務時間のロード］
ボタンを提供します。ユーザーは ［業務時間の追加］
を選択して業務時間を追加できます。

マイ業務時間の編集ページ

ユーザーの業務時間を編集するためのフォームページ。

Google ディレクトリの統合
December 2, 2022
Google ディレクトリと統合して、任意のデバイス、イントラネット、またはメッセンジャーで従業員の連絡先情報
を組織全体と共有します。前提条件を満たしていることを確認し、API を有効にして、サービスアカウントを作成し
ます。このプロセスを完了すると、Citrix マイクロアプリの使用によって実行されたすべてのアクションを含む、既
存のレベルの監査ログが保持されます。
注：

2 つの Google ディレクトリ統合テンプレートが提供されています。ほとんどのユースケース、特に Google デ
ィレクトリワークフローでは、新しい HTTP 統合を使用することをお勧めします。この HTTP 統合は、キャッ
シュされたデータ構造を構成するためのより強力な機能です。この記事の最後に、「レガシーの Google ディレ
クトリ統合テンプレート」のドキュメントがあります。Google カレンダーの統合について詳しくは、
「Google
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カレンダーの統合」を参照してください。

必須条件の確認
これらの前提条件は、組織の Google ディレクトリインスタンスを管理して統合をセットアップすることを想定して
います。

•

この統合には、カレンダーデータを Workspace と同期するために使用される専用の Google アカウントが
必要です。このアカウントには、管理 API 特権ユーザー、またはこの特権を含む読み取りまたは標準の管理者
ロールが必要です。

• Workspace をホストする内部サーバーがファイアウォールの内側にある場合、ホスト名 www.google.com
へのアクセスをポート 443 で許可して、Workspace が接続できるようにする必要があります。
• 新しい oauth2 client_id と client_secret を取得して、クライアントのアプリケーションのスコープを定義
します。

• Citrix Gateway が Google ディレクトリのシングルサインオンに対応するように構成して、ユーザーがログ
インすると、再度資格情報を入力する必要がなく自動的に再ログインできるようにします。
「Google ディレク
「Citrix Gateway
トリのシングルサインオン構成」の手順に従ってください。SSO の構成について詳しくは、
サービス」を参照してください。

Citrix Workspace マイクロアプリに Google ディレクトリ統合を追加するには、以下の詳細情報が必要です：
•
•
•
•

クライアント ID
クライアントシークレット
ドメイン
有効な Google ディレクトリのアカウントとパスワード

API の有効化
必要なサービスの API を有効にします。
次の手順を実行します：

1.

管理者アカウントでhttps://console.developers.google.comにログインし、
［作成］を選択して新しいプ
ロジェクトを作成します。既存のプロジェクトを更新することもできます。

2.［Enable APIs and Services］を選択して ［Admin SDK］を検索します。これを選択して ［Enable］を
選択します。

3.［Google Calendar API］を検索します。これを選択して ［Enable］を選択します。
サービスアカウントの作成

1.

左上の ［Settings］アイコンを選択し、
［IAM & admin］をマウスでポイントして、
［Service accounts］
を選択します。

2.［CREATE SERVICE ACCOUNT］を選択します。
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3.［Service account name］、
［Service account ID］
（デフォルトでは、自動的に生成されます）
、
［Service
account description］を入力し、［CREATE］をクリックします。
4.［Select a role］を選択し、［Owner Role］を選択します。
5.［Continue］を選択して ［Done］を選択します。

Google の委任の有効化とサービスアカウントキーの作成
Google の全ドメインの委任を有効にし、サービスアカウントキーを作成するには、以下の手順に従います：
1.

サービスアカウントリストで、作成したアカウントを見つけます。［Actions］>［Edit］を選択します。

2.［Show domain‑wide delegation］を選択します。
［Enable Google Domain‑wide Delegation］チ
ェックボックスをオンにします。

3.

秘密キーを作成するには、［+Create key］を選択して ［JSON］を選択し、［CREATE］を選択します。
秘密キーがコンピューターに保存されます。

4. JSON ファイルを安全な場所に保存します。カレンダー統合を構成するときに必要です。
5.［CLOSE］を選択して ［SAVE］を選択します。

API アクセスの有効化と管理
1. https://admin.google.comに移動して、［Security］>［API reference］と選択します。［Enable API
access］が選択されていることを確認します。
2.［Advanced settings］>［Manage API client access］と選択します。サービスアカウント名を承認済
み API クライアントのリストに追加します。
3.［Client Name］に、ダウンロードした秘密キーの JSON ファイルから client_id を入力します。
4.

以下のコンマ区切りのスコープのリストを ［One or More API Scopes］フィールドに入力します：

1 ```,```<https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.user.
readonly><!--NeedCopy-->

5.［Authorize］を選択します。

Google API コンソールへのコールバック URL の追加
プライベートデータへのアクセスを許可し、サービス利用契約とプライバシーポリシーへのリンクを示します。
コールバックはターゲットアプリケーションによって異なり、統合の作成時に

URL アドレスバーに表示されま

す。セクション {yourmicroappserverurl} は、テナント部分、リージョン部分、環境部分で構成されています：

https://%7BtenantID%7D.%7Bregion(us/eu/ap‑s)%7D.iws.cloud.com。
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1. https://console.developers.google.comに移動し、資格情報を使用してログインします。
2.

左のナビゲーションから ［OAuth consent screen］を選択します。

3.［Authorized domains］の下にドメイン：cloud.comを追加し、Enter キーを押して、［Save］を選択
します。

4. OAuth クライアント ID を作成するために、左のナビゲーションから［Credentials］を選択します。
［Create
credentials］と ［Oauth Client ID］を選択します。
5.［Web application］を選択し、以前に追加されたスタイルの後に、以下の URI を追加してプライベートデ
ータへのアクセスを許可し、OAuth 認証済みユーザーアクションを有効にします：
承認済みのリダイレクト URL：

https://{ yourmicroappserverurl } /admin/api/external-services/com.
sapho.services.googlecalendar.GoogleCalendarService/auth/serverContext,
https://{ yourmicroappserverurl } /app/api/auth/serviceAction/callback

Google ディレクトリの場合は、以下を使用します：
https://{ yourmicroappserverurl } /admin/api/external-services/com.
sapho.services.googleforwork.GoogleForWorkService/auth/serverContext,
https://{ yourmicroappserverurl } /app/api/auth/serviceAction/callback

6.

それぞれの URL を追加したら、Enter キーを押します。目的の URI をすべて追加した後、下にスクロールし
て ［Create］を選択します。
注：
アクセス権がない場合は、OAuth 許可を受け入れる権限を自分に与えます。［Admin console］>
［Security］>［API Permissions］の順に移動します。
［Internal App Settings］の下の ［Trust

domain owned apps］チェックボックスをオンにします。

Citrix Workspace マイクロアプリへの統合の追加
Google ディレクトリ統合を Citrix Workspace マイクロアプリに追加して、アプリケーションに接続します。これ
により、通知とアクションが設定済みとなっている追加設定不要のマイクロアプリを、Workspace 内で使用できる
ようになります。2 つの Google ディレクトリ統合テンプレートが提供されています。ほとんどのユースケースでは、
新しい HTTP 統合を使用することをお勧めします。
次の手順に従って、Google ディレクトリ HTTP 統合をセットアップします。認証オプションは事前に選択されてい
ます。プロセスの完了時に、これらのオプションが選択されていることを確認してください。ほとんどのユースケー
スでは、この新しい HTTP 統合を使用することをお勧めします。この HTTP 統合は、キャッシュされたデータ構造
を構成するためのより強力な機能です。
次の手順を実行します：
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1.［マイクロアプリ統合］ページで ［新しい統合を追加］および ［Citrix 提供のテンプレートから新しい統合を
追加する］を選択します。

2. Google ディレクトリタイルを選択します。
3.

統合の統合名を入力します。

4.

コネクタのパラメーターを入力します。

•
•

インスタンスの ［ベース URL］を入力するか、例の{ customer-id }を顧客 ID に置き換えます。
アイコンライブラリから統合のアイコンを選択するか、デフォルトの Google ディレクトリのアイコン
のままにしておきます。

•

オンプレミス接続を作成する場合は、［オンプレミスインスタンス］を有効にします。詳しくは、「オン
プレミスインスタンス」を参照してください。

5.［サービス認証］で ［認証方法］メニューから ［OAuth 2.0］を選択して認証の詳細を完了します。認証オプ
ションは事前に選択されています。プロセスの完了時に、これらのオプションが選択されていることを確認し
てください。OAuth 2.0 セキュリティプロトコルを使用して、委任されたアクセスの要求/承認トークンを
生成します。利用可能な場合は、サービス認証方法として常に OAuth 2.0 を使用することをお勧めします。

OAuth 2.0 は、統合が、構成済みのマイクロアプリとの最大限のセキュリティコンプライアンスを満たすこと
を保証します。

a)［許可の種類］メニューで ［認証コード］を選択します。これによって、クライアントが交換するアク
セストークン用の一時コードが付与されます。コードは認証サーバーから取得され、そこでクライアン
トが要求している情報を確認できます。この許可の種類のみが、安全なユーザーの偽装を有効にします。
これにより、アプリケーションの登録時に使用する ［コールバック URL］が表示されます

b)［トークン認証］メニューから ［認証ヘッダー］を選択します。
c)［認証 URL］を入力するか、例の{ customer-id }を顧客 ID に置き換えます。これが、ターゲット
アプリケーション統合をセットアップするときに提供される承認サーバーの URL です。
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d)［トークン URL］を入力するか、例の{ customer-id }を顧客 ID に置き換えます。これが、アクセ
ス承認トークンの URL です。
e)［スコープ］に以下の値を入力してください。さらにエンティティを同期するには、ここでスコープを追
加する必要があります。次の値をスペースで区切って使用します：https://www.googleapis.

com/auth/admin.directory.user https://www.googleapis.com/auth/admin
.directory.orgunit https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.
group。

f)［クライアント ID］を入力します。クライアント ID は、承認サーバーに固有のクライアント登録情報を
表す文字列です。Google アカウントで OAuth クライアントを登録して、これとシークレットを収集
します。統合構成ページに表示される ［コールバック URL］を追加する必要があります。
g)［クライアントシークレット］を入力します。クライアントシークレットは、ターゲットアプリケーショ
ン統合のセットアップ時に発行される一意の文字列です。

h)［ヘッダープレフィックス］を入力します。（オプション）ベアラープレフィックスがデフォルトのヘッダ
ーと異なる場合、ヘッダープレフィックスを入力します。

i)［OAuth 2.0］認証方式を選択した場合、［+ パラメーターの追加］を選択して ［アクセストークンパラ
メーター］を含めます。アクセストークンパラメーターでは、ターゲットアプリケーション承認サーバ
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ーによる要求に従って、必要に応じてアクセストークンパラメーターを定義します。

6.［サービスアクション認証］で ［［アクション］で個別のユーザー認証を使用する］トグルを有効にします。サ
ービスアクション認証は、サービスアクションレベルで認証します。認証オプションは事前に選択されていま
す。プロセスの完了時に、これらのオプションが選択されていることを確認してください。

a)［認証方法］メニューから ［OAuth 2.0］を選択して認証の詳細を完了します。
b)［許可の種類］メニューで ［認証コード］を選択します。これによって、クライアントが交換するアク
セストークン用の一時コードが付与されます。コードは認証サーバーから取得され、そこでクライアン
トが要求している情報を確認できます。この許可の種類のみが、安全なユーザーの偽装を有効にします。
これにより、アプリケーションの登録時に使用する ［コールバック URL］が表示されます

c)［トークン認証］メニューから ［認証ヘッダー］を選択します。
d)［認証 URL］を入力するか、例の{ customer-id }を顧客 ID に置き換えます。これが、ターゲット
アプリケーション統合をセットアップするときに提供される承認サーバーの URL です。
e)［トークン URL］を入力するか、例の{ customer-id }を顧客 ID に置き換えます。これが、アクセ
ス承認トークンの URL です。
f)［スコープ］に以下の値を入力してください。さらにエンティティを同期するには、ここでスコープを
追加する必要があります。次を使用します：https://www.googleapis.com/auth/admin.

directory.user。

g)［クライアント ID］を入力します。クライアント ID は、承認サーバーに固有のクライアント登録情報を
表す文字列です。クライアント ID は、承認サーバーに固有のクライアント登録情報を表す文字列です。
Google アカウントで OAuth クライアントを登録して、これとシークレットを収集します。統合構成
ページに表示される ［コールバック URL］を追加する必要があります。
h)［クライアントシークレット］を入力します。クライアントシークレットは、ターゲットアプリケーショ
ン統合のセットアップ時に発行される一意の文字列です。

i)（オプション）ベアラープレフィックスがデフォルトのヘッダーと異なる場合、ヘッダープレフィックス
を入力します。

j)［OAuth 2.0］認証方式を選択した場合、［+ パラメーターの追加］を選択して ［アクセストークンパラ
メーター］を含めます。アクセストークンパラメーターでは、ターゲットアプリケーション承認サーバ
ーによる要求に従って、必要に応じてアクセストークンパラメーターを定義します。
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7.（オプション）この統合のレート制限をアクティブ化する場合は、［要求レート制限］を有効にし、［時間間隔］
あたりの ［要求数］を設定します。

8.（オプション）サポートのために 24 時間のログを保持するには、［ログ］を有効にします。

9.［保存］を選択して続行します。
10.［OAuth 認証］で ［承認］を選択して、サービスアカウントにログインします。Webex のログイン画面がポ
ップアップで表示されます。

a) サービスアカウントのユーザー名とパスワードを入力し、［ログイン］を選択します。
b)［同意］を選択します。
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［マイクロアプリ統合］ページが開き、追加した統合とそのマイクロアプリが表示されています。ここから別の統合を
追加したり、追加設定不要のマイクロアプリのセットアップを続行したり、この統合用の新しいマイクロアプリを作
成したりできます。
これで、最初のデータ同期を設定して実行する準備ができました。統合アプリケーションからマイクロアプリプラッ
トフォームに大量のデータをプルできるので、
［テーブル］ページを使用して、最初のデータ同期のエンティティをフ
ィルタリングし、同期を高速化することをお勧めします。詳しくは、
「必要なエンティティの確認」を参照してくださ
い。同期ルール、スケジュールを満たさない同期、および拒否ルールについて詳しくは、
「データの同期」を参照して
ください。

API エンドポイントとテーブルエンティティについて詳しくは、「Google ディレクトリコネクタの仕様」を参照して
ください。

Google ディレクトリマイクロアプリの使用
既存のアプリケーション統合には、追加設定不要のマイクロアプリが付属しています。これらのマイクロアプリから
開始して、ニーズに合わせてカスタマイズします。Google ディレクトリ HTTP 統合には、以下の設定済みで追加設
定不要のマイクロアプリが付属しています。

Google ディレクトリコネクタの仕様
ユーザーを作成：新しいユーザーを追加します。

通知またはページ

ユースケースワークフロー

ユーザーの作成ページ

詳細を指定して新しいユーザーを追加するためのフォ
ームを提供します。

ディレクトリ管理者：ユーザーと詳細を管理します。

通知またはページ

ユースケースワークフロー

ユーザーの削除ページ

ユーザーを削除するためのフォームを提供します。

ユーザーの更新ページ

ユーザーの詳細を編集するためのフォームを提供しま
す。
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通知またはページ

ユースケースワークフロー

ユーザーの詳細ページ

従業員の詳細ビューとユーザーを更新または削除する
ためのボタンを提供します。

ユーザーページ

すべての従業員の検索可能なリストと個別ユーザーの
詳細へのリンクを提供します。

グループ：グループと詳細を表示します。

通知またはページ

ユースケースワークフロー

グループの詳細ページ

グループの詳細ビューを提供します。

グループページ

すべてのグループの検索可能なリストと個別グループ
の詳細へのリンクを提供します。

自分の詳細：自分の詳細を表示します。

通知またはページ

ユースケースワークフロー

自分の詳細ページ

ユーザー自身の従業員の詳細に関する詳しい、読み取
り専用のビューを提供します。

ユーザー：ユーザーの詳細を表示します。

通知またはページ

ユースケースワークフロー

新規従業員通知

新しいチームメンバーが参加すると、すべての利用者
が通知を受け取ります。

ユーザーの詳細ページ

従業員の詳細ビューとユーザーを更新または削除する
ためのボタンを提供します。

ユーザーページ

すべての従業員の検索可能なリストと個別ユーザーの
詳細へのリンクを提供します。

レガシーの Google ディレクトリ統合

Citrix Workspace マイクロアプリに Google ディレクトリ統合を追加し、上記の前提条件を確認するには、以下の
詳細情報が必要です：
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•
•
•
•

クライアント ID
クライアントシークレット
ドメイン
有効な Google ディレクトリのアカウントとパスワード

レガシーの Google ディレクトリ統合の追加
次の手順を実行します：

1.

概要ページから、［はじめに］を選択します。

［統合の管理］ページが開きます。

2.［新しい統合を追加］および ［Citrix 提供のテンプレートから新しい統合を追加する］を選択します。
3. Google ディレクトリタイルを選択します。
4.

前提条件として収集した統合の名前を入力します。

5.

コネクタのパラメーターを入力します。
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•［クライアントシークレット］を入力します。
•［ドメイン］を入力します。
• ユーザーの写真をキャッシュする場合は、［Download Users’ Photos］をクリックします。
6.［Log in with your Google Directory account］を選択して、OAuth 認証を有効にします。Google の
サインインページが新しいタブで開きます。アカウント名の入力、アクセスの確認、パスワードの入力を求め
られます。

7.［追加］を選択します。
［マイクロアプリ統合］ページが開き、追加した統合とそのマイクロアプリが表示されています。ここから別の統合を
追加したり、追加設定不要のマイクロアプリのセットアップを続行したり、この統合用の新しいマイクロアプリを作
成したりできます。
これで、最初のデータ同期を設定して実行する準備ができました。統合アプリケーションからマイクロアプリプラッ
トフォームに大量のデータをプルできるので、
［テーブル］ページを使用して、最初のデータ同期のエンティティをフ
ィルタリングし、同期を高速化することをお勧めします。詳しくは、
「必要なエンティティの確認」を参照してくださ
い。同期ルール、スケジュールを満たさない同期、および拒否ルールについて詳しくは、
「データの同期」を参照して
ください。

API エンドポイントとテーブルエンティティについて詳しくは、「Google ディレクトリコネクタの仕様」を参照して
ください。

レガシーの Google ディレクトリマイクロアプリ

Google ディレクトリ統合には、以下の設定済みで追加設定不要のマイクロアプリが付属しています。
ディレクトリ管理：新しいユーザーを追加します。

通知またはページ

ユースケースワークフロー

ユーザーの作成ページ

詳細を指定して新しいユーザーを追加するためのフォ
ームを提供します。

ディレクトリの詳細：新しい従業員や役職の変更など、チームメンバーの詳細を表示します。

通知またはページ

ユースケースワークフロー

新規従業員通知

新しいチームメンバーが参加すると、すべての利用者
が通知を受け取ります。

役職変更通知

従業員の役職が変更されると、すべての利用者が通知
を受け取ります。

すべてのユーザーページ

すべての従業員とその詳細へのリンクの一覧を提供し
ます。
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通知またはページ

ユースケースワークフロー

ユーザーの詳細ページ

従業員の詳細ビューを提供します。

Google Meet の統合
December 7, 2021
Google Meet 統合を展開して、Google Meet ミーティングをスケジュールし、任意のデバイスまたはイントラネッ
トからのレコーディングを一覧表示します。この統合は、次の 2 つのユースケースに対応します：
•「ミーティングの作成」マイクロアプリを使用すると、ユーザーは、1 回限りの/定期的なミーティングをホス
トしたり、招待者を追加したり、異なるタイムゾーンを選択したりできます。また、カレンダーとの統合を容
易にするために、対応するミーティングオブジェクトを持つすべての招待者にフォローアップメールを送信す
ることもできます。

•「ミーティングのレコーディング」マイクロアプリを使用すると、ユーザーはアクセスできるすべてのミーティ
ングのレコーディングを表示できます。
注：
ご意見・ご要望をお待ちしています。この統合テンプレートに関するフィードバックをお送りください。また、
問題についてはサポートチームが専用のフォーラムを毎日確認いたします。
すぐに利用可能な Google Meet 用のマイクロアプリの包括的な詳細については、「Google Meet マイクロアプリの
使用」を参照してください。

必須条件の確認
これらの前提条件は、管理者が組織の Google Meet 統合セットアップの一部であることを前提としています。この

Google Meet 管理者アカウントには、ユーザー情報の完全な読み取り権限が必要です。Google Meet でこの統合を
セットアップした後、Citrix Workspace マイクロアプリに統合を追加するには、以下のアーティファクトが必要に
なります：

•
•
•

ベース URL：https://www.googleapis.com/
トークン URL：https://oauth2.googleapis.com/token
認証 URL：https://accounts.google.com/o/oauth2/v2/auth?access_type=offline

&prompt=consent

•
•

クライアント ID：クライアント ID は、承認サーバーに固有のクライアント登録情報を表す文字列です。
シークレット：クライアントシークレットは、ターゲットアプリケーション統合のセットアップ時に発行され
る一意の文字列です。
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注：
利用可能な場合は、サービス認証方法として常に OAuth 2.0 を使用することをお勧めします。OAuth 2.0 は、
統合が、構成済みのマイクロアプリとの最大限のセキュリティコンプライアンスを満たすことを保証します。

Citrix Gateway が Google Meet のシングルサインオンに対応するように構成して、ユーザーがログインすると、
再度資格情報を入力する必要がなく自動的に再ログインできるようにします。SSO の構成について詳しくは、
「Citrix
Gateway サービスhttps://docs.citrix.com/en‑us/citrix‑gateway‑service/」を参照してください。
統合では Google Meet インスタンスへの定期的なアクセスが必要なので、Google Meet で専用のユーザーアカウ
ントを作成することをお勧めします。このアカウントには、次の権限が必要です：

•

サービスアカウントに必要な権限：完全な管理者特権

•

サービスアカウントに必要なスコープ：

https://www.googleapis.com/auth/calendar
https://www.googleapis.com/auth/calendar.events
https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.user
特定のリソースに対して実行できる API 要求の数は限られているため、以下をお勧めします：

• Google API 制限フォームのリンク：https://developers.google.com/calendar/pricing
• 推奨プラン：Google Workspace Enterprise エディション
新しいサービスアカウントの作成
次にサインインします：https://workspace.google.co.in/intl/en_in/pricing.html

API の有効化
Google Meet の API は、デフォルトで有料アカウントの Web サービスを介したアクセスが有効になっています。

OAuth の構成
1.

次の場所にサービスアカウントでログインします：https://console.cloud.google.com

2.

左側のメニューで ［APIs and Services］を選択します。

3.

ナビゲーションメニューのプロジェクトリストから適切なプロジェクトを選択します。

4.［ENABLE APIS AND SERVICES］を選択し、G‑Suite から必要なすべての API を有効にします。推奨 API：
Google Calendar API および Admin SDK。
5.［APIs and Services］ページに戻り、左側の画面で ［OAuth consent screen］を選択します。
6.

要件に応じてユーザーの種類を選択し（推奨：［Internal］）
、
［Create］を選択します。
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7.［Scopes required for Service Account］などの必須フィールドに入力し、詳細情報を保存します。必要
なスコープ：

• https://www.googleapis.com/auth/calendar
• https://www.googleapis.com/auth/calendar.events
• https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.user
コールバック URL サーバーの構成

Google Meet 統合を介してデータを読み取るように OAuth サーバーを構成します。
1.

次の場所にサービスアカウントでログインします：https://console.cloud.google.com

2.

左側のメニューで ［APIs and Services］を選択します。

3.

ナビゲーションメニューのプロジェクトリストから適切なプロジェクトを選択します。

4.

左側の画面で ［Google Meet］を選択します。

5.［CREATE CREDENTIALS］を選択し、リストから ［OAuth client ID］を選択します。
6.［Application type］リストから ［Web Application］を選択し、名前を入力します。
7.［Authorized redirect URIs］で ［ADD URI］を選択します。
8.［URIs］フィールドに、この統合用の以下の承認済みリダイレクト URL を入力します：
• https://{ yourmicroappserverurl } /admin/api/gwsc/auth/serverContext
9.［Create］を選択します。
10.

画面に表示されている ClientId と Secret をコピーして保存します。統合を構成するときに、これらの詳細
をサービス認証に使用します。

コールバック URL クライアントの構成

Google Meet 統合を通じてデータをライトバックするように OAuth クライアントを構成します。
1.

次の場所にサービスアカウントでログインします：https://console.cloud.google.com

2.

左側のメニューで ［APIs and Services］を選択します。

3.

ナビゲーションメニューのプロジェクトリストから適切なプロジェクトを選択します。

4.

左側の画面で ［Google Meet］を選択します。

5.［CREATE CREDENTIALS］を選択し、リストから ［OAuth client ID］を選択します。
6.［Application type］リストから ［Web Application］を選択し、名前を入力します。
7.［Authorized redirect URIs］で ［ADD URI］を選択します。

© 1999 – 2022 Citrix Systems, Inc. All rights reserved.

176

マイクロアプリ

8.［URIs］フィールドに、この統合用の以下の承認済みリダイレクト URL を入力します：
• https://{ yourmicroappserverurl } /app/api/auth/serviceAction/
callback

9.［Create］を選択します。
10.

画面に表示されている ClientId と Secret をコピーして保存します。統合を構成するときに、これらの詳細
をサービスアクション認証に使用します。

Citrix Workspace マイクロアプリへの統合の追加
Google Meet 統合を Citrix Workspace マイクロアプリに追加して、アプリケーションに接続します。これにより、
通知とアクションが設定済みとなっている追加設定不要のマイクロアプリを、Workspace 内で使用できるようにな
ります。
次の手順を実行します：

1.［マイクロアプリ統合］ページで ［新しい統合を追加］および ［Citrix 提供のテンプレートから新しい統合を
追加する］を選択します。

2. Google Meet タイルを選択します。
3.

統合の名前を入力します。

•
•

インスタンスの ［ベース URL］を入力します：https://www.googleapis.com/。
アイコンライブラリから統合のアイコンを選択するか、デフォルトのアイコンのままにしておきます。

4.［サービス認証］で ［認証方法］メニューから ［OAuth 2.0］を選択して認証の詳細を完了します。認証オプ
ションは事前に選択されています。プロセスの完了時に、これらのオプションが選択されていることを確認し
てください。OAuth 2.0 セキュリティプロトコルを使用して、委任されたアクセスの要求/承認トークンを
生成します。利用可能な場合は、サービス認証方法として常に OAuth 2.0 を使用することをお勧めします。

OAuth 2.0 は、統合が、構成済みのマイクロアプリとの最大限のセキュリティコンプライアンスを満たすこと
を保証します。

a)［許可の種類］メニューで ［認証コード］を選択します。これによって、クライアントが交換するアク
セストークン用の一時コードが付与されます。コードは認証サーバーから取得され、そこでクライアン
トが要求している情報を確認できます。この許可の種類のみが、安全なユーザーの偽装を有効にします。
これにより、アプリケーションの登録時に使用する ［コールバック URL］が表示されます
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b)［トークン認証］メニューから ［要求の本文］を選択します。
c)［認証 URL］は事前に入力されています：https://accounts.google.com/o/oauth2/v2/
auth?access_type=offline&prompt=consent

d)［トークン URL］は事前に入力されています：https://oauth2.googleapis.com/token
e) ス コ ー プ に 次 の よ う に 入 力 さ れ て い る こ と を 確 認 し ま す：https://www.googleapis.
com/auth/calendar

https://www.googleapis.com/auth/calendar.events

https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.user

f)［クライアント ID］を入力します。クライアント ID は、承認サーバーに固有のクライアント登録情報を
表す文字列です。OAuth サーバーを構成したときに、クライアント ID とシークレットを収集します。
統合構成ページに表示される ［コールバック URL］を追加する必要があります。
g)［クライアントシークレット］を入力します。クライアントシークレットは、ターゲットアプリケーショ
ン統合のセットアップ時に発行される一意の文字列です。

5.［サービスアクション認証］で ［［アクション］で個別のユーザー認証を使用する］トグルを有効にします。サ
ービスアクション認証は、サービスアクションレベルで認証します。認証オプションは事前に選択されていま
す。プロセスの完了時に、これらのオプションが選択されていることを確認してください。

a)［認証方法］メニューから ［OAuth 2.0］を選択して認証の詳細を完了します。
b)［許可の種類］メニューで ［認証コード］を選択します。これによって、クライアントが交換するアク
セストークン用の一時コードが付与されます。コードは認証サーバーから取得され、そこでクライアン
トが要求している情報を確認できます。この許可の種類のみが、安全なユーザーの偽装を有効にします。
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これにより、アプリケーションの登録時に使用する ［コールバック URL］が表示されます

c)［トークン認証］メニューから ［要求の本文］を選択します。
d)［認証 URL］は事前に入力されています：https://accounts.google.com/o/oauth2/v2/
auth?access_type=offline&prompt=consent

e)［トークン URL］は事前に入力されています：https://oauth2.googleapis.com/token
f) スコープに次のように入力されていることを確認します：https://www.googleapis.com/
auth/calendar https://www.googleapis.com/auth/calendar.events

g)［クライアント ID］を入力します。クライアント ID は、承認サーバーに固有のクライアント登録情報を
表す文字列です。OAuth クライアントを構成したときに、クライアント ID とシークレットを収集しま
す。統合構成ページに表示される ［コールバック URL］を追加する必要があります。
h)［クライアントシークレット］を入力します。クライアントシークレットは、ターゲットアプリケーショ
ン統合のセットアップ時に発行される一意の文字列です。

6.［要求レート制限を有効にする］トグルを有効にします。［要求数］に「100」と入力し、［時間間隔］に「1 分」
と入力します。

7.（オプション）サポートのために 24 時間のログを保持するには、［ログ］を有効にします。
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8.［保存］を選択して続行します。
9.［OAuth 認証］で ［承認］を選択して、サービスアカウントにログインします。Google のログイン画面がポ
ップアップで表示されます。

a) サービスアカウントのユーザー名とパスワードを入力し、［ログイン］を選択します。
b)［同意］を選択します。

［マイクロアプリ統合］ページが開き、追加した統合とそのマイクロアプリが表示されています。ここから別の統合を
追加したり、追加設定不要のマイクロアプリのセットアップを続行したり、この統合用の新しいマイクロアプリを作
成したりできます。
これで、最初のデータ同期を設定して実行する準備ができました。統合アプリケーションからマイクロアプリプラッ
トフォームに大量のデータをプルできるので、
［テーブル］ページを使用して、最初のデータ同期のエンティティをフ
ィルタリングし、同期を高速化することをお勧めします。詳しくは、
「必要なエンティティの確認」を参照してくださ
い。同期ルール、スケジュールを満たさない同期、および拒否ルールについて詳しくは、
「データの同期」を参照して
ください。
注：

Citrix Google Meet 統合では、［アクション後のデータ更新］を使用して、ミーティングのレコーディングサ
ービスアクションの ［表の更新］ボタンからログインユーザーの最新データをプルします。このアプローチを
そのまま使用することをお勧めします。ユーザーに最適な量のデータを保持するよう、2 か月に 1 回手動によ
る完全同期を使用してください。また、統合では、増分同期はサポートされておらず、最新データの取得は ［ア
クション後のデータ更新］のみで行います。

API エンドポイントとテーブルエンティティについて詳しくは、「Google Meet コネクタの仕様」を参照してくださ
い。
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Google Meet マイクロアプリの使用
既存のアプリケーション統合には、追加設定不要のマイクロアプリが付属しています。これらのマイクロアプリから
開始して、ニーズに合わせてカスタマイズします。
ミーティングの作成：ユーザー設定に従ってミーティングをスケジュールします。

通知またはページ

ユースケースワークフロー

ミーティングの作成ページ

ミーティングのタイトル、開始時間と終了時間、タイ
ムゾーン、繰り返し（1 回、毎日、毎週、毎月）
、パス
ワード、ミーティングの参加者などの詳細を含む、ミ
ーティングをスケジュールするためのフォームを提供
します。

ミーティングのレコーディング：ユーザーが利用できるすべてのミーティングのレコーディング一覧を表示し、記録
されたビデオを視聴できます。

通知またはページ

ユースケースワークフロー

Recordings ページ

ユーザーが利用できるミーティングのレコーディング
一覧と、一覧を更新するための ［一覧の更新］ボタン
を提供します。一覧から使用可能なレコーディングを
クリックして、レコーディングの詳細を表示します。

RecordingDetails ページ

ミーティングのレコーディングの詳細ページと、記録
されたビデオを視聴するための ［録画の再生］オプシ
ョン。ボタンをクリックすると、レコーディングを視
聴できます

GoToMeeting の統合
December 7, 2021
GoToMeeting 統合を展開して、任意のデバイスまたはイントラネットから GoToMeetings でミーティングをスケ
ジュールします。GoToMeeting のミーティングの作成マイクロアプリを使用すると、すべてのユーザーが 1 回限り
のミーティングをホストできます。
注：
ご意見・ご要望をお待ちしています。この統合テンプレートに関するフィードバックをお送りください。また、
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問題についてはサポートチームが専用のフォーラムを毎日確認いたします。
追加設定不要の GoToMeeting マイクロアプリの一覧については、「GoToMeeting マイクロアプリの使用」を参照
してください。

必須条件の確認
これらの前提条件は、管理者が組織の GoToMeeting 統合セットアップの一部であることを前提としています。この

GoToMeeting 管理者アカウントには、ユーザー情報の完全な読み取り権限が必要です。
GoToMeeting とのこの統合を設定した後、Citrix Workspace マイクロアプリに統合を追加するには、これらのア
ーティファクト、特に OAuth 統合を設定するための次のパラメーターの一覧が必要になります。
•
•
•
•
•

ベース URL：https://api.getgo.com/
認証 URL：https://api.getgo.com/oauth/v2/authorize
トークン URL：https://api.getgo.com/oauth/v2/token
クライアント ID：クライアント ID は、承認サーバーに固有のクライアント登録情報を表す文字列です。
シークレット：クライアントシークレットは、ターゲットアプリケーション統合のセットアップ時に発行され
る一意の文字列です。

•

アカウント ID：この値は、All Organizers エンドポイントのyour_accountIdパラメーターを置き換え
ます。「アカウント ID の収集」を参照してください。

注：
利用可能な場合は、サービス認証方法として常に OAuth 2.0 を使用することをお勧めします。OAuth 2.0 は、
統合が、構成済みのマイクロアプリとの最大限のセキュリティコンプライアンスを満たすことを保証します。

Citrix Gateway が GoToMeeting のシングルサインオンに対応するように構成して、ユーザーがログインすると、
再度資格情報を入力する必要がなく自動的に再ログインできるようにします。SSO の構成について詳しくは、
「Citrix
Gateway サービス」を参照してください。
統合では GoToMeeting インスタンスへの定期的なアクセスが必要なので、GoToMeeting で専用のユーザーアカウ
ントを作成することをお勧めします。https://goto‑developer.logmeininc.com/admin/#section/Overview/

Users‑Roles‑Licenses‑and‑Groupsを使用して権限/特権を表示できます。
•

サービスアカウントに必要な権限：完全な管理者特権

特定のリソースに対して実行できる API 要求の数は限られているため、以下をお勧めします：

• GoToMeeting API 制 限 フ ォ ー ム の リ ン ク：https://goto‑developer.logmeininc.com/guides/FAQ/
Ref‑Rate‑Limits/

API の有効化
GoToMeeting API は、有料アカウントの Web サービスを通じてデフォルトで有効になっています。
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新しいサービスアカウントの作成
ここから登録します：https://developer.goto.com/。新しいサービスアカウントについて詳しくは、https:

//support.goto.com/meeting/new‑gotomeeting‑guideを参照してください。

OAuth サーバーの構成
GoToMeeting 統合を介してデータを読み取るように OAuth サーバーを構成します。
1.

次の場所にサービスアカウントでログインします：https://developer.goto.com/GoToMeetingV1。

2.

上部のナビゲーションバーで ［OAuth Clients］を選択します。

3.［Create a new client］を選択します。
4.

詳細を入力し、
［Redirect URL］フィールドに、この統合用の以下の承認済みリダイレクト URL を入力しま
す：

• https://{ yourmicroappserverurl } /admin/api/gwsc/auth/serverContext
5.［Scopes］セクションで ［Scopes］チェックボックスをオンにします。
6.［保存］を選択します。
7.

画面に表示されている ClientId と Secret をコピーして保存します。統合を構成するときに、これらの詳細
をサービス認証に使用します。

OAuth クライアントの構成
GoToMeeting 統合を通じてデータをライトバックするように OAuth クライアントを構成します。
1.

上記のように、サービスアカウントでログインします：https://developer.goto.com/GoToMeetingV1。

2.

上部のナビゲーションバーで ［OAuth Clients］を選択します。

3.［Create a new client］を選択します。
4.

詳細を入力し、
［Redirect URL］フィールドに、この統合用の以下の承認済みリダイレクト URL を入力しま
す：

• https://{ yourmicroappserverurl } /app/api/auth/serviceAction/
callback

5.［Scopes］セクションで ［Scopes］チェックボックスをオンにします。
6.［保存］を選択します。
7.

画面に表示されている ClientId と Secret をコピーして保存します。統合を構成するときに、これらの詳細
をサービスアクション認証に使用します。
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アカウント ID の収集
アカウント ID を収集し、この値を使用して All Organizers エンドポイントのyour_accountIdパラメーターを
置き換えます。

1.
2.

管理者の資格情報を使用してhttps://admin.logmeininc.com/portal/にログインします。
ホームページの

URL

を 確 認 し て、 次 の よ う な 形 式 か ら ア カ ウ ン ト

ID

を見つけることができま

す：https://admin.logmeininc.com/portal/##accounts/<accountID>/users?

filterType=usertype

3.

セットアッププロセスで使用するために、アカウント ID をコピーして保存します。
「データ読み込み値の置換」
を参照してください。

Citrix Workspace マイクロアプリへの統合の追加
GoToMeeting 統合を Citrix Workspace マイクロアプリに追加して、アプリケーションに接続します。認証オプシ
ョンは事前に選択されています。プロセスの完了時に、これらのオプションが選択されていることを確認してくださ
い。これにより、通知とアクションが設定済みとなっている追加設定不要のマイクロアプリを、Workspace 内で使
用できるようになります。
次の手順を実行します：

1.［マイクロアプリ統合］ページで ［新しい統合を追加］および ［Citrix 提供のテンプレートから新しい統合を
追加する］を選択します。

2. GoToMeeting タイルを選択します。
3.

統合の統合名を入力します。

4.

コネクタのパラメーターを入力します。

•
•

インスタンスの ［ベース URL］を入力します：https://api.getgo.com/。
アイコンライブラリから統合のアイコンを選択するか、デフォルトのアイコンのままにしておきます。

5.［サービス認証］で ［認証方法］メニューから ［OAuth 2.0］を選択して認証の詳細を完了します。認証オプ
ションは事前に選択されています。プロセスの完了時に、これらのオプションが選択されていることを確認し
てください。OAuth 2.0 セキュリティプロトコルを使用して、委任されたアクセスの要求/承認トークンを
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生成します。利用可能な場合は、サービス認証方法として常に OAuth 2.0 を使用することをお勧めします。

OAuth 2.0 は、統合が、構成済みのマイクロアプリとの最大限のセキュリティコンプライアンスを満たすこと
を保証します。

a)［許可の種類］メニューで ［認証コード］を選択します。これによって、クライアントが交換するアク
セストークン用の一時コードが付与されます。コードは認証サーバーから取得され、そこでクライアン
トが要求している情報を確認できます。この許可の種類のみが、安全なユーザーの偽装を有効にします。
これにより、アプリケーションの登録時に使用する ［コールバック URL］が表示されます

b)［トークン認証］メニューから ［認証ヘッダー］を選択します。
c)［認証 URL］は事前に入力されています：https://api.getgo.com/oauth/v2/token。
d)［ト ー ク ン URL］ は 事 前 に 入 力 さ れ て い ま す：https://api.getgo.com/oauth/v2/
authorize。

e)［クライアント ID］を入力します。クライアント ID は、承認サーバーに固有のクライアント登録情報を
表す文字列です。OAuth サーバーを構成したときに、クライアント ID とシークレットを収集します。
統合構成ページに表示される ［コールバック URL］を追加する必要があります。
f)［クライアントシークレット］を入力します。クライアントシークレットは、ターゲットアプリケーショ
ン統合のセットアップ時に発行される一意の文字列です。
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6.［サービスアクション認証］で ［［アクション］で個別のユーザー認証を使用する］トグルを有効にします。サ
ービスアクション認証は、サービスアクションレベルで認証します。認証オプションは事前に選択されていま
す。プロセスの完了時に、これらのオプションが選択されていることを確認してください。

a)［認証方法］メニューから ［OAuth 2.0］を選択して認証の詳細を完了します。
b)［許可の種類］メニューで ［認証コード］を選択します。これによって、クライアントが交換するアク
セストークン用の一時コードが付与されます。コードは認証サーバーから取得され、そこでクライアン
トが要求している情報を確認できます。この許可の種類のみが、安全なユーザーの偽装を有効にします。
これにより、アプリケーションの登録時に使用する ［コールバック URL］が表示されます

c)［トークン認証］メニューから ［認証ヘッダー］を選択します。
d)［認証 URL］は事前に入力されています：https://api.getgo.com/oauth/v2/token。
e)［ト ー ク ン URL］ は 事 前 に 入 力 さ れ て い ま す：https://api.getgo.com/oauth/v2/
authorize。

f)［クライアント ID］を入力します。クライアント ID は、承認サーバーに固有のクライアント登録情報を
表す文字列です。OAuth クライアントを構成したときに、クライアント ID とシークレットを収集しま
す。統合構成ページに表示される ［コールバック URL］を追加する必要があります。
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g)［クライアントシークレット］を入力します。クライアントシークレットは、ターゲットアプリケーショ
ン統合のセットアップ時に発行される一意の文字列です。

7.［要求レート制限を有効にする］トグルを有効にします。［要求数］に「100」と入力し、［時間間隔］に「1 分」
と入力します。

8.（オプション）サポートのために 24 時間のログを保持するには、［ログ］を有効にします。
9.［保存］を選択して続行します。
10.［OAuth 認証］で ［承認］を選択して、サービスアカウントにログインします。Webex のログイン画面がポ
ップアップで表示されます。

a)

サービスアカウントのユーザー名とパスワードを入力し、［ログイン］を選択します。
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b)［同意］を選択します。

データ読み込み値の置換

All Organizers エンドポイントのyour_accountIdパラメーターを置き換えます。「アカウント ID の収集」で
収集したアカウント ID 値を使用します。
1.［マイクロアプリ統合］ページから、Podio 統合の横にあるメニューを選択し、［編集］を選択します。［データ
の読み込み］画面が開きます。設定画面が表示されている場合は、左側のナビゲーション列から ［データの読
み込み］を選択します。

2. All Organizers エンドポイントの隣にあるメニューを選択して ［編集］を選択するか、エンドポイントの名
前（All Organizers）を選択します。
3.［データポイントを編集］画面で、以下の画像に表示された値を見つけます。この値を、以前に収集したアカウ
ント ID に置き換えます。
4.

画面下部の ［適用］を選択し、確定します。

これで、最初のデータ同期を設定して実行する準備ができました。統合アプリケーションからマイクロアプリプラッ
トフォームに大量のデータをプルできるので、
［テーブル］ページを使用して、最初のデータ同期のエンティティをフ
ィルタリングし、同期を高速化することをお勧めします。詳しくは、
「必要なエンティティの確認」を参照してくださ
い。同期ルール、スケジュールを満たさない同期、および拒否ルールについて詳しくは、
「データの同期」を参照して
ください。
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API エンドポイントとテーブルエンティティについて詳しくは、「GoToMeeting HTTP コネクタの仕様」を参照し
てください。

GoToMeeting マイクロアプリの使用
既存のアプリケーション統合には、追加設定不要のマイクロアプリが付属しています。これらのマイクロアプリから
開始して、ニーズに合わせてカスタマイズします。
ミーティングの作成：ユーザー設定に従ってミーティングをスケジュールします。ユーザーは、日付、開始時刻と終
了時刻、パスワード、および共同ホストを選択できます。

通知またはページ

ユースケースワークフロー

ミーティングの作成ページ

ユーザー設定に従って、次の詳細情報でミーティング
をスケジュールするためのフォームを提供します：ミ
ーティングの件名、開始時間と終了時間、パスワード、
およびミーティングの共同ホスト。

新しいミーティングページ

ミーティングが正常にスケジュールされると、成功メ
ッセージとミーティングの詳細を表示するオプション
（
［詳細の表示］ボタンを使用）を提供します。

ミーティングの詳細ページ

ユーザーがスケジュールしたミーティングに関する詳
細情報を提供します。

Ivanti の統合
December 7, 2021
Ivanti 統合を展開して、インシデント、サービス要求を送信および監視し、Citrix Workspace を通じてアクション
を実行します。また、インシデントを確認する機能を備えた、上位レベルのエージェント向けのマイクロアプリも提
供します。この統合では、ユーザーの代わりにインシデントのアクションを実行する委任モデルを使用して要求が作
成されます。サービス要求は Ivanti へのディープリンクを介して実装され、ユーザーは独自の要求を作成できます。
注：
ご意見・ご要望をお待ちしています。この統合テンプレートに関するフィードバックをお送りください。また、
問題についてはサポートチームが専用のフォーラムを毎日確認いたします。
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必須条件の確認
グローバル管理者権限を持つユーザーアカウントを作成するには、
「tenant」という姓と、Ivanti 環境のTenantIDと
して定義される名で作成する必要があります。「サービスアカウントの作成」を参照してください。

Citrix Workspace マイクロアプリに統合を追加するには、次のアーティファクトが必要です：
• ベース URL：https://{ TenantID } .trysaasit.com/api/odata/businessobject/
• TenantID：TenantIDは次の形式から見つけます：https://{ TenantID } .trysaasit.com。
• トークン：このトークンは API アクセスを許可します。「アクセストークンの収集」を参照してください。
ユーザーアカウントの作成
このアカウントは以下の手順で作成する必要があります：

1.

フ ィ ー ル ド：［名］ に

Ivanti 環 境 のTenantIDを 入 力 し ま す。TenantIDは 次 の 形 式 か ら 見 つ け ま す：

https://{ TenantID } .trysaasit.com

2.

フィールド：［姓］に「tenant」という文字列を入力します。

アクセストークンの収集
アクセストークンを取得するには、このプロセスに従います。このアクセストークンは、その有効期間中または新し
いアクセストークンが要求されるまで有効です。

1. Ivanti インスタンスに管理者としてログインしている状態で、画面の右上隅にある設定アイコン（レンチのマ
ーク）を選択します。

2. 左側のナビゲーションメニューで ［セキュリティコントロール］を選択し、［API キー］を選択します。
3.［キーグループを追加］を選択します。
4. グループの名前と説明を入力し、［キーグループを保存］を選択します。このグループを「WSi Citrix 」としま
す。

5.
6.
7.

新しく作成した ［WSi Citrix キーグループ］を選択し、
［API キーを追加］を選択します。
管理者の役割に ［代表者］を設定します。管理者に ［役割］設定します。［キーを保存］を選択します。
このキーは、この統合を設定するときにトークンとして使用するため、コピーしておきます。

Citrix Workspace マイクロアプリへの統合の追加
Ivanti 統合を Citrix Workspace マイクロアプリに追加して、アプリケーションに接続します。認証オプションは事
前に選択されています。プロセスの完了時に、これらのオプションが選択されていることを確認してください。これ
により、通知とアクションが設定済みとなっている追加設定不要のマイクロアプリを、Workspace 内で使用できる
ようになります。
次の手順を実行します：
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1.［マイクロアプリ統合］ページで ［新しい統合を追加］および ［Citrix 提供のテンプレートから新しい統合を
追加する］を選択します。

2. Ivanti タイルを選択します。
3.

統合の統合名を入力します。

4.

コネクタのパラメーターを入力します。

•
•

インスタンスのベース URL を入力します：
アイコンライブラリから統合のアイコンを選択するか、デフォルトのアイコンのままにしておきます。

5.［サービス認証］で、
［認証方法］メニューから［API キー］を選択し、収集したトークン値を［値］フィールド
に入力します。API キーにより、統合が最大限のセキュリティコンプライアンスを満たすことが保証されます。

6.［要求レート制限を有効にする］トグルは無効のままにします。
7.（オプション）サポートのために 24 時間のログを保持するには、［ログ］を有効にします。
8.［保存］を選択して続行します。

［マイクロアプリ統合］ページが開き、追加した統合とそのマイクロアプリが表示されています。これで、最初のデー
タ同期を設定して実行する準備ができました。同期ルール、スケジュールを満たさない同期、および拒否ルールにつ
いて詳しくは、「データの同期」を参照してください。

API エンドポイントとテーブルエンティティについて詳しくは、「Ivanti コネクタの仕様」を参照してください。
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Ivanti マイクロアプリの使用
Citrix の Ivanti 統合テンプレートには、すぐに使えるマイクロアプリが付属しています。これらのマイクロアプリか
ら開始して、ニーズに合わせてカスタマイズします。
エージェントインシデント：エージェントがインシデントを管理するためのセルフサービス。購読者は Ivanti へのエ
ージェントアクセス権を持っている必要があります。持っていない場合、解決が失敗します。

通知またはページ

ユースケースワークフロー

インシデントステータスの変更通知

インシデントのステータスが変更されると、所有者は
インシデントの詳細へのリンクを含む通知を受け取り
ます。

新規インシデント通知

新しいインシデントが作成されると、所有者はインシ
デントの詳細へのリンクを含む通知を受け取ります。

解決目標違反通知

インシデントが解決目標に違反すると、所有者はイン
シデントの詳細へのリンクを含む通知を受け取ります。

応答目標違反通知

インシデントが応答目標に違反すると、所有者はイン
シデントの詳細へのリンクを含む通知を受け取ります。

インシデントの詳細ページ

メモの追加とインシデントの解決を行うオプションと
ともにインシデントの詳細を表示します。

マイインシデントページ

インシデントの詳細へのリンクとともに、ユーザーに
割り当てられたインシデントの一覧が表示されます。

サービスカタログから作成： Ivanti のセルフサービスモジュールに戻るディープリンクを使用して、マイクロアプリ
のタイトルに基づいてサービス要求作成します。

通知またはページ

ユースケースワークフロー

サービス要求の作成ページ

新しいサービス要求を作成するためのフォームと、サ
ービスカタログにおいて検索可能なサービスのリスト
が表示されます。

インシデントの作成： Ivanti で新しいインシデントを報告します。これは、所有者なしで送信できるクイック作成で
す。
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通知またはページ

ユースケースワークフロー

インシデントの作成ページ

インシデントを作成するフォームが表示されます。

マイインシデント：自分のインシデントのセルフサービス。

通知またはページ
「マイインシデントが解決目標に違反しました」という
通知

ユースケースワークフロー
ユーザーのインシデントが解決目標に違反すると、イ
ンシデントの詳細へのリンクを含む通知を受け取りま
す。

「マイインシデントが応答目標に違反しました」という
通知

ユーザーのインシデントが応答目標に違反すると、イ
ンシデントの詳細へのリンクを含む通知を受け取りま
す。

「マイインシデントステータスが変更されました」とい
う通知

ユーザーのインシデントのステータスが変更されると、
インシデントの詳細へのリンクを含む通知を受け取り
ます。

新規インシデント通知

ユーザーの新しいインシデントが記録されると、イン
シデントの詳細へのリンクを含む通知を受け取ります。

インシデントの詳細ページ

インシデントの解決を行うオプションとともにインシ
デントの詳細を表示します。

アクティブなインシデントページ

インシデントの詳細へのリンクとともに、ユーザーに
割り当てられたインシデントの一覧が表示されます。

マイサービス要求：ディープリンクを含む既存のサービス要求を表示し、リクエストに関連付けられた動的テンプレ
ートを表示します。

通知またはページ

ユースケースワークフロー

新規サービス要求通知

新しいサービス要求が送信されると、ユーザーはサー
ビス要求の詳細へのリンクを含む通知を受け取ります。

サービス要求ステータス変更通知

サービス要求のステータスが変更されると、所有者は
サービス要求の詳細へのリンクを含む通知を受け取り
ます。

マイサービス要求ページ

インシデントの詳細へのリンクとともに、ユーザーに
割り当てられたサービス要求の一覧が表示されます。
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通知またはページ

ユースケースワークフロー

サービス要求の詳細ページ

オプションを含むサービス要求の詳細が表示され、メ
モおよび未解決のサービス要求を追加できます。

クイックサービス要求：共通のサービス要求をすばやく作成します。

通知またはページ

ユースケースワークフロー

クイックサービス要求の一覧ページ

機器の要求、コンピューターの要求、パスワードのリ
セット、アクセスの要求など、一般的なサービス要求
を送信するためのフォームを提供します。

Jira の統合
December 2, 2022
Jira と統合して、任意のデバイス、イントラネット、またはメッセンジャーで問題を追跡し、タスクに関する自動更
新を行います。次のプロセスを使用して、Jira との統合を有効にします。このプロセスを完了すると、Citrix マイク
ロアプリの使用によって実行されたすべてのアクションを含む、既存のレベルの監査ログが保持されます。
注：

2 つの Jira 統合テンプレートが提供されています。ほとんどのユースケースでは、新しい HTTP 統合を使用す
ることをお勧めします。この HTTP 統合は、キャッシュされたデータ構造を構成するためのより強力な機能で
す。各統合で使用可能なマイクロアプリについて詳しくは、
「Jira マイクロアプリの使用」を参照してください。

必須条件の確認
この統合を通じて使用するすべてのユーザーアカウントでは、アカウント設定のメールの表示を Anyone に設定す
る必要があります。これはサービスアカウント、およびユーザーが OAuth を介して Citrix Workspace にログイン
するアカウントを指します。https://id.atlassian.com/manage‑profile/profile‑and‑visibilityに移動し（必要
な場合はログインして）、［Contact］セクションで、メールアカウントの横の ［Who can see this?］メニューで
［Anyone］を選択します。
注：

Jira は Internet Explorer 11 のサポートを終了しました。このマイクロアプリを Internet Explore 11 で構
成すると、エラーが発生します。正しく構成するには、別のブラウザー（Chrome、Edge など）に切り替えま
す。
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Jira でこの統合を準備したら、Citrix Workspace マイクロアプリに統合を追加するには、以下のアーティファクト
が必要になります：

•

ベース URL：templatebaseurl { cloud-id }を自分の cloud‑ID に置き換えます。cloud‑ID を確
認するには、JIRA インスタンスの管理者としてログインし、URL をご覧ください。

•

認証 URL：これは事前に定義されています。これが、ターゲットアプリケーション統合をセットアップすると
きに提供される承認サーバーの URL です。

• トークン URL：これは事前に定義されています。これが、アクセス承認トークンの URL です。
• Epic‑Name‑customFieldId：これは Jira 管理ポータルにあります。「サービスアクション変数の置換」を
参照してください。

•
•

クライアント ID：クライアント ID は、承認サーバーに固有のクライアント登録情報を表す文字列です。
クライアントシークレット：クライアントシークレットは、ターゲットアプリケーション統合のセットアップ
時に発行される一意の文字列です。

•
•

ユーザー名：サービスアカウントのユーザー名です。
パスワード：サービスアカウントのパスワードです。

注：
利用可能な場合は、サービス認証方法として常に OAuth 2.0 を使用することをお勧めします。OAuth 2.0 は、
統合が、構成済みのマイクロアプリとの最大限のセキュリティコンプライアンスを満たすことを保証します。
統合プロセスを開始する前に、以下の前提条件を満たしておく必要があります：

•

管理する Jira プロジェクトに対するプロジェクト参照アクセス権を持つ、専用ユーザーアカウント。
ユ ー ザ ー の 管 理 に つ い て 詳 し く は、 「https://www.atlassian.com/software/jira/guides#

ManagingUsers‑Addingusers」を参照してください。
Jira プロジェクトの権限スキームにユーザーを追加する方法について詳しくは、「プロジェクトの権限の管理」
を参照してください。

• Citrix Gateway が Jira のシングルサインオンに対応するように構成して、ユーザーがログインすると、再度
資格情報を入力する必要がなく自動的に再ログインできるようにします。「Jira シングルサインオン構成」の
手順に従ってください。SSO の構成について詳しくは、「Citrix Gateway サービス」を参照してください。

OAuth 2.0（3LO）の有効化
OAuth 2.0（3LO）を実装する前に、Jira アプリ管理でアプリに対して OAuth 2.0 を有効にする必要があります。
1. ［App management］ に移動します。
2.［Create new app］を選択して新しいアプリを作成し、名前を入力して条件に同意し、［Create］を選択し
ます。

3. クライアント ID とシークレットを、後で使用するためにコピーしておきます。
4. サイドナビゲーションの ［APIS AND FEATURES］セクションで、［+Add］をクリックします。
5.［APIs and features］ページの［Features］セクションで、
［OAuth 2.0 (3LO)］を見つけて、
［Add］
、
［Con‑
figure］の順に選択します。
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6.［Callback URL］を入力します。この URL を、アプリからアクセス可能な URL に設定します。アプリに
OAuth 2.0（3LO）を実装するときに（次のセクションを参照）、redirect_uri がこの URL と一致する必要が
あります。

7.［Save changes］をクリックします。
画面は次のように表示されます：

API トークンの作成
スクリプトまたはその他のプロセスで API トークンを使用して、Jira Cloud アプリケーションまたは Confluence

Cloud で基本認証を実行できます。認証に使用する Atlassian アカウントで 2 段階認証を有効にしている場合は、
API トークンを使用する必要があります。
1. Atlassian アカウントにログインして、［API Tokens］に進みます。
2.［Create API token］を選択して、［Label］フィールドにトークンの名前を入力します。
3. 後で使用するために、クリップボードにコピーして保存します。
統合を Citrix Workspace マイクロアプリに追加するときに、パスワードとして API トークンを入力する必要があ
ります。

Jira プラットフォーム REST API の追加
Jira プラットフォーム REST API をまだ追加していない場合は、ここで追加します：
1. サイドナビゲーションの ［APIS AND FEATURES］セクションで、［+Add］をクリックします。
2.［APIs and features］ページの［API］セクションで、
［OAuth 2.0 (3LO)］を見つけて、
［Add］
［
、Configure］
の順に選択します。

3.

アプリに目的のスコープを追加します。
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コールバック URL の追加
インスタンス構成にカスタム URL を追加して、プライベートデータへのアクセスを許可し、OAuth 認証済みユーザ
ーアクションを有効にします。マイクロアプリのサーバー URL を見つけるには、Citrix Cloud にサインインしてマ
イクロアプリタイルを選択します。URL バーで、URL の最初のセクションをコピーします。これはマイクロアプリ
サーバーの URL です。セクション{ yourmicroappserverurl }は、テナント部分、リージョン部分、環境
部分で構成されています：https://{ tenantID } .{ region(us/eu/ap-s)} .iws.cloud.com。

HTTP Jira 統合の場合、2 つの異なるコールバック URL を追加する必要があります。ただし、Jira アプリケーショ
ンが持てるコールバック URL は 1 つだけです。つまり、ユーザーアクション用と同期用に、2 つの異なるアプリケー
ションを登録する必要があり、また、2 つのアプリケーションはそれぞれ異なるコールバック URL を持つことになり
ます。

https://{ yourmicroappserverurl } /admin/api/gwsc/auth/serverContext
https://{ yourmicroappserverurl } /app/api/auth/serviceAction/callback
注：

Jira 統合を追加するときは、コールバック URL に注意してください。サービス認証とサービスアクション認証
は、コールバック URL がそれぞれ異なります。クライアント ID とシークレットは、サービス認証またはサー
ビスアクション認証コールバック URL のいずれかに適切なものである必要があります。

Citrix Workspace マイクロアプリへの統合の追加
次の手順に従って、Jira HTTP 統合をセットアップします。ほとんどのユースケースでは、新しい HTTP 統合を使用
することをお勧めします。認証オプションは事前に選択されています。プロセスの完了時に、これらのオプションが
選択されていることを確認してください。ほとんどのユースケースでは、この新しい HTTP 統合を使用することをお
勧めします。この HTTP 統合は、キャッシュされたデータ構造を構成するためのより強力な機能です。
注：
デフォルトでは、この統合は 6 か月間のデータを同期します。目的やチケットの通常の有効期間に基づいて、こ
の値を変更することをお勧めします。フィルターは最終更新に基づいており、作成されません。これを変更する
には、データを読み込むエンドポイントで変数timeToSyncを変更する必要があります。「データ読み込み変
数の置換」を参照してください。
次の手順を実行します：

1.［マイクロアプリ統合］ページで ［新しい統合を追加］および ［Citrix 提供のテンプレートから新しい統合を
追加する］を選択します。

2.［統合］の下にある Jira タイルを選択します。
3.

統合の統合名を入力します。

4.

コネクタのパラメーターを入力します。
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•

インスタンスの ［ベース URL］を入力するか、例の{ cloud-id }を自分の cloud‑ID に置き換
えます。cloud‑ID を確認するには、JIRA インスタンスの管理者としてログインし、URL をご覧くだ
さい。この cloud‑ID は、8 桁、4 桁、4 桁、4 桁、12 桁の形式で 16 進数で表される汎用一意識別子

（UUID）で、URL の一部となっています。また、管理者資格情報を使用して認証し、https://api.

atlassian.com/oauth/token/accessible-resourcesに GET リクエストを送信するこ
とでも確認できます。この場合、cloud‑ID は応答の一部に含まれています。

•

アイコンライブラリから統合のアイコンを選択するか、デフォルトの Jira アイコンのままにしておきま
す。

•

オンプレミス接続を作成する場合は、［オンプレミスインスタンス］を有効にします。詳しくは、「オン
プレミスインスタンス」を参照してください。Jira インスタンスの Jira Cloud API v2 と Jira Server

API v2 の違いにより、統合の一部を手動で更新する必要もあります。サポートにお問い合わせください。

5.［サービス認証］で ［認証方法］メニューから ［OAuth 2.0］を選択して認証の詳細を完了します。認証オプ
ションは事前に選択されています。プロセスの完了時に、これらのオプションが選択されていることを確認し
てください。OAuth 2.0 セキュリティプロトコルを使用して、委任されたアクセスの要求/承認トークンを
生成します。利用可能な場合は、サービス認証方法として常に OAuth 2.0 を使用することをお勧めします。

OAuth 2.0 は、統合が、構成済みのマイクロアプリとの最大限のセキュリティコンプライアンスを満たすこと
を保証します。

a)［許可の種類のフロー］メニューで ［認証コード］を選択します。これによって、クライアントが交換す
るアクセストークン用の一時コードが付与されます。コードは認証サーバーから取得され、そこでクラ
イアントが要求している情報を確認できます。この許可の種類のみが、安全なユーザーの偽装を有効に
します。これにより、アプリケーションの登録時に使用する ［コールバック URL］が表示されますサー
ビス認証とサービスアクション認証は、コールバック URL がそれぞれ異なります。

b)［許可の種類の値］フィールドに「authorization_code」と入力します。
c)［トークン認証］メニューから ［要求の本文］を選択します。
d)［トークンコンテンツの種類］メニューから ［URL エンコード形式］を選択します。
e) 認証 URL は事前定義されています。これが、ターゲットアプリケーション統合をセットアップすると
きに提供される承認サーバーの URL です。
f) トークン URL は事前定義されています。これが、アクセス承認トークンの URL です。
g)［スコープ］に以下の値を入力してください。この文字列が、ターゲットアプリケーション統合をセット
アップするときに承認サーバーで定義されます。さらにエンティティを同期するには、ここでスコープ
を追加する必要があります。次の値をスペースで区切って使用します：read:jira-user read:
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jira-work manage:jira-project manage:jira-configuration write:jirawork manage:jira-data-provider offline_access。

h)［クライアント ID］を入力します。クライアント ID は、承認サーバーに固有のクライアント登録情報を
表す文字列です。Jira アカウントで OAuth クライアントを登録して、これとシークレットを収集しま
す。クライアント ID とシークレットは、サービス認証コールバック URL に適切なものである必要があ
ります。

i)［クライアントシークレット］を入力します。クライアントシークレットは、ターゲットアプリケーショ
ン統合のセットアップ時に発行される一意の文字列です。

j)［ヘッダープレフィックス］を入力します。（オプション）ベアラープレフィックスがデフォルトのヘッダ
ーと異なる場合、ヘッダープレフィックスを入力します。

6.［サービスアクション認証］で ［［アクション］で個別のユーザー認証を使用する］を有効にします。サービス
アクション認証は、サービスアクションレベルで認証します。認証オプションは事前に選択されています。プ
ロセスの完了時に、これらのオプションが選択されていることを確認してください。

a)［認証方法］メニューから ［OAuth 2.0］を選択して認証の詳細を完了します。
b)［許可の種類のフロー］メニューで ［認証コード］を選択します。これによって、クライアントが交換す
るアクセストークン用の一時コードが付与されます。コードは認証サーバーから取得され、そこでクラ
イアントが要求している情報を確認できます。この許可の種類のみが、安全なユーザーの偽装を有効に
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します。これにより、アプリケーションの登録時に使用する ［コールバック URL］が表示されますサー
ビス認証とサービスアクション認証は、コールバック URL がそれぞれ異なります。

c)［許可の種類の値］フィールドに「authorization_code」と入力します。
d)［トークン認証］メニューから ［要求の本文］を選択します。
e)［トークンコンテンツの種類］メニューから ［URL エンコード形式］を選択します。
f) 認証 URL は事前定義されています。これが、ターゲットアプリケーション統合をセットアップすると
きに提供される承認サーバーの URL です。
g) トークン URL は事前定義されています。これが、アクセス承認トークンの URL です。
h)［スコープ］に以下の値を入力してください。この文字列が、ターゲットアプリケーション統合をセット
アップするときに承認サーバーで定義されます。さらにエンティティを同期するには、ここでスコープ
を追加する必要があります。次の値をスペースで区切って使用します：read:jira-user read:

jira-work manage:jira-project manage:jira-configuration write:jirawork manage:jira-data-provider offline_access。

i)［クライアント ID］を入力します。クライアント ID は、承認サーバーに固有のクライアント登録情報を
表す文字列です。Jira アカウントで OAuth クライアントを登録して、これとシークレットを収集しま
す。クライアント ID とシークレットは、サービスアクション認証コールバック URL に適切なものであ
る必要があります。

j)［クライアントシークレット］を入力します。クライアントシークレットは、ターゲットアプリケーショ
ン統合のセットアップ時に発行される一意の文字列です。

k)［ヘッダープレフィックス］を入力します。（オプション）ベアラープレフィックスがデフォルトのヘッダ
ーと異なる場合、ヘッダープレフィックスを入力します。

l)［OAuth 2.0］認証方式を選択した場合、［+ パラメーターの追加］を選択して ［アクセストークンパラ
メーター］を含めます。アクセストークンパラメーターでは、ターゲットアプリケーション承認サーバ
ーによる要求に従って、必要に応じてアクセストークンパラメーターを定義します。
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7.（オプション）この統合のレート制限をアクティブ化する場合は、［要求レート制限］を有効にし、［時間間隔］
あたりの ［要求数］を設定します。

8.（オプション）サポートのために 24 時間のログを保持するには、［ログ］を有効にします。
9.［要求タイムアウト］フィールドは、デフォルトで 120 に設定されています。

10.［保存］を選択して続行します。
11.［OAuth 認証］で ［承認］を選択して、サービスアカウントにログインします。Webex のログイン画面がポ
ップアップで表示されます。

a) サービスアカウントのユーザー名とパスワードを入力し、［ログイン］を選択します。
b)［同意］を選択します。
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次の手順に進み、セットアッププロセスを完了します。

サービスアクション変数の置換
「エピックの作成」ページ機能を有効にするには、［Create

Epic］および ［Create Epic wo Assignee］サ

ービスアクションを手動で変更する必要があります。EpicFieldIdテンプレート変数の値{ Epic-Name-

customFieldId }を、［Epic Name］が格納されているカスタムフィールドの ID に置き換えます。

1. Jira 管理ポータルで、［Issues］に移動します。左側のメニューから ［Custom fields］を選択します。エ
ントリ ［Epic Name］を探し、画面の反対側のメニューを選択します。［View field information］を選
択します。

2. URL の末尾にある数値をコピーして保存します。
3.

マイクロアプリに戻り、Jira 統合の横にあるメニューを選択し、［編集］を選択します。左側のナビゲーショ
ン列から ［サービスアクション］を選択します。

4.

いずれかのサービスアクションの横にあるメニューを選択して ［編集］を選択するか、サービスアクションの
名前を選択します。［エピックを作成］サービスアクションから始めましょう。

5.［サービスアクションの編集］画面の ［テンプレート変数］で、EpicFieldIdテンプレート変数の値{
Epic-Name-customFieldId }を、Jira で 以 前 に 収 集 し た カ ス タ ム フ ィ ー ル ド ID に 置 き 換 え ま
す。
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6.［保存］を選択して終了します。
7.

もう 1 つのサービスアクション：［担当者なしでエピックを作成］についても繰り返します。

データ読み込み変数の置換
デフォルトでは、この統合は 6 か月間のデータを同期します。目的やチケットの通常の有効期間に基づいて、この値
を変更することをお勧めします。フィルターは最終更新に基づいており、作成されません。これを変更するには、デ
ータを読み込むエンドポイント ［問題］で変数timeToSyncを変更する必要があります。

1.［マイクロアプリ統合］ページから、Jira 統合の横にあるメニューを選択し、［編集］を選択します。［データの
読み込み］画面が開きます。設定画面が表示されている場合は、左側のナビゲーション列から ［データの読み
込み］を選択します。

2.［問題］エンドポイントの隣にあるメニューを選択して ［編集］を選択するか、エンドポイントの名前：［問題］
を選択します。

3.［データエンドポイントの編集］画面の ［テンプレート変数］で、変数timeToSyncの値を必要な値に置き換
えます。

4.

画面下部の ［適用］を選択し、確定します。

これで、最初のデータ同期を設定して実行する準備ができました。同期ルール、スケジュールを満たさない同期、お
よび拒否ルールについて詳しくは、「データの同期」を参照してください。

API エンドポイントとテーブルエンティティについて詳しくは、「Jira HTTP コネクタの仕様」を参照してください。

Jira マイクロアプリの使用
Jira HTTP 統合には、以下の設定済みで追加設定不要のマイクロアプリが付属しています：
エピックの作成：詳細を指定して新しい Jira エピックを作成します。
注：
「エピックの作成」ページ機能を有効にするには、
［エピックを作成］および ［担当者なしでエピックを作成］サ
ービスアクションを手動で変更する必要があります。
「サービスアクション変数の置換」を参照してください。
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通知またはページ

ユースケースワークフロー

エピックの作成ページ

エピック名の入力と、問題の種類、プロジェクト、担
当者（オプション）の選択が可能な、新しい Jira エピ
ックを作成するためのフォーム、および説明を追加す
るためのフィールドを提供します。

プロジェクトページ

新しいエピックを割り当てるプロジェクトを選択する
ための検索可能なフォームを提供します。

チケットの作成：詳細を指定して新しい Jira チケットを作成します。
通知またはページ

ユースケースワークフロー

チケットの作成ページ

問題の種類、プロジェクト、オプションでの担当者の
選択と説明を追加するためのフィールドを含む、新し
い Jira チケットを作成するためのフォームを提供しま
す。

プロジェクトページ

新しいチケットを割り当てるプロジェクトを選択する
ための検索可能なフォームを提供します。

チケット：チケットを表示し、コメントを追加し、サブタスクを作成し、状況および担当者を変更します。

通知またはページ

ユースケースワークフロー

コメント編集（割り当てられているチケット）通知

ユーザーに割り当てられている既存のチケットでコメ
ントが編集されると、ユーザーは Workspace でコメ
ント編集通知を受け取ります。

コメント編集（報告されたチケット）通知

ユーザーが報告した既存のチケットでコメントが編集
されると、ユーザーは Workspace でコメント編集通
知を受け取ります。

新規コメント（割り当てられているチケット）通知

ユーザーに割り当てられている既存のチケットに新し
いコメントが追加されると、ユーザーは通知を受け取
ります。

新規コメント（報告されたチケット）通知

ユーザーが報告した既存のチケットに新しいコメント
が追加されると、ユーザーは通知を受け取ります。

チケット割り当て（変更）通知

既存のチケットがユーザーに割り当てられると、ユー
ザーは通知を受け取ります。
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通知またはページ

ユースケースワークフロー

チケット割り当て（新規）通知

新しいチケットがユーザーに割り当てられると、ユー
ザーは通知を受け取ります。

チケット担当者変更（報告済み）通知

チケットが再割り当てされると、チケットの報告者は
通知を受け取ります。

チケット状況変更（割り当てられたチケット）通知

チケットの状況が変更されると、チケットの担当者は
通知を受け取ります。

チケット状況変更（報告済み）通知

チケットの状況が変更されると、チケットの報告者は
通知を受け取ります。

コメントの詳細ページ

コメントの詳細の読み取り専用ビューを提供します。

サブタスクの作成ページ

Jira チケットのサブタスクを作成するためのフォーム
を提供します。

チケットの詳細ページ

Jira チケットの詳細を表示できるほか、コメントを追
加したり、ステータス、優先度、担当者をページから直
接変更したりするためのフィールドも使用できます。

チケットページ

ユーザーは、検索フィールド、プロジェクトセレクタ
ー、ステータスセレクターを使用して Jira チケットを
検索し、
［All］
、
［My］
、
［Assigned］、
［Re‑

ported］、［Watching］、［Commented］の各チケッ
トをすばやく切り替えることができます。

レガシーの Jira 統合の追加
上記の手順に加えて、以下の手順に従って、レガシーの統合を設定します。

前提条件
レガシーの統合では、以下の値が必要です。

• URL
• ユーザー名
• パスワード ‑ 統合を Citrix Workspace マイクロアプリに追加するときに、パスワードとして API トークン
を入力する必要があります。

•

認証方法（資格情報または OAuth2 のいずれか）

OAuth 2.0 の場合は、以下も必要です：
•
•

クライアント ID
クライアントシークレット
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課題を検索する期間の設定
レガシーの Jira 統合の場合は、Jira で課題を検索する期間を設定します。統合を Citrix Workspace マイクロアプ
リに追加するときに、統合が Jira から検索するデータの量は、負荷フィルターを適用することで制限できます。

1.

専用のユーザーアカウントとパスワードで Jira にログインします。
注：
既存のアカウントを使用している場合、ユーザー名はアカウントの電子メールではありません。アカウ
ントのユーザー名を見つけるには、Jira インスタンスにログインし、プロファイルのサムネイルを選択
して、［Profile］を選択します。

2.

課題を取得する日数を入力します。
デフォルト：90 日。

レガシーの Jira 統合の追加
次の手順を実行します：

1.

概要ページから、［はじめに］を選択します。

［統合の管理］ページが開きます。

2.［新しい統合を追加］および ［Citrix 提供のテンプレートから新しい統合を追加する］を選択します。
3.

追加する Jira タイルを選択します。

4.

統合の名前を入力します。
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5.

前提条件として収集したコネクタのパラメーターを入力します。

•［URL］を入力します。
•

サービス認証の ［ユーザー名］と ［パスワード］を入力します。
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注：
統合を Citrix Workspace マイクロアプリに追加するときに、前の手順で収集した API トークン
をパスワードとして入力します。

6.［認証方法］を選択します。OAuth 2.0 セキュリティプロトコルを使用して、委任されたアクセスの要求/承認
トークンを生成します。

• 資格情報 ‑ 資格情報。クライアントの資格情報が使用されます。
• Oauth 2.0 ‑ 前提条件の手順で収集した OAuth クライアント ID と OAuth クライアントシークレッ
トを入力します。

7.［Changed Tickets Weeks To Load］の数値を選択します。
8.［追加］を選択します。

［マイクロアプリ統合］ページが開き、追加した統合とそのマイクロアプリが表示されています。ここから別の統合を
追加したり、追加設定不要のマイクロアプリのセットアップを続行したり、この統合用の新しいマイクロアプリを作
成したりできます。
これで、最初のデータ同期を設定して実行する準備ができました。統合アプリケーションからマイクロアプリプラッ
トフォームに大量のデータをプルできるので、
［テーブル］ページを使用して、最初のデータ同期のエンティティをフ
ィルタリングし、同期を高速化することをお勧めします。詳しくは、
「必要なエンティティの確認」を参照してくださ
い。同期ルール、スケジュールを満たさない同期、および拒否ルールについて詳しくは、
「データの同期」を参照して
ください。

API エンドポイントとテーブルエンティティについて詳しくは、「Jira コネクタの仕様」を参照してください。
レガシーの Jira マイクロアプリ

Jira 統合には、以下の設定済みで追加設定不要のマイクロアプリが付属しています：
チケットの作成：詳細を指定して新しい Jira チケットを作成します。
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通知またはページ

ユースケースワークフロー

チケットの作成ページ

問題の種類、プロジェクト、オプションでの担当者の
選択と説明を追加するためのフィールドを含む、新し
い Jira チケットを作成するためのフォームを提供しま
す。

チケット：チケットを表示し、コメントを追加し、サブタスクを作成し、状況および担当者を変更します。

通知またはページ

ユースケースワークフロー

コメント編集（割り当てられているチケット）通知

ユーザーに割り当てられている既存のチケットでコメ
ントが編集されると、ユーザーは Workspace でコメ
ント編集通知を受け取ります。

コメント編集（報告）通知

ユーザーが報告した既存のチケットでコメントが編集
されると、ユーザーは Workspace でコメント編集通
知を受け取ります。

新規コメント（割り当てられているチケット）通知

ユーザーに割り当てられている既存のチケットに新し
いコメントが追加されると、ユーザーは通知を受け取
ります。

新規コメント（報告されたチケット）通知

ユーザーが報告した既存のチケットに新しいコメント
が追加されると、ユーザーは通知を受け取ります。

チケット割り当て（変更）通知

既存のチケットがユーザーに割り当てられると、ユー
ザーは通知を受け取ります。

チケット割り当て（新規）通知

新しいチケットがユーザーに割り当てられると、ユー
ザーは通知を受け取ります。

チケット担当者変更（報告済み）通知

チケットが再割り当てされると、チケットの報告者は
通知を受け取ります。

チケット状況変更（割り当てられたチケット）通知

チケットの状況が変更されると、チケットの担当者は
通知を受け取ります。

チケット状況変更（報告済み）通知

チケットの状況が変更されると、チケットの報告者は
通知を受け取ります。

コメントの追加ページ

Jira チケットにコメントを追加するためのフォームを
提供します。

担当者の変更ページ

Jira チケットの担当者を変更するためのフォームを提
供します。
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通知またはページ

ユースケースワークフロー

状況の変更ページ

Jira チケットの状況を変更するためのフォームを提供
します。

コメントの詳細ページ

コメントの詳細の読み取り専用ビューを提供します。

サブタスクの作成ページ

Jira チケットのサブタスクを作成するためのフォーム
を提供します。

チケットの詳細ページ

Jira チケットの詳細の読み取り専用ビューを提供しま
す。

チケットページ

ユーザーに割り当てられている Jira チケット、ユーザ
ーが報告した Jira チケット、またはユーザーがコメン
トした Jira チケットをユーザーが検索できます。

Kronos Workforce Central の統合
October 26, 2021
Kronos Workforce Central 統合テンプレートを展開して、Citrix Workspace を介してどこからでも Kronos に
アクセスできます。このテンプレートの統合により：

•
•

マネージャーは、潜在労働力の管理活動を簡単に表示してこれに対応できます。
従業員は時間管理タスクを実行し、要求を送信できます。

注：
ご意見・ご要望をお待ちしています。この統合テンプレートに関するフィードバックをお送りください。また、
問題についてはサポートチームが専用のフォーラムを毎日確認いたします。
これらのマイクロアプリの包括的な詳細については、「Kronos マイクロアプリの使用」を参照してください。

必須条件の確認

Kronos Workforce Central でこの統合をセットアップした後、Citrix Workspace マイクロアプリに統合を追加
するには、以下のアーティファクトが必要になります：

• ベース URL：http://kronos-server.workspaceintelligent.com
• Kronos ユーザー名：これは Kronos Superuser の名前です。
• Kronos パスワード：これは Kronos Superuser のパスワードです。
• Kronos の日付形式：Kronos のセットアップで使用可能な日付形式を入力します。「Kronos で日付形式を
確認する」を参照してください。
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ユーザーアカウント
統合には、Kronos Workforce Central インスタンスへの定期的なアクセスが必要です。専用の Superuser アカウ
ントを作成することをお勧めします。この Superuser アカウントには、完全な管理者特権とアクセス権限が必要で
す。
この Superuser アカウントは、Kronos の管理者によって作成されます。Kronos Partner Account について詳し
くは、
「https://www.kronos.com/kronos‑partner‑network/become‑partner」と「https://www.kronos.

com/2018/blogs/working‑smarter‑cafe/2020‑ukg‑kronos‑community‑superusers‑announced」 を 参
照してください。

API アクセス
Kronos Workforce Central API は、パートナーアカウントの Web サービスを通じて、デフォルトで有効になって
います。これは、統合をセットアップするための SUPER USER 資格情報を取得するために、ベンダーとの個別の契
約が必要になる場合があります。
このテンプレートでは認証は有効になっていません。Kronos は O‑AUTH 2.0 をサポートしていません（つまり、ユ
ーザーの書き戻しは Kronos ではサポートされていません）
。Citrix Kronos Workforce Central 統合を使用して実
行される各サービスアクション（承認や拒否など）は、
「SUPER USER」資格情報ユーザー認証の下で登録されます。
回避策として、この統合のカスタム関数は、コメントセッションで承認者の名前をキャプチャできます。

Citrix Workspace マイクロアプリへの統合の追加
Kronos Workforce Central 統合を Citrix Workspace マイクロアプリに追加して、アプリケーションに接続しま
す。これにより、通知とアクションが設定済みとなっている追加設定不要のマイクロアプリを、Workspace 内で使
用できるようになります。
次の手順を実行します：

1.［マイクロアプリ統合］ページで ［新しい統合を追加］および ［Citrix 提供のテンプレートから新しい統合を
追加する］を選択します。

2. Kronos Workforce Central タイルを選択します。
3.

統合の統合名を入力します。

4.

コネクタのパラメーターを入力します。

•
•

インスタンスのベース URL を入力します：
アイコンライブラリから統合のアイコンを選択するか、デフォルトのアイコンのままにしておきます。

5.［Kronos ユーザー名］にスーパーユーザー資格情報を入力します。これには SUPERUSER 資格情報を入力す
ることをお勧めします。

6.［Kronos パスワード］を入力します。
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7.［Kronos の日付形式］を入力します。選択した形式が Kronos でも使用されていることを確認してくださ
い。「Kronos で日付形式を確認する」を参照してください。
［サービス認証］と ［サービスアクション認証］が有効ではありません。

8.［要求レート制限を有効にする］トグルを選択します。［要求数］に「320」と入力し、［時間間隔］は ［1 秒］に
します。

9.［要求タイムアウト］は、デフォルトで「120」に設定されています。
10.（オプション）サポートのために 24 時間のログを保持するには、［ログ］を有効にします。
11.［保存］を選択して続行します。
［マイクロアプリ統合］ページが開き、追加した統合とそのマイクロアプリが表示されています。ここから別の統合を
追加したり、追加設定不要のマイクロアプリのセットアップを続行したり、この統合用の新しいマイクロアプリを作
成したりできます。

Kronos で日付形式を確認する
Kronos で 日 付 形 式 を 構 成 す る に は、 次 の 手 順 に 従 い ま す。Kronos Workforce Central 統 合 テ ン プ レ ー ト
は、 次 の 日 付 形 式 を サ ポ ー ト し て い ま す：「YYYY/MM/DD」、「MM/DD/YYYY」、「YYYY‑MM‑DD」「MM‑DD‑
YYYY」、「M/DD/YYYY」、「DD‑MM‑YYYY」。
統合を追加するときは、ここの日付形式が ［Kronos の日付形式］フィールドにも入力されていることを確認してく
ださい。

1. スーパーユーザーアカウントで Kronos UI にログインします。
2. ナビゲーションパスに従います：
［Setup］>［System Configuration］>［System Settings］>［Locale］
3.［site.local.LONG_DATE］フィールドから長い日付の表示形式を取得します。
これで、最初のデータ同期を設定して実行する準備ができました。同期ルール、スケジュールを満たさない同期、お
よび拒否ルールについて詳しくは、「データの同期」を参照してください。
注：
完全同期を 1 日 1 回実行することをお勧めします。

Kronos SoR は、増分同期をサポートしていません。ユーザーエクスペリエンスを向上させるために、スクリ
プトを使用して通知のユースケースにも対応するカスタム同期機能を実装しました。

API エンドポイントとテーブルエンティティについて詳しくは、「Kronos コネクタの仕様」を参照してください。
注：

Kronos SoR はページネーションをサポートしていません。そのため、それに応じてキャッシュを制限しまし
た。このテンプレート統合では、ほとんどのユースケースで 2 か月分のデータのみがキャッシュに保存されま
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す。

Record Timestamp マイクロアプリは、最大 2 日間のデータをキャッシュに保持できます。

Kronos マイクロアプリの使用
既存のアプリケーション統合には、追加設定不要のマイクロアプリが付属しています。これらのマイクロアプリから
開始して、ニーズに合わせてカスタマイズします。
自分の見越残高：さまざまな日の見越残高を即座に表示します。

通知またはページ

ユースケースワークフロー

見越残高インデックスページ

現在の日付のユーザーの見越残高ビューを表示します。

見越残高ページ

［見越額の表示］ボタンを使用して、特定の日付のユー
ザーの見越残高ビューを表示します。

自分の休暇履歴：ユーザーが今月の休暇データの履歴を表示できます。

通知またはページ

ユースケースワークフロー

休暇履歴ページ

今月のユーザーの休暇の申請と詳細のパーソナライズ
されたリストを表示します。

タイムスタンプの記録：出勤と退勤の日時を登録します。

通知またはページ
タイムスタンプの記録ページ

ユースケースワークフロー
［出勤時間の記録］と ［退勤時間の記録］に日付と時刻
を入力するフォームが表示されます。

休暇の申請：休暇の申請を送信します。

通知またはページ

ユースケースワークフロー

休暇申請ページ

休暇を申請して ［送信］するためのフォームが表示さ
れます。

有給休暇申請の承認：マネージャーへのすべての有給休暇申請の通知を受信し、承認または拒否されたすべての有給
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休暇申請の通知を元の要求者に返信します。

通知またはページ

ユースケースワークフロー

有給休暇承認通知

休暇申請が承認されると、要求者は通知を受け取りま
す。

有給休暇拒否通知

休暇申請が拒否されると、要求者は通知を受け取りま
す。

有給休暇申請通知

休暇の新しい申請がある場合、承認の責任者は、
［承認］
および ［拒否］オプションが付いた通知を受け取りま
す。

有給休暇申請ページ

承認の責任者に、休暇の詳細と ［承認］および ［拒否］
オプションを表示します。

タイムログ：申請されたすべての勤務時間に関する通知を受け取ります。単一のユーザーまたはユーザーのグループ
を承認または拒否します。

通知またはページ

ユースケースワークフロー

新規承認依頼通知

承認を求める勤務時間申請が送信されると、承認の責
任者は、
［承認］および ［拒否］オプションが付いた通
知を受け取ります。

タイムログ承認通知

勤務時間申請が承認されると、要求者は通知を受け取
ります。

タイムログ拒否通知

勤務時間申請が拒否されると、要求者は通知を受け取
ります。

タイムログ申請ページ

承認の責任者に、申請された勤務時間の詳細と、
［承認］
および ［拒否］オプションを表示します。

Microsoft Dynamics CRM の統合
December 7, 2021
Microsoft Dynamics CRM と統合して、追加のログインを必要とせずにリード、商談、およびケースの監視と管理
を行います。以下のプロセスを使用して、Microsoft Dynamics CRM 統合を有効にします。前提条件を確認し、新
しいアプリケーションを登録し、キー値を取得して、権限を委任します。
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注

2 つの Microsoft Dynamics 統合テンプレートが提供されています。キャッシュされたデータ構造を構成する
ためのより強力な機能を提供するため、ほとんどのユースケースでは新しい HTTP 統合を使用することをお勧
めします。Microsoft Dynamics テンプレートは、Microsoft Dynamics HTTP 統合のベースになります。
各統合で使用可能なマイクロアプリについて詳しくは、「Microsoft Dynamics マイクロアプリの使用」を参
照してください。
追加設定不要の Microsoft Dynamics CRM マイクロアプリの一覧については、「Microsoft Dynamics CRM マイ
クロアプリの使用」を参照してください。

必須条件の確認
専用の Office 365 アカウントを作成して、統合を構成します。このプロセスを完了すると、Citrix マイクロアプリの
使用によって実行されたすべてのアクションを含む、既存のレベルの監査ログが保持されます。

MS Dynamics CRM でこの統合をセットアップした後、Citrix Workspace マイクロアプリに統合を追加するには、
以下のアーティファクトが必要になります：

•
•
•
•

認証サインオン URL
アプリケーション（クライアント）ID
秘密キーの値
有効な Microsoft Dynamics CRM アカウントの詳細

以下の前提条件を満たしていることを確認します：

• Workspace をホストする内部サーバーがファイアウォールの内側にある場合、ポート 443 でホスト名
www.dynamics.com へのアクセスを許可して、Workspace が MS Dynamics CRM クラウドに接続でき
るようにします。

•

認証サインオン URL（Citrix 提供）
。Citrix Gateway が MS Dynamics のシングルサインオンに対応するよ
うに構成して、ユーザーがログインすると、再度資格情報を入力する必要がなく自動的に再ログインできるよ
うにします。SSO の構成について詳しくは、
「Citrix Gateway サービス」を参照してください。

• MS Dynamics CRM 統合の構成に使用する専用の Office 365 アカウント。この専用アカウントには、MS
Dynamics CRM の完全なデータアクセス特権（システム管理者）が必要です。詳しくは、「Dynamics 365
for Customer Engagement アプリでのユーザーの作成とセキュリティロールの割り当て」を参照してくだ
さい。

アプリケーションおよびコールバック URL の登録
新しいアプリケーションを登録し、コールバック URL を追加してアプリケーション ID を収集します。

1. https://portal.azure.comにログインします。
2.［Azure Active Directory］>［アプリの登録］>［+ 新しいアプリケーション］と選択します。
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3.

アプリケーションに使用する名前を入力し、組織のニーズに応じてサポートされているアカウントの種類を選
択します。このオプションのガイドのため、［選択に関する詳細…］を選択します。

4.

インスタンス構成にカスタム URL を追加して、プライベートデータへのアクセスを許可し、OAuth 認証済み
ユーザーアクションを有効にします。
［リダイレクト URI（オプション）
］の ［Web］を選択し、次の 2 つのコ
ールバック URL と MS Dynamics のインスタンスのベース URL を入力してください。これは、統合を設定
する際にマイクロアプリ UI で入力する必要がある URL と同じ URL です。一覧の最初のコールバックは変更
されません。2 番目のコールバックはターゲットアプリケーションによって異なり、統合の作成時に URL アド
レスバーに表示されます。セクション {yourmicroappserverurl} は、テナント部分、リージョン部分、環境
部分で構成されています：https://%7BtenantID%7D.%7Bregion(us/eu/ap‑s)%7D.iws.cloud.com：

• https://{ yourmicroappserverurl } /admin/api/gwsc/auth/serverContext
• https://{ yourmicroappserverurl } /app/api/auth/serviceAction/
callback

•

ベース URL は、この統合に使用する Web アドレスの一貫した部分です。例：https://app.{

yoursaasapp } .com

5.

アプリケーション ID（クライアント）をコピーして、統合を Citrix Workspace マイクロアプリに追加する
ときに使用します。同様にアプリケーション ID URI もコピーして、必要な際に後で使用するために保存して
おきます。

委任権限の有効化
委任権限がある場合、アプリは権限を委任されると、ターゲットリソースへの呼び出しを行うときにサインインユー
ザーとして機能します。

1. 登録したアプリのビューから、［API のアクセス許可］と ［+ アクセス許可の追加］を選択します。
2. Dynamics CRM のタイルを選択し、［アプリケーションに必要なアクセス許可の種類］で ［委任されたアク
セス許可］タイルを選択します。

3.

追加する権限（具体的にはuser_impersonation）のチェックボックスをオンにし、下部の ［アクセス許
可の追加］を選択します。

秘密キーの値の生成
トークンを要求する際、アプリケーションがその身元を証明するために使用するシークレット文字列を生成します。

1.［証明書とシークレット］を選択して、［+ 新しいクライアントシークレット］を選択します。
2. クライアントシークレットの説明を入力します。
3.［有効期限］の ［無期限］を選択します。［追加］を選択します。
4. 作成されたクライアントシークレットの値をコピーして保存します。このページを離れると、表示されなくな
ります。
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クエリのフィルタリング
ほとんどの Microsoft Dynamics CRM エンティティはフィルタリングをサポートしています。$filterパラメー
ターは、任意のエンドポイントに追加できます。詳しくは、「Microsoft Dynamics CRM におけるクエリの Web

API リファレンス」を参照してください。
例：

1
2
3
4
5

Only active appointments:
//api/data/v9.0/appointments$filter(statecode eq 0 or statecode eq 3)
Only incidents from last 1 month:
//api/data/v9.0/incidents$filter Microsoft.Dynamics.CRM.LastXMonths(
PropertyName='modifiedon',PropertyValue=1)

Citrix Workspace マイクロアプリへの Microsoft Dynamics 統合の追加
Microsoft Dynamics HTTP 統合を Citrix Workspace マイクロアプリに追加して、アプリケーションに接続しま
す。これにより、通知とアクションが設定済みとなっている追加設定不要のマイクロアプリを、Workspace 内で使
用できるようになります。
次の手順に従って、Microsoft Dynamics HTTP 統合をセットアップします。認証オプションは事前に選択されて
います。プロセスの完了時に、これらのオプションが選択されていることを確認してください。ほとんどのユースケ
ースでは、この新しい HTTP 統合を使用することをお勧めします。この HTTP 統合は、キャッシュされたデータ構
造を構成するためのより強力な機能です。
次の手順を実行します：

1.［マイクロアプリ統合］ページで ［新しい統合を追加］および ［Citrix 提供のテンプレートから新しい統合を
追加する］を選択します。

2. Microsoft Dynamics タイルを選択します。
3.

統合の統合名を入力します。

4.

コネクタのパラメーターを入力します。

•

インスタンスの ［ベース URL］を入力します。これは、MS Dynamics 環境のドメインであり、この統
合に使用する Web アドレスにおいて変化しない部分です。

•

アイコンライブラリから統合のアイコンを選択するか、デフォルトの MS Dynamics アイコンのままに
しておきます。

•

オンプレミス接続を作成する場合は、［オンプレミスインスタンス］を有効にします。詳しくは、「オン
プレミスインスタンス」を参照してください。
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5.［サービス認証］で ［認証方法］メニューから ［OAuth 2.0］を選択して認証の詳細を完了します。認証オプ
ションは事前に選択されています。プロセスの完了時に、これらのオプションが選択されていることを確認し
てください。OAuth 2.0 セキュリティプロトコルを使用して、委任されたアクセスの要求/承認トークンを生
成します。利用可能な場合は、サービス認証方法として常に OAuth 2.0 と、［許可の種類］認証コードを使用
することをお勧めします。OAuth 2.0 は、統合が、構成済みのマイクロアプリとの最大限のセキュリティコン
プライアンスを満たすことを保証します。

a)［許可の種類］メニューで ［認証コード］を選択します。これによって、クライアントが交換するアク
セストークン用の一時コードが付与されます。コードは認証サーバーから取得され、そこでクライアン
トが要求している情報を確認できます。この許可の種類のみが、安全なユーザーの偽装を有効にします。
これにより、アプリケーションの登録時に使用する ［コールバック URL］が表示されます

b)［トークン認証］メニューから ［要求の本文］を選択します。
c)［認証 URL］は事前に入力されています。自分の認証 URL を入力するか、既に入力されている URL を
そのまま使用してください。

d)［トークン URL］は事前に入力されています。自分のトークン URL を入力するか、既に入力されている
URL をそのまま使用してください。
e)［クライアント ID］を入力します。クライアント ID は、承認サーバーに固有のクライアント登録情報を
表す文字列です。OAuth サーバーを構成したときに、クライアント ID とシークレットを収集します。
統合構成ページに表示される ［コールバック URL］を追加する必要があります。
f)［クライアントシークレット］を入力します。クライアントシークレットは、ターゲットアプリケーショ
ン統合のセットアップ時に発行される一意の文字列です。

g)（オプション）ベアラープレフィックスがデフォルトのヘッダーと異なる場合、ヘッダープレフィックス
を入力します。
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6. OAuth 2.0 を使用する場合は、［パラメーターを追加］を選択して、［アクセストークンパラメーター］を追加
します。Name に resource を、Value に{ yourmsdynamicscrmurl }を入力します。このパラメー
ターは、ターゲットアプリケーション承認サーバーで必要です。

7.［サービスアクション認証］で ［［アクション］で個別のユーザー認証を使用する］トグルを有効にします。サ
ービスアクション認証は、サービスアクションレベルで認証します。認証オプションは事前に選択されていま
す。プロセスの完了時に、これらのオプションが選択されていることを確認してください。

a)［認証方法］メニューから ［OAuth 2.0］を選択して認証の詳細を完了します。
b)［許可の種類］メニューで ［認証コード］を選択します。これによって、クライアントが交換するアク
セストークン用の一時コードが付与されます。コードは認証サーバーから取得され、そこでクライアン
トが要求している情報を確認できます。この許可の種類のみが、安全なユーザーの偽装を有効にします。
これにより、アプリケーションの登録時に使用する ［コールバック URL］が表示されます

c)［トークン認証］メニューから ［要求の本文］を選択します。
d)［認証 URL］は事前に入力されています。
e)［トークン URL］は事前に入力されています。
f)［クライアント ID］を入力します。クライアント ID は、承認サーバーに固有のクライアント登録情報を
表す文字列です。OAuth サーバーを構成したときに、クライアント ID とシークレットを収集します。
統合構成ページに表示される ［コールバック URL］を追加する必要があります。
g)［クライアントシークレット］を入力します。クライアントシークレットは、ターゲットアプリケーショ
ン統合のセットアップ時に発行される一意の文字列です。
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h)（オプション）ベアラープレフィックスがデフォルトのヘッダーと異なる場合、ヘッダープレフィックス
を入力します。

8.

再度［パラメーターを追加］を選択して、
［アクセストークンパラメーター］を追加します。Name に resource
を、Value に{ yourmsdynamicscrmurl }を入力します。このパラメーターは、ターゲットアプリケ
ーション承認サーバーで必要です。

9.（オプション）この統合のレート制限をアクティブ化する場合は、［要求レート制限］を有効にし、［時間間隔］
あたりの ［要求数］を設定します。

10.

要求タイムアウトの値はデフォルトのままにします。

11.（オプション）サポートのために 24 時間のログを保持するには、［ログ］を有効にします。

12.［保存］を選択して続行します。
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13.［OAuth 認証］で ［承認］を選択して、サービスアカウントにログインします。Workday のログイン画面が
ポップアップで表示されます。

a) サービスアカウントのユーザー名とパスワードを入力し、［ログイン］を選択します。
b)［同意］を選択します。

［マイクロアプリ統合］ページが開き、追加した統合とそのマイクロアプリが表示されています。これで、最初のデー
タ同期を設定して実行する準備ができました。統合アプリケーションからマイクロアプリプラットフォームに大量の
データをプルできるので、
［テーブル］ページを使用して、最初のデータ同期のエンティティをフィルタリングし、同
期を高速化することをお勧めします。詳しくは、
「必要なエンティティの確認」を参照してください。同期ルール、ス
ケジュールを満たさない同期、および拒否ルールについて詳しくは、「データの同期」を参照してください。

API エンドポイントとテーブルエンティティについて詳しくは、「MS Dynamics コネクタの仕様」を参照してくだ
さい。

MS Dynamics CRM マイクロアプリの使用
既存のアプリケーション統合には、追加設定不要のマイクロアプリが付属しています。これらのマイクロアプリから
開始して、ニーズに合わせてカスタマイズします。

Microsoft Dynamics CRM 統合には、以下の設定済みで追加設定不要のマイクロアプリが付属しています：
取引先：取引先を検索、表示、編集します。

通知またはページ

ユースケースワークフロー

取引先割り当て（既存）通知

取引先の所有者が変更されると、新しい所有者は通知
を受け取ります。

取引先割り当て（新規）通知

新しい取引先がユーザーに割り当てられると、ユーザ
ーは通知を受け取ります。

取引先の詳細ページ

取引先責任者一覧や取引先責任者の詳細へのリンクな
ど取引先の詳細を提供します。

取引先責任者の詳細ページ

取引先責任者の詳細を提供します。

取引先の編集ページ

取引先の詳細を更新するためのフォームを提供します。
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通知またはページ

ユースケースワークフロー

私の取引先ページ

検索機能や詳細へのリンクなどユーザーの取引先のテ
ーブルビューを提供します。

予定：予定を検索、表示、編集します。

通知またはページ

ユースケースワークフロー

割り当てられた予定（既存）通知

予定の所有者が変更されると、新しい所有者は通知を
受け取ります。

割り当てられた予定（新規）通知

新しい予定がユーザーに割り当てられると、ユーザー
は通知を受け取ります。

取引先の詳細ページ

取引先責任者一覧や取引先責任者の詳細へのリンクな
ど取引先の詳細を提供します。

予定の詳細ページ

予定の詳細を提供します。

ケースの詳細ページ

サポート案件の詳細を提供します。

取引先責任者の詳細ページ

取引先責任者の詳細を提供します。

予定の編集ページ

予定の詳細を更新するためのフォームを提供します。

リードの詳細ページ

リードの詳細を提供します。

自分のオープンしている予定ページ

検索機能や詳細へのリンクなどユーザーの予定のテー
ブルビューを提供します。

商談の詳細ページ

商談の詳細を提供します。

サポート案件：サポート案件を検索、表示、編集します。

通知またはページ

ユースケースワークフロー

ケース割り当て（既存）通知

ケースの所有者が変更されると、新しい所有者は通知
を受け取ります。

ケース割り当て（新規）通知

新しいケースがユーザーに割り当てられると、ユーザ
ーは通知を受け取ります。

取引先の詳細ページ

取引先責任者一覧や取引先責任者の詳細へのリンクな
ど取引先の詳細を提供します。

ケースの詳細ページ

サポート案件の詳細を提供します。
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通知またはページ

ユースケースワークフロー

サポート案件の解決ページ

サポート案件を解決するためのフォームを提供します。

取引先責任者の詳細ページ

取引先責任者の詳細を提供します。

ケースの編集ページ

サポート案件の詳細を更新するためのフォームを提供
します。

私のオープンケースページ

検索機能や詳細へのリンクなどユーザーのオープンし
ているサポート案件のテーブルビューを提供します。

取引先責任者：取引先責任者を検索、表示、編集します。

通知またはページ

ユースケースワークフロー

取引先責任者割り当て（既存）通知

取引先責任者の所有者が変更されると、新しい所有者
は通知を受け取ります。

取引先責任者割り当て（新規）通知

新しい取引先責任者がユーザーに割り当てられると、
ユーザーは通知を受け取ります。

取引先の詳細ページ

取引先責任者一覧や取引先責任者の詳細へのリンクな
ど取引先の詳細を提供します。

取引先責任者の詳細ページ

取引先責任者の詳細を提供します。

取引先責任者の編集ページ

取引先責任者の詳細を更新するためのフォームを提供
します。

私の取引先責任者ページ

検索機能や詳細へのリンクなどユーザーの取引先責任
者のテーブルビューを提供します。

取引先の作成：取引先を作成します。

通知またはページ

ユースケースワークフロー

取引先の作成ページ

新しい取引先の詳細を送信するためのフォームを提供
します。

予定の作成：予定を作成します。
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通知またはページ

ユースケースワークフロー

予定の作成ページ

新しい予定の詳細を送信するためのフォームを提供し
ます。

サポート案件の作成：サポート案件を作成します。

通知またはページ

ユースケースワークフロー

ケースの作成ページ

新しいサポート案件の詳細を送信するためのフォーム
を提供します。

取引先責任者の作成：取引先責任者を作成します。

通知またはページ

ユースケースワークフロー

取引先責任者の作成ページ

新しい取引先責任者の詳細を送信するためのフォーム
を提供します。

リードの作成：リードを作成します。

通知またはページ

ユースケースワークフロー

リードの作成ページ

新しいリードの詳細を送信するためのフォームを提供
します。

商談の作成：商談を作成します。

通知またはページ

ユースケースワークフロー

商談の作成ページ

新しい商談の詳細を送信するためのフォームを提供し
ます。

電話の作成：電話を作成します。
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通知またはページ

ユースケースワークフロー

電話の作成ページ

新しい電話の詳細を送信するためのフォームを提供し
ます。

タスクの作成：タスクを作成します。

通知またはページ

ユースケースワークフロー

タスクの作成ページ

新しいタスクの詳細を送信するためのフォームを提供
します。

リード：リードを検索、表示、編集します。

通知またはページ

ユースケースワークフロー

リード割り当て（既存）通知

リードの所有者が変更されると、新しい所有者は通知
を受け取ります。

リード割り当て（新規）通知

新しいリードがユーザーに割り当てられると、ユーザ
ーは通知を受け取ります。

リードの編集ページ

リードの詳細を更新するためのフォームを提供します。

リードの詳細ページ

リードの詳細を提供します。

自分のオープンしているリードページ

検索機能や詳細へのリンクなどユーザーのオープンし
ているリードのテーブルビューを提供します。

商談：商談を検索、表示、編集します。

通知またはページ

ユースケースワークフロー

商談割り当て（既存）通知

商談の所有者が変更されると、新しい所有者は通知を
受け取ります。

商談割り当て（新規）通知

新しい商談がユーザーに割り当てられると、ユーザー
は通知を受け取ります。

取引先の詳細ページ

取引先責任者一覧や取引先責任者の詳細へのリンクな
ど取引先の詳細を提供します。

失注としてクローズページ

商談を失注としてクローズするためのフォームを提供
します。
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通知またはページ

ユースケースワークフロー

受注としてクローズページ

商談を受注としてクローズするためのフォームを提供
します。

取引先責任者の詳細ページ

取引先責任者の詳細を提供します。

商談の編集ページ

商談の詳細を更新するためのフォームを提供します。

私のオープン商談ページ

検索機能や詳細へのリンクなどユーザーのオープンし
ている商談のテーブルビューを提供します。

商談の詳細ページ

商談の詳細を提供します。

電話：電話を検索、表示、編集します。

通知またはページ

ユースケースワークフロー

割り当てられた電話（既存）通知

電話の所有者が変更されると、新しい所有者は通知を
受け取ります。

割り当てられた電話（新規）通知

新しい電話がユーザーに割り当てられると、ユーザー
は通知を受け取ります。

取引先の詳細ページ

取引先責任者一覧や取引先責任者の詳細へのリンクな
ど取引先の詳細を提供します。

ケースの詳細ページ

サポート案件の詳細を提供します。

取引先責任者の詳細ページ

取引先責任者の詳細を提供します。

電話の編集ページ

電話の詳細を更新するためのフォームを提供します。

自分のオープンしている電話ページ

検索機能や詳細へのリンクなどユーザーのオープンし
ている電話のテーブルビューを提供します。

商談の詳細ページ

商談の詳細を提供します。

電話の詳細ページ

電話の詳細を提供します。

タスク：タスクを検索、表示、編集します。

通知またはページ

ユースケースワークフロー

割り当てられたタスク（既存）通知

タスクの所有者が変更されると、新しい所有者は通知
を受け取ります。

割り当てられたタスク（新規）通知

新しいタスクがユーザーに割り当てられると、ユーザ
ーは通知を受け取ります。

© 1999 – 2022 Citrix Systems, Inc. All rights reserved.

226

マイクロアプリ

通知またはページ

ユースケースワークフロー

取引先の詳細ページ

取引先責任者一覧や取引先責任者の詳細へのリンクな
ど取引先の詳細を提供します。

ケースの詳細ページ

サポート案件の詳細を提供します。

取引先責任者の詳細ページ

取引先責任者の詳細を提供します。

タスクの編集ページ

タスクの詳細を更新するためのフォームを提供します。

リードの詳細ページ

リードの詳細を提供します。

自分のオープンタスクページ

検索機能や詳細へのリンクなどユーザーのオープンし
ているタスクのテーブルビューを提供します。

商談の詳細ページ

商談の詳細を提供します。

タスクの詳細ページ

タスクの詳細を提供します。

レガシー統合の追加
次の手順に従って、レガシー統合をセットアップします。

Citrix Workspace マイクロアプリへのレガシー統合の追加
Microsoft Dynamics CRM 統合を Citrix Workspace マイクロアプリに追加して、アプリケーションに接続しま
す。これにより、通知とアクションが設定済みとなっている追加設定不要のマイクロアプリを、Workspace 内で使
用できるようになります。
次の手順を実行します：

1.

概要ページから、［はじめに］を選択します。

［統合の管理］ページが開きます。

2.［新しい統合を追加］および ［Citrix 提供のテンプレートから新しい統合を追加する］を選択します。
3.

追加する Microsoft Dynamics CRM タイルを選択します。

4.

統合の名前を入力します。
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5.

前の手順で収集したコネクタのパラメーターを入力します。

•［URL］を入力します。
•［アプリケーション ID］と ［キー］を入力します。
• OAuth マイクロアプリのアクションが必要な場合は、［アクションでユーザー OAuth 認証を使用する］
をトグルします。

•［MS Dynamics CRM アカウントでログインする］を選択して、OAuth 認証を有効にします。サイン
インページが新しいタブで開きます。アカウント名の入力、アクセスの確認、パスワードの入力を求め
られます。

6.［追加］を選択します。
［マイクロアプリ統合］ページが開き、追加した統合とそのマイクロアプリが表示されています。ここから別の統合を
追加したり、追加設定不要のマイクロアプリのセットアップを続行したり、この統合用の新しいマイクロアプリを作
成したりできます。
これで、最初のデータ同期を設定して実行する準備ができました。統合アプリケーションからマイクロアプリプラッ
トフォームに大量のデータをプルできるので、
［テーブル］ページを使用して、最初のデータ同期のエンティティをフ
ィルタリングし、同期を高速化することをお勧めします。詳しくは、
「必要なエンティティの確認」を参照してくださ
い。同期ルール、スケジュールを満たさない同期、および拒否ルールについて詳しくは、
「データの同期」を参照して
ください。

API エンドポイントとテーブルエンティティについて詳しくは、「Microsoft Dynamics コネクタの仕様」を参照し
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てください。

従来の Microsoft Dynamics CRM マイクロアプリの使用
既存のアプリケーション統合には、追加設定不要のマイクロアプリが付属しています。これらのマイクロアプリから
開始して、ニーズに合わせてカスタマイズします。

MS Dynamics CRM 統合には、以下の設定済みで追加設定不要のマイクロアプリが付属しています：
取引先：取引先を検索、表示、編集します。

通知またはページ

ユースケースワークフロー

取引先割り当て（既存）通知

取引先の所有者が変更されると、新しい所有者は通知
を受け取ります。

取引先割り当て（新規）通知

新しい取引先がユーザーに割り当てられると、ユーザ
ーは通知を受け取ります。

取引先の詳細ページ

取引先責任者一覧や取引先責任者の詳細へのリンクな
ど取引先の詳細を提供します。

取引先責任者の詳細ページ

取引先責任者の詳細を提供します。

取引先の編集ページ

取引先の詳細を更新するためのフォームを提供します。

私の取引先ページ

検索機能や詳細へのリンクなどユーザーの取引先のテ
ーブルビューを提供します。

予定：予定を検索、表示、編集します。

通知またはページ

ユースケースワークフロー

割り当てられた予定（既存）通知

予定の所有者が変更されると、新しい所有者は通知を
受け取ります。

割り当てられた予定（新規）通知

新しい予定がユーザーに割り当てられると、ユーザー
は通知を受け取ります。

取引先の詳細ページ

取引先責任者一覧や取引先責任者の詳細へのリンクな
ど取引先の詳細を提供します。

予定の詳細ページ

予定の詳細を提供します。

ケースの詳細ページ

サポート案件の詳細を提供します。

取引先責任者の詳細ページ

取引先責任者の詳細を提供します。

予定の編集ページ

予定の詳細を更新するためのフォームを提供します。
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通知またはページ

ユースケースワークフロー

リードの詳細ページ

リードの詳細を提供します。

自分のオープンしている予定ページ

検索機能や詳細へのリンクなどユーザーの予定のテー
ブルビューを提供します。

商談の詳細ページ

商談の詳細を提供します。

サポート案件：サポート案件を検索、表示、編集します。

通知またはページ

ユースケースワークフロー

ケース割り当て（既存）通知

ケースの所有者が変更されると、新しい所有者は通知
を受け取ります。

ケース割り当て（新規）通知

新しいケースがユーザーに割り当てられると、ユーザ
ーは通知を受け取ります。

取引先の詳細ページ

取引先責任者一覧や取引先責任者の詳細へのリンクな
ど取引先の詳細を提供します。

ケースの詳細ページ

サポート案件の詳細を提供します。

サポート案件の解決ページ

サポート案件を解決するためのフォームを提供します。

取引先責任者の詳細ページ

取引先責任者の詳細を提供します。

ケースの編集ページ

サポート案件の詳細を更新するためのフォームを提供
します。

私のオープンケースページ

検索機能や詳細へのリンクなどユーザーのオープンし
ているサポート案件のテーブルビューを提供します。

取引先責任者：取引先責任者を検索、表示、編集します。

通知またはページ

ユースケースワークフロー

取引先責任者割り当て（既存）通知

取引先責任者の所有者が変更されると、新しい所有者
は通知を受け取ります。

取引先責任者割り当て（新規）通知

新しい取引先責任者がユーザーに割り当てられると、
ユーザーは通知を受け取ります。

取引先の詳細ページ

取引先責任者一覧や取引先責任者の詳細へのリンクな
ど取引先の詳細を提供します。
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通知またはページ

ユースケースワークフロー

取引先責任者の詳細ページ

取引先責任者の詳細を提供します。

取引先責任者の編集ページ

取引先責任者の詳細を更新するためのフォームを提供
します。

私の取引先責任者ページ

検索機能や詳細へのリンクなどユーザーの取引先責任
者のテーブルビューを提供します。

取引先の作成：取引先を作成します。

通知またはページ

ユースケースワークフロー

取引先の作成ページ

新しい取引先の詳細を送信するためのフォームを提供
します。

予定の作成：予定を作成します。

通知またはページ

ユースケースワークフロー

予定の作成ページ

新しい予定の詳細を送信するためのフォームを提供し
ます。

サポート案件の作成：サポート案件を作成します。

通知またはページ

ユースケースワークフロー

ケースの作成ページ

新しいサポート案件の詳細を送信するためのフォーム
を提供します。

取引先責任者の作成：取引先責任者を作成します。

通知またはページ

ユースケースワークフロー

取引先責任者の作成ページ

新しい取引先責任者の詳細を送信するためのフォーム
を提供します。

リードの作成：リードを作成します。
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通知またはページ

ユースケースワークフロー

リードの作成ページ

新しいリードの詳細を送信するためのフォームを提供
します。

商談の作成：商談を作成します。

通知またはページ

ユースケースワークフロー

商談の作成ページ

新しい商談の詳細を送信するためのフォームを提供し
ます。

電話の作成：電話を作成します。

通知またはページ

ユースケースワークフロー

電話の作成ページ

新しい電話の詳細を送信するためのフォームを提供し
ます。

タスクの作成：タスクを作成します。

通知またはページ

ユースケースワークフロー

タスクの作成ページ

新しいタスクの詳細を送信するためのフォームを提供
します。

リード：リードを検索、表示、編集します。

通知またはページ

ユースケースワークフロー

リード割り当て（既存）通知

リードの所有者が変更されると、新しい所有者は通知
を受け取ります。

リード割り当て（新規）通知

新しいリードがユーザーに割り当てられると、ユーザ
ーは通知を受け取ります。

リードの編集ページ

リードの詳細を更新するためのフォームを提供します。

リードの詳細ページ

リードの詳細を提供します。

© 1999 – 2022 Citrix Systems, Inc. All rights reserved.

232

マイクロアプリ

通知またはページ

ユースケースワークフロー

自分のオープンしているリードページ

検索機能や詳細へのリンクなどユーザーのオープンし
ているリードのテーブルビューを提供します。

商談：商談を検索、表示、編集します。

通知またはページ

ユースケースワークフロー

商談割り当て（既存）通知

商談の所有者が変更されると、新しい所有者は通知を
受け取ります。

商談割り当て（新規）通知

新しい商談がユーザーに割り当てられると、ユーザー
は通知を受け取ります。

取引先の詳細ページ

取引先責任者一覧や取引先責任者の詳細へのリンクな
ど取引先の詳細を提供します。

失注としてクローズページ

商談を失注としてクローズするためのフォームを提供
します。

受注としてクローズページ

商談を受注としてクローズするためのフォームを提供
します。

取引先責任者の詳細ページ

取引先責任者の詳細を提供します。

商談の編集ページ

商談の詳細を更新するためのフォームを提供します。

私のオープン商談ページ

検索機能や詳細へのリンクなどユーザーのオープンし
ている商談のテーブルビューを提供します。

商談の詳細ページ

商談の詳細を提供します。

電話：電話を検索、表示、編集します。

通知またはページ

ユースケースワークフロー

割り当てられた電話（既存）通知

電話の所有者が変更されると、新しい所有者は通知を
受け取ります。

割り当てられた電話（新規）通知

新しい電話がユーザーに割り当てられると、ユーザー
は通知を受け取ります。

取引先の詳細ページ

取引先責任者一覧や取引先責任者の詳細へのリンクな
ど取引先の詳細を提供します。

ケースの詳細ページ

サポート案件の詳細を提供します。
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通知またはページ

ユースケースワークフロー

取引先責任者の詳細ページ

取引先責任者の詳細を提供します。

電話の編集ページ

電話の詳細を更新するためのフォームを提供します。

自分のオープンしている電話ページ

検索機能や詳細へのリンクなどユーザーのオープンし
ている電話のテーブルビューを提供します。

商談の詳細ページ

商談の詳細を提供します。

電話の詳細ページ

電話の詳細を提供します。

タスク：タスクを検索、表示、編集します。

通知またはページ

ユースケースワークフロー

割り当てられたタスク（既存）通知

タスクの所有者が変更されると、新しい所有者は通知
を受け取ります。

割り当てられたタスク（新規）通知

新しいタスクがユーザーに割り当てられると、ユーザ
ーは通知を受け取ります。

取引先の詳細ページ

取引先責任者一覧や取引先責任者の詳細へのリンクな
ど取引先の詳細を提供します。

ケースの詳細ページ

サポート案件の詳細を提供します。

取引先責任者の詳細ページ

取引先責任者の詳細を提供します。

タスクの編集ページ

タスクの詳細を更新するためのフォームを提供します。

リードの詳細ページ

リードの詳細を提供します。

自分のオープンタスクページ

検索機能や詳細へのリンクなどユーザーのオープンし
ているタスクのテーブルビューを提供します。

商談の詳細ページ

商談の詳細を提供します。

タスクの詳細ページ

タスクの詳細を提供します。

Microsoft Outlook の統合
December 7, 2021
Microsoft Outlook 統合を展開して、イベントと業務時間のスケジュール、イベントと業務時間の編集、イベント開
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始時刻の 1 時間前の通知の受け取りなどを行います。
注：
ご意見・ご要望をお待ちしています。この統合テンプレートに関するフィードバックをお送りください。また、
問題についてはサポートチームが専用のフォーラムを毎日確認いたします。
すぐに利用可能な Microsoft Outlook 用のマイクロアプリの包括的な詳細については、「Microsoft Outlook マイ
クロアプリの使用」を参照してください。

必須条件の確認

Microsoft Outlook でこの統合をセットアップした後、Citrix Workspace マイクロアプリに統合を追加するには、
以下のアーティファクトが必要になります：

•
•

ベース URL：https://graph.microsoft.com/
認

証

URL：https://login.microsoftonline.com/{ tenantId } /oauth2/v2.0/

authorize

•

トークン URL：https://login.microsoftonline.com/{ tenant_id } /oauth2/v2.0/

token

•
•

クライアント ID：クライアント ID は、承認サーバーに固有のクライアント登録情報を表す文字列です。
シークレット：クライアントシークレットは、ターゲットアプリケーション統合のセットアップ時に発行され
る一意の文字列です。

注：
利用可能な場合は、サービス認証方法として常に OAuth 2.0 を使用することをお勧めします。OAuth 2.0 は、
統合が、構成済みのマイクロアプリとの最大限のセキュリティコンプライアンスを満たすことを保証します。

Citrix Gateway が Microsoft Outlook のシングルサインオンに対応するように構成して、ユーザーがログインする
と、再度資格情報をする必要がなく自動的に再ログインできるようにします。SSO の構成について詳しくは、
「Citrix
Gateway サービスhttps://docs.citrix.com/en‑us/citrix‑gateway‑service/」を参照してください。
特定のリソースに対して実行できる API 要求の数は限られているため、以下をお勧めします：

• Microsoft Outlook API 制 限 フ ォ ー ム の リ ン ク：https://docs.microsoft.com/en‑us/graph/
throttling#microsoft‑teams‑service‑limits
• 推 奨 プ ラ ン：https://www.microsoft.com/en‑in/microsoft‑365/microsoft‑teams/compare‑
microsoft‑teams‑options
権限
統合では Microsoft Outlook インスタンスへの定期的なアクセスが必要なので、Microsoft Outlook で専用のユ
ーザーアカウントを作成することをお勧めします。https://docs.microsoft.com/en‑us/graph/permissions‑

referenceで権限/特権を表示できます。
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このアカウントには、次の権限が必要です：グローバル管理者。グローバル管理者の役割は、Microsoft Outlook の
アプリケーション権限とアクセス API に関して管理者の同意を付与します。
次にサインインします：https://account.microsoft.com/。

OAuth サーバーの構成
Microsoft Outlook 統合を介してデータを読み取るように OAuth サーバーを構成します。
1.

次の場所にサービスアカウントでログインします：https://portal.azure.com/#blade/Microsoft_AAD_

IAM/ActiveDirectoryMenuBlade/RegisteredApps
2.［New registration］を選択します。
3.［Supported account types］で、［Accounts in any organizational directory (Any Azure AD
directory ‑ Multitenant)］を選択します。
4. 必 須 フ ィ ー ル ド に 入 力 し、［リ ダ イ レ ク ト URL］ フ ィ ー ル ド に こ の 統 合 用 の 次 の 承 認 済 み リ ダ イ レ ク
ト URL を入力します：https://{ yourmicroappserverurl } /admin/api/gwsc/auth/
serverContext

5.［Register］をクリックします。
6. 画面に表示されているアプリケーション（クライアント）ID とディレクトリ（テナント）ID をコピーして保
存します。統合を構成するときに、これらの詳細をサービス認証に使用します。

7.［Call API’s］の下にある ［View Permissions］をクリックし、［Add a permission］を選択します。次
に、［Microsoft Graph］タイルを選択します。
8.［Application permissions］タイルを選択し、以下に示すスコープを追加します：**User.Read.All
Calendars.Read**

9.［Grant admin consent for Citrix Systems］を選択して［Yes］を選択します。
10. 左側のパネルで ［Certificates & secrets］を選択し、［New client secret］を選択します。次に、有効
期限に［Never］を選択し、［Add］を選択します。
11. クライアントシークレットから値をコピーして保存します。

OAuth クライアントの構成
Microsoft Outlook 統合を介してデータを書き戻すように OAuth クライアントを構成します。
1.

次の場所にサービスアカウントでログインします：https://portal.azure.com/#blade/Microsoft_AAD_

IAM/ActiveDirectoryMenuBlade/RegisteredApps
2.［New registration］を選択します。
3.［Supported account types］で、［Accounts in any organizational directory (Any Azure AD
directory ‑ Multitenant)］を選択します。
4. 必須フィールドに入力し、［リダイレクト URL］フィールドにこの統合用の次の承認済みリダイレクト URL
を入力します：https://{ yourmicroappserverurl } /app/api/auth/serviceAction

/callback

5.［Register ］をクリックします。
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6.

画面に表示されているアプリケーション（クライアント）ID とディレクトリ（テナント）ID をコピーして保
存します。統合を構成するときに、これらの詳細をサービス認証に使用します。

7.［Call API’s］の下にある ［View Permissions］をクリックし、［Add a permission］を選択します。次
に、［Microsoft Graph］タイルを選択します。
8.［Delegated permissions］ タ イ ル を 選 択 し、 以 下 に 示 す ス コ ー プ を 追 加 し ま す：**Calendars.
ReadWrite**

9.［Grant admin consent for Citrix Systems］を選択して［Yes］を選択します。
10. 左側のパネルで ［Certificates & secrets］を選択し、［New client secret］を選択します。次に、有効
期限に［Never］を選択し、［Add］を選択します。
11. クライアントシークレットから値をコピーして保存します。

Citrix Workspace マイクロアプリへの統合の追加
Microsoft Outlook 統合を Citrix Workspace マイクロアプリに追加して、アプリケーションに接続します。認証
オプションは事前に選択されています。プロセスの完了時に、これらのオプションが選択されていることを確認して
ください。これにより、通知とアクションが設定済みとなっている追加設定不要のマイクロアプリを、Workspace
内で使用できるようになります。
次の手順を実行します：

1.［マイクロアプリ統合］ページで ［新しい統合を追加］および ［Citrix 提供のテンプレートから新しい統合を
追加する］を選択します。

2. Microsoft Outlook タイルを選択します。
3.

統合の統合名を入力します。

4.

コネクタのパラメーターを入力します。

•
•

インスタンスのベース URL https://graph.microsoft.com/を入力します：
アイコンライブラリから統合のアイコンを選択するか、デフォルトのアイコンのままにしておきます。

5.［サービス認証］で ［認証方法］メニューから ［OAuth 2.0］を選択して認証の詳細を完了します。認証オプ
ションは事前に選択されています。プロセスの完了時に、これらのオプションが選択されていることを確認し
てください。OAuth 2.0 セキュリティプロトコルを使用して、委任されたアクセスの要求/承認トークンを
生成します。利用可能な場合は、サービス認証方法として常に OAuth 2.0 を使用することをお勧めします。

OAuth 2.0 は、統合が、構成済みのマイクロアプリとの最大限のセキュリティコンプライアンスを満たすこと
を保証します。

a)［許可の種類］メニューから ［クライアント資格情報］を選択します。
b)［トークン認証］メニューから ［要求の本文］を選択します。
c)［トークン URL］は事前に入力されています：https://login.microsoftonline.com/{
tenant_id } /oauth2/v2.0/token

d)

スコープに次のように入力されていることを確認します：.default offline_access
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e)［クライアント ID］を入力します。クライアント ID は、承認サーバーに固有のクライアント登録情報を
表す文字列です。OAuth サーバーを構成したときに、クライアント ID とシークレットを収集します。
統合構成ページに表示される ［コールバック URL］を追加する必要があります。
f)［クライアントシークレット］を入力します。クライアントシークレットは、ターゲットアプリケーショ
ン統合のセットアップ時に発行される一意の文字列です。

6.［サービスアクション認証］で ［［アクション］で個別のユーザー認証を使用する］トグルを有効にします。サ
ービスアクション認証は、サービスアクションレベルで認証します。認証オプションは事前に選択されていま
す。プロセスの完了時に、これらのオプションが選択されていることを確認してください。

a)［認証方法］メニューから ［OAuth 2.0］を選択して認証の詳細を完了します。
b)［トークン認証］メニューから ［要求の本文］を選択します。
c)［許可の種類］メニューで ［認証コード］を選択します。これによって、クライアントが交換するアク
セストークン用の一時コードが付与されます。コードは認証サーバーから取得され、そこでクライアン
トが要求している情報を確認できます。この許可の種類のみが、安全なユーザーの偽装を有効にします。
これにより、アプリケーションの登録時に使用する［コールバック URL］が表示されます

d)［認 証 URL］ は 事 前 に 入 力 さ れ て い ま す：https://login.microsoftonline.com/{
tenantId } /oauth2/v2.0/authorize

e)［トークン URL］は事前に入力されています：https://login.microsoftonline.com/{
tenant_id } /oauth2/v2.0/token

f) スコープに次のように入力されていることを確認します：.default offline_access
g)［クライアント ID］を入力します。クライアント ID は、承認サーバーに固有のクライアント登録情報を
表す文字列です。OAuth クライアントを構成するときに、クライアント ID とシークレットを収集しま
す。統合構成ページに表示される ［コールバック URL］を追加する必要があります。
h)［クライアントシークレット］を入力します。クライアントシークレットは、ターゲットアプリケーショ
ン統合のセットアップ時に発行される一意の文字列です。

7.［要求レート制限を有効にする］トグルを有効にします。［要求数］に「60」と入力し、［時間間隔］に「1 秒」
と入力します。

8.（オプション）サポートのために 24 時間のログを保持するには、［ログ］を有効にします。
9.［保存］を選択して続行します。
［マイクロアプリ統合］ページが開き、追加した統合とそのマイクロアプリが表示されています。ここから別の統合を
追加したり、追加設定不要のマイクロアプリのセットアップを続行したり、この統合用の新しいマイクロアプリを作
成したりできます。
これで、最初のデータ同期を設定して実行する準備ができました。統合アプリケーションからマイクロアプリプラッ
トフォームに大量のデータをプルできるので、
［テーブル］ページを使用して、最初のデータ同期のエンティティをフ
ィルタリングし、同期を高速化することをお勧めします。詳しくは、
「必要なエンティティの確認」を参照してくださ
い。同期ルール、スケジュールを満たさない同期、および拒否ルールについて詳しくは、
「データの同期」を参照して
ください。
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注：

Citrix Microsoft Outlook 統合では、［アクション後のデータ更新］を使用して、自分のカレンダーサービス
アクションの ［表の更新］ボタンからログインユーザーの最新のデータをプルします。このアプローチをその
まま使用することをお勧めします。ユーザーに最適な量のデータを保持するよう、2 か月に 1 回手動による完
全同期を使用してください。また、統合では、増分同期はサポートされておらず、最新データの取得は［アクシ
ョン後のデータ更新］のみで行います。「完全同期」の間隔を毎週に設定し、マイクロアプリのプラットフォー
ムおよびユーザーのカレンダーから、キャンセルまたは削除されたイベントを削除することをお勧めします。
［更新］ボタンは、完全同期または増分同期の代わりに、キャッシュを最新のデータと同期するために使用しま
す。この統合では最新データのプルに完全同期または増分同期が使用されないため、ページネーションは不要
であり、実装されていません。また、API 呼び出しを制限することもできます。

API エンドポイントとテーブルエンティティについて詳しくは、「MS Outlook コネクタの仕様」を参照してくださ
い。
注：

Calendarview データエンドポイントには過去の sstart_date_time と end_date_time, が必須であるため
ハードコーディングされています。ただし、ユーザーは ［更新］ボタンの概念を使用して、マイクロアプリで最
新のデータを表示します。

Microsoft Outlook マイクロアプリの使用
既存のアプリケーション統合には、追加設定不要のマイクロアプリが付属しています。これらのマイクロアプリから
開始して、ニーズに合わせてカスタマイズします。
注：
現在使用できる 40 個のタイムゾーンは、イベントの作成、自分の業務時間、自分のカレンダーマイクロアプリ
にハードコーディングされています。そのため、他のタイムゾーンを追加するには、管理者が手動で追加する必
要があります。
イベントの作成：マイクロアプリは、ユーザー設定に従ってイベントやミーティングをスケジュールするために使用
されます。

通知またはページ

ユースケースワークフロー

イベントの作成ページ

ユーザー設定に従って、次の詳細情報でイベントをス
ケジュールするためのフォームを提供します：イベン
トのタイトル、開始日付/開始時刻、終了日付/終了時
刻、タイムゾーン、繰り返し（1 回、毎日、毎週、毎月）
、
場所、説明、ミーティングの参加者またはゲスト。

自分のカレンダー：マイクロアプリは、今後のイベントやミーティングを表示および編集するために使用されます。
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注：
イベントリマインダー通知は、event start_date_time の 1 時間前にイベント主催者にのみトリガーされま
す。この通知は、任意の時点でマイクロアプリサーバーキャッシュにあるイベントに対してのみトリガーされ
ます。タイムリーに通知するようにするには、間違ったまたは削除されたイベント通知を防ぐために、頻繁に
［更新］ボタンを使用したり、現状のまま毎週の完全同期を行ったりすることをお勧めします。

通知またはページ

ユースケースワークフロー

イベントリマインダー通知

イベントの所有者は、イベントの開始時刻の 1 時間前
に通知を受け取ります。

今後のイベント詳細ページ

イベントの詳細の読み取り専用ビュー、ミーティング
に参加するためのボタン、およびイベント所有者専用
の編集ボタンなどを提供します。

今後のイベントページ

ユーザーは、イベントを検索できます。

イベントの詳細ページ

イベントの詳細の読み取り専用ビューを提供します。
イベント所有者は編集オプションを使用できます。

イベントの編集ページ

イベントを編集するためのフォームを提供します。

自分の業務時間：マイクロアプリは、業務時間を作成、表示、編集するために使用されます。

通知またはページ

ユースケースワークフロー

業務時間ページ

ユーザーは業務時間を表示できます。

業務時間の作成ページ

ユーザー設定に従って、次の詳細情報で業務時間をス
ケジュールするためのフォームを提供します：開始日
付/開始時刻、終了日付/終了時刻、タイムゾーン、繰り
返し（1 回、毎日、毎週、毎月）
、業務時間の説明。

業務時間の編集ページ

業務時間を編集するためのフォームを提供します。

Microsoft Teams の統合
December 7, 2021
Microsoft Teams 統合を展開して、Teams ミーティングのスケジュール設定、最初からのまたは既存のチームを基
にしたチーム作成、既存のチームへの新しいチャネルの追加、特定のチャネルへのメッセージ送信、新しく作成され
たチャネルの通知の受け取りなどを行います。
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注：
ご意見・ご要望をお待ちしています。この統合テンプレートに関するフィードバックをお送りください。また、
問題についてはサポートチームが専用のフォーラムを毎日確認いたします。
すぐに利用可能な MS Teams 用のマイクロアプリの包括的な詳細については、「Microsoft Teams マイクロアプリ
の使用」を参照してください。

必須条件の確認
これらの前提条件は、管理者が組織の MS Teams 統合セットアップの一部であることを前提としています。この MS

Teams 管理者アカウントには、ユーザー情報の完全な読み取り権限が必要です。Microsoft Teams でこの統合をセ
ットアップした後、Citrix Workspace マイクロアプリに統合を追加するには、以下のアーティファクトが必要にな
ります：

•
•

ベース URL：https://graph.microsoft.com/
認 証

URL：https://login.microsoftonline.com/{ tenant_id } /oauth2/v2.0/

authorize

•

トークン URL：https://login.microsoftonline.com/{ tenant_id } /oauth2/v2.0/

token

•
•

クライアント ID：クライアント ID は、承認サーバーに固有のクライアント登録情報を表す文字列です。
シークレット：クライアントシークレットは、ターゲットアプリケーション統合のセットアップ時に発行され
る一意の文字列です。

注：
利用可能な場合は、サービス認証方法として常に OAuth 2.0 を使用することをお勧めします。OAuth 2.0 は、
統合が、構成済みのマイクロアプリとの最大限のセキュリティコンプライアンスを満たすことを保証します。

Citrix Gateway が MS Teams のシングルサインオンに対応するように構成して、ユーザーがログインすると、再
度資格情報を入力する必要がなく自動的に再ログインできるようにします。SSO の構成について詳しくは、「Citrix
Gateway サービス」を参照してください。
権限
統合では MS Teams インスタンスへの定期的なアクセスが必要なので、MS Teams で専用のユーザーアカウントを
作成することをお勧めします。https://docs.microsoft.com/en‑us/graph/permissions‑referenceで権限/特
権を表示できます。
このサービスアカウントには、次の権限スコープ設定のいずれかが必要です：

•
•

グローバル管理者
アプリケーション管理者と Teams サービス管理者

役割の詳細：
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•

グローバル管理者の役割は、Microsoft Teams での委任された権限に対する管理者の同意を付与し、API ア
クセスを許可します。

•
•

アプリケーション管理者の役割は、委任された権限に対する管理者の同意を付与します。
チャネル API にアクセスするには、Teams サービス管理者の役割が必要です。

特定のリソースに対して実行できる API 要求の数は限られているため、以下をお勧めします：

• Microsoft Teams API 制限フォームのリンク：https://docs.microsoft.com/en‑us/graph/throttling#
microsoft‑teams‑service‑limits
新しいサービスアカウントの作成
次にサインインします：https://portal.azure.com。Microsoft Teams の使用を開始する方法について詳しく
は、
「https://support.microsoft.com/en‑us/office/how‑do‑i‑get‑microsoft‑teams‑fc7f1634‑abd3‑4f26‑

a597‑9df16e4ca65b」を参照してください。

OAuth サーバーの構成
MS Teams 統合を介してデータを読み取るように OAuth サーバーを構成します。
1.

次の場所にサービスアカウントでログインします：https://portal.azure.com/#blade/Microsoft_AAD_

IAM/ActiveDirectoryMenuBlade/RegisteredApps。
2.［New registration］を選択します。
3.［Supported account types］で、［Accounts in any organizational directory (Any Azure AD
directory ‑ Multitenant)］を選択します。
4.

必須フィールドに入力し、
［Redirect URL］フィールドにこの統合用の次の承認済みリダイレクト URL を入
力します：

https://{ yourmicroappserverurl } /admin/api/gwsc/auth/serverContext

5.［Register］を選択します。
6.

画面に表示されているアプリケーション（クライアント）ID とディレクトリ（テナント）ID をコピーして保
存します。統合を構成するときに、これらの詳細をサービス認証に使用します。

7.［Call APIs］で ［View Permissions］を選択します。［Add a permission］を選択し、［Microsoft
Graph］タイルを選択します。
8.［Delegated permissions］タイルを選択し、以下に示すスコープを追加します：
Group.Read.All User.Read.All GroupMember.Read.All Channel.ReadBasic.All

9.［Grant admin consent for Citrix Systems］を選択して ［Yes］を選択します。
10.

左側のパネルで ［Certificates & secrets］を選択して ［New client secret］を選択します。有効期限に
対して ［never］を選択し、［Add］を選択します。
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11.

クライアントシークレットから値をコピーして保存します。

OAuth クライアントの構成
MS Teams 統合を介してデータをライトバックするように OAuth クライアントを構成します。
1.

次の場所にサービスアカウントでログインします：https://portal.azure.com/#blade/Microsoft_AAD_

IAM/ActiveDirectoryMenuBlade/RegisteredApps。
2.［New registration］を選択します。
3.［Supported account types］で、［Accounts in any organizational directory (Any Azure AD
directory ‑ Multitenant)］を選択します。
4.

必須フィールドに入力し、
［Redirect URL］フィールドにこの統合用の次の承認済みリダイレクト URL を入
力します：

https://{ yourmicroappserverurl } /app/api/auth/serviceAction/callback

5.［Register］を選択します。
6.

画面に表示されているアプリケーション（クライアント）ID とディレクトリ（テナント）ID をコピーして保
存します。統合を構成するときに、これらの詳細をサービスアクション認証に使用します。

7.［Call APIs］で ［View Permissions］を選択します。［Add a permission］を選択し、［Microsoft
Graph］タイルを選択します。
8.［Delegated permissions］タイルを選択し、以下に示すスコープを追加します：
Channel.Create Group.ReadWrite.All ChannelMessage.Send Calendars.
ReadWrite

9.［Grant admin consent for Citrix Systems］を選択して ［Yes］を選択します。
10.

左側のパネルで ［Certificates & secrets］を選択して ［New client secret］を選択します。有効期限に
対して ［never］を選択し、［Add］を選択します。

11.

クライアントシークレットから値をコピーして保存します。

Citrix Workspace マイクロアプリへの統合の追加
Microsoft Teams 統合を Citrix Workspace マイクロアプリに追加して、アプリケーションに接続します。認証オ
プションは事前に選択されています。プロセスの完了時に、これらのオプションが選択されていることを確認してく
ださい。これにより、通知とアクションが設定済みとなっている追加設定不要のマイクロアプリを、Workspace 内
で使用できるようになります。
次の手順を実行します：

1.［マイクロアプリ統合］ページで ［新しい統合を追加］および ［Citrix 提供のテンプレートから新しい統合を
追加する］を選択します。
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2. Microsoft Teams タイルを選択します。
3.

統合の統合名を入力します。

4.

コネクタのパラメーターを入力します。

•
•

インスタンスのベース URL を入力します：https://graph.microsoft.com/
アイコンライブラリから統合のアイコンを選択するか、デフォルトのアイコンのままにしておきます。

5.［サービス認証］で ［認証方法］メニューから ［OAuth 2.0］を選択して認証の詳細を完了します。認証オプ
ションは事前に選択されています。プロセスの完了時に、これらのオプションが選択されていることを確認し
てください。OAuth 2.0 セキュリティプロトコルを使用して、委任されたアクセスの要求/承認トークンを
生成します。利用可能な場合は、サービス認証方法として常に OAuth 2.0 を使用することをお勧めします。

OAuth 2.0 は、統合が、構成済みのマイクロアプリとの最大限のセキュリティコンプライアンスを満たすこと
を保証します。

a)［許可の種類］メニューで ［認証コード］を選択します。これによって、クライアントが交換するアク
セストークン用の一時コードが付与されます。コードは認証サーバーから取得され、そこでクライアン
トが要求している情報を確認できます。この許可の種類のみが、安全なユーザーの偽装を有効にします。
これにより、アプリケーションの登録時に使用する ［コールバック URL］が表示されます

b)［トークン認証］メニューから ［要求の本文］を選択します。
c)［認 証 URL］ は 事 前 に 入 力 さ れ て い ま す：https://login.microsoftonline.com/{
tenant_id } /oauth2/v2.0/authorize

d)［トークン URL］は事前に入力されています：https://login.microsoftonline.com/{
tenant_id } /oauth2/v2.0/token

e)

スコープに次のように入力されていることを確認します：https://graph.microsoft.com/

default offline_access

f)［クライアント ID］を入力します。クライアント ID は、承認サーバーに固有のクライアント登録情報を
表す文字列です。OAuth サーバーを構成したときに、クライアント ID とシークレットを収集します。
統合構成ページに表示される ［コールバック URL］を追加する必要があります。
g)［クライアントシークレット］を入力します。クライアントシークレットは、ターゲットアプリケーショ
ン統合のセットアップ時に発行される一意の文字列です。

6.［サービスアクション認証］で ［［アクション］で個別のユーザー認証を使用する］トグルを有効にします。サ
ービスアクション認証は、サービスアクションレベルで認証します。認証オプションは事前に選択されていま
す。プロセスの完了時に、これらのオプションが選択されていることを確認してください。

a)［認証方法］メニューから ［OAuth 2.0］を選択して認証の詳細を完了します。
b)［トークン認証］メニューから ［要求の本文］を選択します。
c)［認 証 URL］ は 事 前 に 入 力 さ れ て い ま す：https://login.microsoftonline.com/{
tenant_id } /oauth2/v2.0/authorize

d)［トークン URL］は事前に入力されています：https://login.microsoftonline.com/{
tenant_id } /oauth2/v2.0/token
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e)

スコープに次のように入力されていることを確認します：https://graph.microsoft.com/

default offline_access

f)［クライアント ID］を入力します。クライアント ID は、承認サーバーに固有のクライアント登録情報を
表す文字列です。OAuth クライアントを構成するときに、クライアント ID とシークレットを収集しま
す。統合構成ページに表示される ［コールバック URL］を追加する必要があります。
g)［クライアントシークレット］を入力します。クライアントシークレットは、ターゲットアプリケーショ
ン統合のセットアップ時に発行される一意の文字列です。

7.［要求レート制限を有効にする］トグルを有効にします。［要求数］に「60」と入力し、［時間間隔］に「1 秒」
と入力します。

8.（オプション）サポートのために 24 時間のログを保持するには、［ログ］を有効にします。
9.［保存］を選択して続行します。
10.［OAuth 認証］で ［承認］を選択して、サービスアカウントにログインします。Microsoft のログイン画面が
ポップアップで表示されます。

a) サービスアカウントのユーザー名とパスワードを入力し、［ログイン］を選択します。
b)［同意］を選択します。

注：

• MS Graph からマイクロアプリプラットフォームにデータを定期的に更新し、新しく作成されたチャネ
ルの通知をタイムリーに受け取るには、完全同期の間隔を 毎日に設定することをお勧めします。

•

現在使用できる 40 個のタイムゾーンは、ミーティングの作成マイクロアプリにハードコーディングされ
ています。そのため、他のタイムゾーンを追加するには、管理者が手動で追加する必要があります。

•

ユーザーがチャネルの追加マイクロアプリまたはチームの作成マイクロアプリを使用してチャネルを作
成すると、新しく作成されるチャネルは MS Teams ではデフォルトで非表示になります。

•

現在テンプレートリストは、チームの作成マイクロアプリにハードコーディングされています。他のテン
プレートの種類を追加するには、管理者が手動で追加する必要があります。

• Microsoft 365（Teams）関連グループ/チャネルのみにデータを入力するには、グループのエンドポイ
ントで使用されるフィルターを使用します：filter=groupTypes/any(g:g+eq+'Unified'。

+は空白に置き換えられていることに注意してください。

•

ユ ー ザ ー が ［メ ッ セ ー ジ の 送 信］ お よ び ［チ ャ ネ ル の 追 加］ マ イ ク ロ ア プ リ の ［Team
の 選 択］ コ ン ポ ー ネ ン ト で 追 加 の チ ー ム を 取 得 し て い る 場 合 は、https://graph.

microsoft.com/beta/groups?$filter=grouptypes/any(g:g eq 'Unified')お
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よ びresourceProvisioningOptions/any(p:p eq 'Team')に あ る

Microsoft の ベ ー タ

エンドポイントを使用して、MS Teams に関連する Teams（グループ）のみをフィルタリングします。
［マイクロアプリ統合］ページが開き、追加した統合とそのマイクロアプリが表示されています。ここから別の統合を
追加したり、追加設定不要のマイクロアプリのセットアップを続行したり、この統合用の新しいマイクロアプリを作
成したりできます。
これで、最初のデータ同期を設定して実行する準備ができました。統合アプリケーションからマイクロアプリプラッ
トフォームに大量のデータをプルできるので、
［テーブル］ページを使用して、最初のデータ同期のエンティティをフ
ィルタリングし、同期を高速化することをお勧めします。詳しくは、
「必要なエンティティの確認」を参照してくださ
い。同期ルール、スケジュールを満たさない同期、および拒否ルールについて詳しくは、
「データの同期」を参照して
ください。

API エンドポイントとテーブルエンティティについて詳しくは、「Microsoft Teams コネクタの仕様」を参照してく
ださい。

MS Teams マイクロアプリの使用
既存のアプリケーション統合には、追加設定不要のマイクロアプリが付属しています。これらのマイクロアプリから
開始して、ニーズに合わせてカスタマイズします。
チャネルの追加：既存のチームに新しいチャネルを追加します。

通知またはページ

ユースケースワークフロー

チャネルの追加ページ

次の詳細情報で既存のチームにチャネルを追加するた
めのフォームを提供します：チーム（
［チーム］ドロッ
プダウン）
、チャネル名、および説明。

ミーティングの作成：ユーザー設定に従って MS Teams ミーティングをスケジュールします。
通知またはページ

ユースケースワークフロー

ミーティングの作成ページ

ユーザー設定に従って、次の詳細情報でミーティング
をスケジュールするためのフォームを提供します：ミ
ーティングのタイトル、開始日付/開始時刻、終了日
付/終了時刻、タイムゾーン、繰り返し（1 回、毎日、
毎週、毎月）
、ミーティングの内容と参加者。

チームの作成：ユーザー設定に従って、最初からまたは既存のチームを基にチームを作成します。また、任意のチー
ムのチャネルが作成されるたびに、チームの所有者は通知を受け取ります。
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通知またはページ

ユースケースワークフロー

新しいチャネルが追加された通知

新しいチャネルがチームに追加されると、チームの所
有者は通知を受け取ります。

チャネルの詳細ページ

チャネルの詳細とチャネルメンバーを含む、新しく作
成されたチャネルの読み取り専用ビューを提供します。

チーム/チャネルの作成ページ

「最初からページを作成」ページに移動する ［最初か
ら］
、および「グループからチームを作成」ページに移
動する ［既存のチームから］という 2 つのボタンを提
供します。

最初からページを作成ページ

次の詳細情報で最初からチームを作成するためのフォ
ームを提供します：チーム名、チームの説明、チーム
の種類（プライベート/パブリック）
、テンプレート（さ
まざまなテンプレートオプションを含むドロップダウ
ン）
、チャネル名、チャネルの説明、
［お気に入りに追
加］チェックボックス、タブ名、コンテンツ URL、メ
ンバー設定、および検出設定。

グループからチームを作成ページ

次の詳細情報で既存のチームからチームを作成するた
めのフォームを提供します：チーム（
［チーム］ドロッ
プダウン）
、チーム名、チームの種類（プライベート/パ
ブリック）
、元のチームから含めるチームの説明と役
割。

メッセージの送信：任意のチームの特定のチャネルにメッセージを送信します。

通知またはページ

ユースケースワークフロー

チャネルにメッセージを送信ページ

次の詳細情報で既存のチームのチャネルにメッセージ
を送信するためのフォームを提供します：チーム（［チ
ーム］ドロップダウン）
、チャネル（
［チャネル］ドロッ
プダウン）
、およびメッセージ。

Oracle HCM の統合
October 26, 2021
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Oracle HCM 統 合 を 展 開 し て、 ア イ テ ム に 関 す る ア ク シ ョ ン 可 能 な 通 知 を ア イ テ ム マ ネ ー ジ ャ ー に 配 信 し、
Workspace でアイテムを直接表示および編集します。
追加設定不要な Oracle HCM 用マイクロアプリの包括的な詳細については、「Oracle HCM マイクロアプリの使用」
を参照してください。

必須条件の確認
これらの前提条件は、管理者が組織の Oracle HCM 統合セットアップの一部であることを前提としています。

Citrix Workspace マイクロアプリに統合を追加するには、次のアーティファクトが必要です：
•

ベース URL：ベース URL は次のモデルに従います：{ serverURL } /hcmRestApi/resources。

Oracle Cloud サービス管理者に提供されたウェルカムメールで REST serverURL を見つけます。モデル
の{ serverURL }値をその serverURL に置き換えます。
•

ユーザー名：以下に示すように、専用サービスアカウントのユーザー名とパスワードを使用することをお勧め
します。

•

パスワード：以下に示すように、専用サービスアカウントのユーザー名とパスワードを使用することをお勧め
します。

注：
利用可能な場合は、サービス認証方法として常に OAuth 2.0 を使用することをお勧めします。OAuth 2.0 は、
統合が、構成済みのマイクロアプリとの最大限のセキュリティコンプライアンスを満たすことを保証します。

権限
統合には、Oracle HCM インスタンスへの定期的なアクセスが必要です。この実装のために、Oracle HCM で専用の
サービスアカウントを作成します。アカウントは、次のデータへのアクセスのみを必要とします：

•
•
•

従業員名簿
欠勤
タイムエントリ

Citrix Workspace マイクロアプリへの統合の追加
Oracle HCM 統合を Citrix Workspace マイクロアプリに追加して、アプリケーションに接続します。これにより、
通知とアクションが設定済みとなっている追加設定不要のマイクロアプリを、Workspace 内で使用できるようにな
ります。
次の手順を実行します：

1.［マイクロアプリ統合］ページで ［新しい統合を追加］および ［Citrix 提供のテンプレートから新しい統合を
追加する］を選択します。

2. Oracle HCM タイルを選択します。
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3.

統合の名前を入力します。

•

インスタンスのベース

URL の 入 力：https://adc4-zrha-fa-ext.oracledemos.com/
hcmRestApi/resources。このベース URL 値は異なる場合があります。

•

アイコンライブラリから統合のアイコンを選択するか、デフォルトのアイコンのままにしておきます。

4.［サービス認証］で ［認証方法］メニューから ［Basic］を選択して認証の詳細を完了します。
5.［ユーザー名］と ［パスワード］を入力します。
6.（オプション）サポートのために 24 時間のログを保持するには、［ログ］を有効にします。他のすべてのトグル
は無効のままにします。

7.［保存］を選択して続行します。
これで、最初のデータ同期を設定して実行する準備ができました。同期ルール、スケジュールを満たさない同期、お
よび拒否ルールについて詳しくは、「データの同期」を参照してください。

API エンドポイントとテーブルエンティティについて詳しくは、「Oracle HCM コネクタの仕様」を参照してくださ
い。

Oracle HCM マイクロアプリの使用
既存のアプリケーション統合には、追加設定不要のマイクロアプリが付属しています。これらのマイクロアプリから
開始して、ニーズに合わせてカスタマイズします。
従業員名簿：従業員名簿を表示および検索します。

通知またはページ

ユースケースワークフロー

従業員検索ページ

名前で従業員を検索します。

従業員詳細ページ

検索後に選択した従業員の詳細。

自分の時間を入力：選択したエントリタイプの日々の時間を入力します。

通知またはページ

ユースケースワークフロー

タイムエントリページ

選択したエントリタイプの開始時刻と終了時刻を含む
タイムカード（ディープリンクを使用）またはタイム
エントリを送信します。

PTO：欠勤を登録して送信します。
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通知またはページ

ユースケースワークフロー

欠勤登録ページ

新しい欠勤エントリを作成するための欠勤パラメータ
ーを含むフォームが表示されます。

Power BI の統合
December 7, 2021
Power BI と統合して、Citrix Workspace の重要なレポートとダッシュボードを追跡します。
以下のプロセスを使用して、Power BI 統合を有効にします。前提条件を満たしていることを確認し、接続の詳細を
提示します。このプロセスを完了すると、Citrix マイクロアプリの使用によって実行されたすべてのアクションを含
む、既存のレベルの監査ログが保持されます。
追加設定不要の Power BI マイクロアプリの一覧については、
「Power BI マイクロアプリの使用」を参照してくださ
い。

必須条件の確認

Power BI サ ー ビ ス ア カ ウ ン ト が 必 要 で す。 詳 し く は、https://powerbi.microsoft.com/en‑us/landing/
signin/を 参 照 し て く だ さ い。Citrix マ イ ク ロ ア プ リ で レ ポ ー ト を 共 有 す る に は、 レ ポ ー ト を Power BI サ ー
ビスアカウントと共有する必要があります。
環境によっては、2 つのアカウントが必要になる可能性があります：

• Azure AD でアプリ登録を作成する権限を持つアカウント。このアカウントは、最初にどのサブスクリプショ
ン/テナントに関連付けられるかによっては問題になる可能性があります。
• 統合の認証に使用されるサービスアカウント。
これらの前提条件は、組織の Power BI インスタンスを管理して統合をセットアップすることを想定しています。サ
ービスアカウントには、次の API 権限が Type:

Delegated で割り当てられている必要があります：

グループ

API/権限名

種類

説明

Azure Active Directory
Graph (1)

User.Read

Delegated

サインインとユーザープ

Power BI Service (18)

App.Read.All

ロファイルの読み取り。

Delegated

すべての Power BI アプ
リを表示します。

Capacity.Read.All

Delegated

すべての容量を表示しま
す。
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API/権限名

種類

説明

Dashboard.Read.All

Delegated

すべてのダッシュボード

グループ

を表示します。

Dataflow.Read.All

Delegated

すべてのデータフローを
表示します。

Dataset.Read.All

Delegated

すべてのデータセットを
表示します。

Gateway.Read.All

Delegated

すべてのゲートウェイを
表示します。

Report.Read.All

Delegated

すべてのレポートを表示
します。

StorageAccount.Read.All

Delegated

すべてのストレージアカ
ウントを表示します。

Workspace.Read.All

Delegated

すべてのワークスペース
を表示します。

Tenant.Read.All

Delegated

テナント内のすべてのコ
ンテンツを表示します。

Power BI でこの統合をセットアップした後、Citrix Workspace マイクロアプリに統合を追加するには、以下のア
ーティファクトが必要になります：

• クライアント ID
• クライアントシークレット
• OAuth 認証
アプリケーションの登録

https://dev.powerbi.com/appsに移動してアプリケーションを Azure AD に登録し、アプリケーションが Power
BI REST API にアクセスできるようにして、アプリケーションのリソース権限を設定します。この登録プロセスで、
クライアント ID とクライアントシークレットを作成します。
一覧の最初のコールバックは変更されません。2 番目のコールバックはターゲットアプリケーションによって異なり、
統合の作成時に URL アドレスバーに表示されます。セクション {yourmicroappserverurl} は、テナント部分、リ
ージョン部分、環境部分で構成されています：https://{ tenantID } .{ region(us/eu/ap-s)} .

iws.cloud.com。
最初のフィールドに登録できる URL は 1 つだけです。サーバー側の Web アプリケーション登録ページに URL を 1
つ入力します。次に、Azure AD App Registration に移動して、2 番目の URL を追加します。

© 1999 – 2022 Citrix Systems, Inc. All rights reserved.

251

マイクロアプリ

1.

アプリケーションの名前を入力します。

2.

サーバー側の Web アプリケーションを選択します。

3.

アプリケーションのホームページ URL を入力します。この値は、Citrix Cloud テナントの URL（マイクロア
プリサーバーの URL）である必要があります。たとえば、https://<customer_id>.us.iws.cloud

.comです。このマイクロアプリサーバーの URL は、Citrix マイクロアプリにログインしたときに URL バー
に表示されます。

4.

次のいずれかのリダイレクト URL を入力します：

https://{ yourmicroappserverurl } /app/api/auth/serviceAction/callback
https://{ yourmicroappserverurl } /admin/api/gwsc/auth/serverContext
注：
このフィールドでは 2 つの URL を使用できません。Azure AD App Registration に移動して、2 番目
の URL を追加します。

5.

すべての読み取り専用 API チェックボックスをオンにします。

6.［Register］を選択します。
7.［Azure App Registrations］>［Authentication］に移動して 2 番目のコールバック URL を入力します。

Citrix Workspace マイクロアプリへの統合の追加
Power BI 統合を Citrix Workspace マイクロアプリに追加して、アプリケーションに接続します。これにより、通
知とアクションが設定済みとなっている追加設定不要のマイクロアプリを、Workspace 内で使用できるようになり
ます。
次の手順を実行します：

1.［マイクロアプリ統合］ページで ［新しい統合を追加］および ［Citrix 提供のテンプレートから新しい統合を
追加する］を選択します。

2. Power BI タイルを選択します。
3.

統合の統合名を入力します。

4.

コネクタのパラメーターを入力します。
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•
•

インスタンスのベース URL を入力します：https://api.powerbi.com/v1.0/myorg
アイコンライブラリから統合の アイコンを選択するか、デフォルトの ServiceNow のアイコンのまま
にしておきます。

•

オンプレミス接続を作成する場合は、［オンプレミスインスタンス］を有効にします。詳しくは、「オン
プレミスインスタンス」を参照してください。

5.［サービス認証］で ［認証方法］メニューから ［OAuth 2.0］を選択して認証の詳細を完了します。認証オプ
ションは事前に選択されています。プロセスの完了時に、これらのオプションが選択されていることを確認し
てください。OAuth 2.0 セキュリティプロトコルを使用して、委任されたアクセスの要求/承認トークンを
生成します。利用可能な場合は、サービス認証方法として常に OAuth 2.0 を使用することをお勧めします。

OAuth 2.0 は、統合が、構成済みのマイクロアプリとの最大限のセキュリティコンプライアンスを満たすこと
を保証します。

a)［許可の種類］メニューで ［認証コード］を選択します。これによって、クライアントが交換するアク
セストークン用の一時コードが付与されます。コードは認証サーバーから取得され、そこでクライアン
トが要求している情報を確認できます。この許可の種類のみが、安全なユーザーの偽装を有効にします。
これにより、アプリケーションの登録時に使用する ［コールバック URL］が表示されます

b)［トークン認証］メニューから ［要求の本文］を選択します。
c)［認 証 URL］ は 事 前 に 入 力 さ れ て い ま す：https://login.microsoftonline.com/{
tenantID } /oauth2/authorize

d)［トークン URL］は事前に入力されています：https://login.microsoftonline.com/{
tenantID } /oauth2/token

e) スコープに次のように入力されていることを確認します：Tenant.Read.All
f)［クライアント ID］を入力します。クライアント ID は、承認サーバーに固有のクライアント登録情報を
表す文字列です。OAuth サーバーを構成したときに、クライアント ID とシークレットを収集します。
統合構成ページに表示される ［コールバック URL］を追加する必要があります。
g)［クライアントシークレット］を入力します。クライアントシークレットは、ターゲットアプリケーショ
ン統合のセットアップ時に発行される一意の文字列です。

h)［アクセントトークンパラメーター］で、次のように入力されていることを確認します。名前：resource、
値：https://analysis.windows.net/powerbi/api

6.［サービスアクション認証］で ［［アクション］で個別のユーザー認証を使用する］トグルを有効にします。サ
ービスアクション認証は、サービスアクションレベルで認証します。認証オプションは事前に選択されていま
す。プロセスの完了時に、これらのオプションが選択されていることを確認してください。

a)［認証方法］メニューから ［OAuth 2.0］を選択して認証の詳細を完了します。
b)［許可の種類］メニューで ［認証コード］を選択します。これによって、クライアントが交換するアク
セストークン用の一時コードが付与されます。コードは認証サーバーから取得され、そこでクライアン
トが要求している情報を確認できます。この許可の種類のみが、安全なユーザーの偽装を有効にします。
これにより、アプリケーションの登録時に使用する ［コールバック URL］が表示されます

c)［トークン認証］メニューから ［要求の本文］を選択します。
d)［認 証 URL］ は 事 前 に 入 力 さ れ て い ま す：https://login.microsoftonline.com/{
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tenantID } /oauth2/authorize

e)［トークン URL］は事前に入力されています：https://login.microsoftonline.com/{
tenantID } /oauth2/token

f) スコープに次のように入力されていることを確認します：Tenant.Read.All
g)［クライアント ID］を入力します。クライアント ID は、承認サーバーに固有のクライアント登録情報を
表す文字列です。OAuth クライアントを構成したときに、クライアント ID とシークレットを収集しま
す。統合構成ページに表示される ［コールバック URL］を追加する必要があります。
h)［クライアントシークレット］を入力します。クライアントシークレットは、ターゲットアプリケーショ
ン統合のセットアップ時に発行される一意の文字列です。

i)［アクセントトークンパラメーター］で、次のように入力されていることを確認します。名前：resource、
値：https://analysis.windows.net/powerbi/api

7.（オプション）この統合のレート制限をアクティブ化する場合は、［要求レート制限］を有効にし、［時間間隔］
あたりの ［要求数］を設定します。

8.（オプション）サポートのために 24 時間のログを保持するには、［ログ］を有効にします。

9.［保存］を選択して続行します。
10.［OAuth 認証］で ［承認］を選択して、サービスアカウントにログインします。Power BI のログイン画面が
ポップアップで表示されます。

a) サービスアカウントのユーザー名とパスワードを入力し、［ログイン］を選択します。
b)［同意］を選択します。

［マイクロアプリ統合］ページが開き、追加した統合とそのマイクロアプリが表示されています。ここから別の統合を
追加したり、追加設定不要のマイクロアプリのセットアップを続行したり、この統合用の新しいマイクロアプリを作
成したりできます。
これで、最初のデータ同期を設定して実行する準備ができました。同期ルール、スケジュールを満たさない同期、お
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よび拒否ルールについて詳しくは、「データの同期」を参照してください。

API エンドポイントとテーブルエンティティについて詳しくは、「Power BI コネクタの仕様」を参照してください。

Power BI マイクロアプリの使用
既存の Web/SaaS 統合には、追加設定不要のマイクロアプリが付属しています。これらのマイクロアプリから開始
して、ニーズに合わせてカスタマイズします。

Power BI 統合テンプレートには、以下の設定済みで追加設定不要のマイクロアプリが付属しています：
ダッシュボード： Power BI ダッシュボードの詳細を表示します。ダッシュボードの一覧はパーソナライズされてい
るため、Power BI の Citrix Workspace の一部であるダッシュボードのみが表示されます。

通知またはページ

ユースケースワークフロー

ダッシュボードページ

利用可能なダッシュボードと詳細ページへのリンクの
一覧を提供します。

ダッシュボードの詳細ページ

ダッシュボードで読み取り専用の詳細ビューと、より
詳細なビューが表示できるレコードのターゲットソー
スへのリンクを提供します。

レポート： Power BI レポートの詳細を表示します。レポートの一覧はパーソナライズされているため、Power BI
の Citrix Workspace の一部であるレポートのみが表示されます。

通知またはページ

ユースケースワークフロー

レポートの詳細ページ

レポートの読み取り専用の詳細ビューを提供します。

レポートページ

利用可能なリンク付きのレポート一覧を提供します。
リンク先は詳細ページで、より詳細なビューが表示で
きるレコードのターゲットソースへのリンクが記載さ
れています。

Qualtrics の統合
December 7, 2021
Qualtrics 統合を展開することで、回答が必要なアンケートに関する通知の受取や、注意が必要な進行中のアンケー
トの確認ができるほか、アンケート管理者がアンケートの統計にアクセスできるようになります。Qualtrics API と
Qualtrics 統合には、トークンベースの認証が必要です。サービスアクションはサポートされていません。アンケー
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トに対するユーザーの更新はすべて、ディープリンクを介して実行されます。
注：
ご意見・ご要望をお待ちしています。この統合テンプレートに関するフィードバックをお送りください。また、
問題についてはサポートチームが専用のフォーラムを毎日確認いたします。

必須条件の確認

Citrix Workspace マイクロアプリに入力する値は、次のとおりです：
•

ベース

URL：https://{ instance server location code } .qualtrics.com/API/

v3/

•
•

トークンパラメーター：X-API-Token
トークン：このトークンは API アクセスを許可します。「トークンの生成」を参照してください。

注：
利用可能な場合は、サービス認証方法として常に OAuth 2.0 を使用することをお勧めします。OAuth 2.0 は、
統合が、構成済みのマイクロアプリとの最大限のセキュリティコンプライアンスを満たすことを保証します。

新しいサービスアカウントの作成
統合には、Qualtrics インスタンスへのアクセスが必要です。Qualtrics を使用する機能グループ（販売、顧客満足
度、またはカスタマーサクセスなど）ごとに専用のユーザーアカウントを作成することをお勧めします。その結果、

Qualtrics の調査から収集された統計は、機能グループに合わせて調整できます。
このアカウントには次の権限が必要です：ブランド管理者ロール。複数の管理者による Qualtrics 実装では、別のブ
ランド管理者に属するプロジェクトを、統合ブランド管理者アカウントとのコラボレーションを通じて共有し、統合
で使用できるようにする必要があります。または、企業内のブランド管理者ごとに統合を作成できます。

トークンの生成

Qualtrics への API アクセスのためのトークンを生成する必要があります。
1. Navigate to PM:URL needed
2.［Account Setting］を選択し、［Qualtrics IDs］タブを選択します。
3.［API］で、［Generate Token］を選択します。
4. 次の手順で統合を追加するので、トークンをコピーして保管しておきます。

Citrix Workspace マイクロアプリへの統合の追加
Qualtrics 統合を Citrix Workspace マイクロアプリに追加して、アプリケーションに接続します。認証オプション
は事前に選択されています。プロセスの完了時に、これらのオプションが選択されていることを確認してください。
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これにより、通知とアクションが設定済みとなっている追加設定不要のマイクロアプリを、Workspace 内で使用で
きるようになります。
次の手順を実行します：

1.［マイクロアプリ統合］ページで ［新しい統合を追加］および ［Citrix 提供のテンプレートから新しい統合を
追加する］を選択します。

2. Qualtrics タイルを選択します。
3.

統合の統合名を入力します。

4.

コネクタのパラメーターを入力します。

•
•

インスタンスのベース URL を入力します：
アイコンライブラリから統合のアイコンを選択するか、デフォルトのアイコンのままにしておきます。

5.［サービス認証］で、［認証方法］メニューから ［API キー］を選択し、収集したトークン値を ［値］フィール
ドに入力します。

6.［要求レート制限を有効にする］トグルは無効のままにします。
7.［要求タイムアウト］はデフォルトのままにします。
8.（オプション）サポートのために 24 時間のログを保持するには、［ログ］を有効にします。
9.［保存］を選択して続行します。

［マイクロアプリ統合］ページが開き、追加した統合とそのマイクロアプリが表示されています。これで、最初のデー
タ同期を設定して実行する準備ができました。同期ルール、スケジュールを満たさない同期、および拒否ルールにつ
いて詳しくは、「データの同期」を参照してください。
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API エンドポイントとテーブルエンティティについて詳しくは、「Qualtrics コネクタの仕様」を参照してください。

Qualtrics マイクロアプリの使用
マイアンケート：ユーザーにメールで送信される進行中の全アンケートを検索します。通知は、アンケートがユーザ
ーに送信され、アンケートの有効期限が切れる 24 時間前に送信されます。
通知またはページ

ユースケースワークフロー

新規アンケートの通知

新しいアンケートが作成されると、連絡先として登録
されているユーザーに通知が送信されます。

アンケート期限切れ間近の通知

アンケートの有効期限の 24 時間前になると、連絡先と
して登録されているユーザーに通知が送信されます。

進行中のアンケートページ

パーソナライズされた、進行中のアンケート一覧と、
調査の詳細へのリンクが表示されます。

アンケート詳細ページ

アンケートの詳細と、
［Qualtrics でアンケートに回
答］ボタンへのリンクが表示されます。

Qualtrics アンケート統計：ブランド管理者のアンケート管理用。進行中のアンケートの統計を確認できます。アン
ケートの有効期限の 24 時間前に通知が送信され、基本的なパフォーマンス統計とディープリンク機能が表示されま
す。

通知またはページ

ユースケースワークフロー

進行中のアンケート統計の通知

アンケートの有効期限の 24 時間前になると、購読者
に通知が送信されます。

分布データページ

アンケートの詳細と、
［分布の確認］へのリンクが表示
されます。

アンケート一覧ページ

アンケートの一覧と、詳細へのリンクが表示されます。

アンケートの結果

調査の結果と、
［分布統計］へのリンクが表示されます。

RSS の統合
December 7, 2021
RSS 統合テンプレートを展開して、Citrix ブログチャネルをフォローします。このワークフローを使用すると、Web
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サイトで新しいコンテンツを手動で確認する必要がなくなります。
このテンプレートをカスタマイズして、選択したオンラインチャネルの RSS フィードをフォローできます。詳しく
は、「RSS テンプレートのカスタマイズ」を参照してください。
追加設定不要の RSS マイクロアプリの一覧については、
「RSS マイクロアプリの使用」を参照してください。
注

2 つの RSS 統合テンプレートが提供されています。キャッシュされたデータ構造を構成するためのより強力な
機能が提供されるため、ほとんどのユースケースでは ［統合］カテゴリの新しいテンプレートを使用すること
をお勧めします。もう 1 つのテンプレートは ［非推奨］カテゴリにあります。

必須条件の確認
テンプレートには、Citrix ブログチャネルをフォローするための URL が事前に入力されています：http://feeds

.feedblitz.com/。このマイクロアプリを別の RSS フィードで使用する場合は、この URL を変更してくださ
い。

RSS テンプレートのカスタマイズ
目的のチャネルに合わせて RSS 統合テンプレートをカスタマイズするには、エンドポイント URL をそのベースとそ
のデータ読み込みエンドポイントに分割する必要があります。
たとえば、http://feeds.bbci.co.uk/news/world/rss.xmlの場合：

•

ベース URL はhttp://feeds.bbci.co.uk/news/world/です。テンプレート統合を追加するとき
は、ベース URL 値をこの値に置き換えます。

•

データ読み込みエンドポイントはrss.xmlです。RSS エンドポイントの完全同期名をこの値に置き換えま
す。これは、ベース URL を含め、統合テンプレートを構成する前または後に実行できます。

1. RSS エンドポイントを置き換えるには、［マイクロアプリ統合］ページで、RSS 統合の横にあるメニューを選
択し、［編集］を選択します。［データの読み込み］画面が開きます。設定画面が表示されている場合は、左側
のナビゲーション列から ［データの読み込み］を選択します。

2. RSS エンドポイントを選択します。
3.［完全同期］セクションの下の ［名前］フィールドを見つけ、X をこのデータ読み込みエンドポイント値に置き
換えます。

4.

必ず、画面の下部にある ［適用］を選択し、エンドポイントの変更内容を保存することを確認してください。

Citrix Workspace マイクロアプリへの統合の追加
RSS 統合を Citrix Workspace マイクロアプリに追加して、アプリケーションに接続します。これにより、通知とア
クションが設定済みとなっている追加設定不要のマイクロアプリを、Workspace 内で使用できるようになります。
次の手順を実行します：
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1.［マイクロアプリ統合］ページで ［新しい統合を追加］および ［Citrix 提供のテンプレートから新しい統合を
追加する］を選択します。

2. RSS タイルを選択します。
3.

統合の ［統合名］を入力します。テンプレートには、Citrix ブログチャネルをフォローするための URL が事
前に入力されています：http://feeds.feedblitz.com/。このマイクロアプリを別の RSS フィード
で使用する場合は、この URL を変更してください。

4.［ベース URL］を入力します。

5.

他のすべてのフィールドは無効のままにして、［要求のタイムアウト］を「120」に設定します。

6.［保存］を選択して終了します。
これで、最初のデータ同期を設定して実行する準備ができました。同期ルール、スケジュールを満たさない同期、お
よび拒否ルールについて詳しくは、「データの同期」を参照してください。

API エンドポイントとテーブルエンティティについて詳しくは、「RSS コネクタの仕様」を参照してください。

RSS マイクロアプリの使用
既存のアプリケーション統合には、追加設定不要のマイクロアプリが付属しています。これらのマイクロアプリから
開始して、ニーズに合わせてカスタマイズします。

RSS 統合には、以下の設定済みで追加設定不要のマイクロアプリが付属しています：
フィード：アイテムを検索して表示します。

通知またはページ
［新しいフィード］通知

ユースケースワークフロー
ユーザーが新しい RSS アイテムを取得すると、ユーザ
ーは通知を受け取ります。

［フィードの詳細］ページ

ユーザーが関心を持った RSS アイテムの読み取り専用
の詳細ビューを提供します。

［すべてのフィードを表示］ページ

ユーザーが関心を持った RSS アイテムと詳細を表示す
るリンクの一覧を提供します。
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Salesforce の統合
December 2, 2022
リード、取引先、商談、ケース、契約にどこからでもアクセスできるように、Salesforce と統合します。以下のプロセ
スを使用して、Salesforce HTTP 統合を有効にします。前提条件を満たしていることを確認してから、Salesforce
統合をセットアップします。
注：

2 つの Salesforce 統合テンプレートが提供されています。キャッシュされたデータ構造を構成するためのより
強力な機能を提供するため、ほとんどのユースケースでは新しい HTTP 統合を使用することをお勧めします。
Salesforce テンプレートは、Salesforce HTTP 統合の基盤となります。各統合で使用可能なマイクロアプリ
について詳しくは、「Salesforce マイクロアプリの使用」を参照してください。
追加設定不要の Salesforce HTTP マイクロアプリの一覧については、「Salesforce マイクロアプリの使用」を参照
してください。

必須条件の確認

Salesforce でこの統合をセットアップした後、Citrix Workspace マイクロアプリに統合を追加するには、以下の
アーティファクトが必要になります：

•
•
•

ユーザー名
パスワード
セキュリティトークン

OAuth 2.0 の場合：
• コンシューマーキー
• コンシューマーシークレット
• OAuth 承認ベース URL
注：
利用可能な場合は、サービス認証方法として常に OAuth 2.0 を使用することをお勧めします。OAuth 2.0 は、
統合が、構成済みのマイクロアプリとの最大限のセキュリティコンプライアンスを満たすことを保証します。
統合では Salesforce インスタンスへの定期的な API アクセスが必要なので、Salesforce で専用のユーザーアカウ
ントを作成することをお勧めします。その後、そのアカウントを使用して Salesforce 統合を構成します。このアカ
ウントでは以下が必要です：

• 完全なデータアクセス特権が付与されている
• API が有効になっている
• 2 要素認証が許可されていない
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専用アカウントを使用すると、Workspace で実行されたアクティビティを区別できるので、監査ログに役立ちます。
このページには、Salesforce Classic と Salesforce Lightning Experience の両方のチュートリアルが含まれて
います。両方のチュートリアルは、ユーザーが Salesforce のシステム管理者であることを前提としています。
注：

Salesforce の「Contact」および「Group」エディションは、API をサポートしていません。「Professional」
エディションでは、自動的に API がサポートされているわけではありません。ただし、リクエストに応じてサ
ポートを有効にできます。
ま た、Salesforce で は

API 要 求 の 数 が 制 限 さ れ て い ま す。 大 量 の デ ー タ を 頻 繁 に 同 期 す る 予 定 が あ る 場 合

は、「Salesforce API 要求の制限と割り当て」を参照してください。

• Citrix Gateway が Salesforce のシングルサインオンに対応するように構成して、ユーザーがログインする
と、再度資格情報を入力する必要がなく自動的に再ログインできるようにします。「Salesforce シングルサイ
ンオン構成」の手順に従ってください。SSO の構成について詳しくは、「Citrix Gateway サービス」を参照
してください。

新しいプロファイルの追加
次の手順を実行します：

1. www.salesforce.com にログインします。
2.［Setting］アイコンに移動して、［Setup］>［Administration］>［Manage Users］>［Profiles］>
［New Profile］と選択します。
3.［Existing Profile］を ［System Administrator］に設定して、このプロファイル用に作成するユーザー
が完全なデータアクセス特権を持つようにします。

4.

プロファイル名を入力し、［Save］を選択します。以下の手順で新規ユーザーとしてプロファイルを追加する
際には、簡単に参照できるように、Citrix Workspace アクセスなどのプロファイル名をつけることをお勧め
します。
プロファイルパネルが開き、新しいプロファイルが表示されます。

作成したプロファイルの API アクセスの有効化

1.［Profile］パネルで、［Edit］を選択します。
2.［Administrative Permissions］まで下にスクロールして、［API Enabled］チェックボックスをオンにし
ます。

3.（オプション）パスワードの有効期限を無効にするには、［Password Never Expires］チェックボックスを
オンにします。
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注：
このオプションを使用すると、潜在的なセキュリティの脆弱性が生じます。

4.［保存］を選択します。
コールバック URL の追加

URL を 追 加 し て、 プ ラ イ ベ ー ト デ ー タ へ の ア ク セ ス を 許 可 し、OAuth 認 証 済
み ユ ー ザ ー ア ク シ ョ ン を 有 効 に し ま す。 一 覧 の 最 初 の コ ー ル バ ッ ク は 変 更 さ れ ま せ ん。2 番 目 の コ ー ル バ
ッ ク は タ ー ゲ ッ ト ア プ リ ケ ー シ ョ ン に よ っ て 異 な り、 統 合 の 作 成 時 に URL ア ド レ ス バ ー に 表 示 さ れ ま す。
セ ク シ ョ ン {yourmicroappserverurl} は、 テ ナ ン ト 部 分、 リ ー ジ ョ ン 部 分、 環 境 部 分 で 構 成 さ れ て い ま す：
https://%7BtenantID%7D.%7Bregion(us/eu/ap‑s)%7D.iws.cloud.com。
インスタンス構成にカスタム

1.

管理者として Salesforce にログオンします。

2.［Platform Tools］>［Apps］>［App Manager］の順に移動します。
3.［New Connected App］を選択します。
4.［Basic Information］で、次のフィールドに入力します：
• 接続されているアプリの名前
• API 名
• 取引先責任者メールアドレス
5.［API］で、［Enable OAuth Settings］チェックボックスをオンにします。
6.［Callback URL］フィールドに、次の承認済みリダイレクト URL をマイクロアプリサーバー URL を指定し
て追加します：

• https://{ yourmicroappserverurl } /admin/api/gwsc/auth/serverContext
• https://{ yourmicroappserverurl } /app/api/auth/serviceAction/
callback

7.［Selected OAuth Scopes］の横で、［Available OAuth Scopes］の下の以下のスコープを選択してか
ら、［Add］を選択して ［Selected OAuth Scopes］フィールドに移動します：
•
•
•

ユーザーデータへのアクセスおよび管理（api）
ユーザーの基本情報へのアクセス（id、profile、email、address、phone）
任意の時間にユーザーの要求を実行（refresh_token、offline_access）

8.［保存］を選択します。
（オプション）ログイン IP 範囲の制限
組織がユーザープロファイルの IP 範囲を設定している場合、ログインアクセスをユーザーレベルで制御できます。ユ
ーザーのプロファイルで許可される IP アドレスの範囲を指定します。詳しくは、「拡張プロファイルユーザーインタ
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ーフェイスでのログイン IP 範囲の制限」を参照してください。
ログイン IP 範囲を制限する場合は、以下の手順でセキュリティトークンを生成する必要はありません。

新しいユーザーの追加

Salesforce への接続に使用される専用ユーザーアカウントを作成します。前の手順で追加した新しいプロファイル
を使用して、「新しいプロファイルの追加」の手順に従います。
次の手順を実行します：

1.［セットアップ］>［管理］>［ユーザーの管理］>［ユーザー］>［新規ユーザー］と選択します。
2. 赤の必須フィールドに入力します。
3. ユーザーライセンスを Salesforce に設定します。
4.［プロファイル］を、前の手順で追加したプロファイルに設定します。上記の例では、プロファイルを追加する
ときに簡単に参照できるように ［Citrix Workspace アクセス］にすることをお勧めします。
5.［保存］をクリックします。
新しいユーザーのセットアップ
専用のユーザーアカウントを追加すると、指定したアドレスにメールが届きます。
次の手順を実行します：

1. メールを見つけて、指示に従ってリンクをクリックします。
2. Salesforce にログインします。
3. パスワードとパスワードの質問を設定します。
セキュリティトークンの生成
専用ユーザープロファイルのログイン IP 範囲を制限した場合は、この手順をスキップできます。ホワイトリストの

IP ブロックから Salesforce API に接続するアカウントには、セキュリティトークンは必要ありません。
次の手順を実行します：

1.

ログインしてアカウント名を選択します。

2.［My Settings］>［Personal］>［Reset My Security Token］と選択します。
3.［Reset My Security Token］を選択します。
新しいセキュリティトークンが、このアカウントの個人設定で指定したメールアドレスに送信されます。この
アカウントのパスワードがリセットされるたびに、新しいセキュリティトークンも取得します。
これで統合の追加を完了できます。Salesforce サービス定義の入力フィールドに、専用ユーザーアカウントのユー
ザー名とパスワードを入力します。
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IP をホワイトリストに登録した場合、セキュリティトークンを入力する必要はありません。登録しなかった場合は、
専用アカウントのメールボックスに送信されたセキュリティトークンを貼り付けます。

クエリのフィルタリング
ほとんどの Salesforce エンティティは、フィルタリングをサポートしています。定義済みのクエリから選択するか、

Salesforce SOQL 言語を使用して自分のカスタムクエリを作成します。詳しくは、「Salesforce Object Query
Language ドキュメント」を参照してください。

Citrix Workspace マイクロアプリへの Salesforce 統合の追加
Salesforce HTTP 統合を Citrix Workspace マイクロアプリに追加して、アプリケーションに接続します。これに
より、通知とアクションが設定済みとなっている追加設定不要のマイクロアプリを、Workspace 内で使用できるよ
うになります。
次の手順に従って、Salesforce HTTP 統合をセットアップします。認証オプションは事前に選択されています。プ
ロセスの完了時に、これらのオプションが選択されていることを確認してください。ほとんどのユースケースでは、
この新しい HTTP 統合を使用することをお勧めします。この HTTP 統合は、キャッシュされたデータ構造を構成す
るためのより強力な機能です。
次の手順を実行します：

1.［マイクロアプリ統合］ページで ［新しい統合を追加］および ［Citrix 提供のテンプレートから新しい統合を
追加する］を選択します。

2.［Salesforce］タイルを選択します。
3.

統合の統合名を入力します。

4.

コネクタのパラメーターを入力します。

•

インスタンスの ［ベース URL］を入力します。これは、Salesforce 環境のドメインです。https://

{ yoursalesforceurl } .my.salesforce.com

•

アイコンライブラリから統合のアイコンを選択するか、デフォルトの Salesforce アイコンのままにし
ておきます。

•

オンプレミス接続を作成する場合は、［オンプレミスインスタンス］を有効にします。詳しくは、「オン
プレミスインスタンス」を参照してください。

© 1999 – 2022 Citrix Systems, Inc. All rights reserved.

265

マイクロアプリ

5.［サービス認証］で ［認証方法］メニューから ［OAuth 2.0］を選択して認証の詳細を完了します。認証オプ
ションは事前に選択されています。プロセスの完了時に、これらのオプションが選択されていることを確認し
てください。OAuth 2.0 セキュリティプロトコルを使用して、委任されたアクセスの要求/承認トークンを
生成します。利用可能な場合は、サービス認証方法として常に OAuth 2.0 を使用することをお勧めします。

OAuth 2.0 は、統合が、構成済みのマイクロアプリとの最大限のセキュリティコンプライアンスを満たすこと
を保証します。

a)［許可の種類］メニューで ［認証コード］を選択します。これによって、クライアントが交換するアク
セストークン用の一時コードが付与されます。コードは認証サーバーから取得され、そこでクライアン
トが要求している情報を確認できます。この許可の種類のみが、安全なユーザーの偽装を有効にします。
これにより、アプリケーションの登録時に使用する ［コールバック URL］が表示されます

b)［トークン認証］メニューから ［要求の本文］を選択します。
c)［認証 URL］と ［トークン URL］は事前に入力されています。エンドポイントには、セキュア HTTP
（HTTPS）が必要です。これらのエンドポイントには、login.salesforce.com 以外にも、
［My Domain］
、
コミュニティドメイン、または test.salesforce.com（サンドボックス）ドメインを使用することもで
きます。

d)［クライアント ID］を入力します。クライアント ID は、承認サーバーに固有のクライアント登録情報を
表す文字列です。OAuth サーバーを構成したときに、クライアント ID とシークレットを収集します。
統合構成ページに表示される ［コールバック URL］を追加する必要があります。
e)［クライアントシークレット］を入力します。クライアントシークレットは、ターゲットアプリケーショ
ン統合のセットアップ時に発行される一意の文字列です。

f)（オプション）ベアラープレフィックスがデフォルトのヘッダーと異なる場合、ヘッダープレフィックス
を入力します。
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6.［パラメーターを追加］を選択して、［アクセストークンパラメーター］を追加します。［名前］にはトークンを
入力し、［値］には{ yoursecuritytoken }を入力します。このパラメーターは、ターゲットアプリケ
ーション承認サーバーで必要です。

7.［サービスアクション認証］で ［［アクション］で個別のユーザー認証を使用する］トグルを有効にします。サ
ービスアクション認証は、サービスアクションレベルで認証します。認証オプションは事前に選択されていま
す。プロセスの完了時に、これらのオプションが選択されていることを確認してください。

a)［認証方法］メニューから ［OAuth 2.0］を選択して認証の詳細を完了します。
b)［許可の種類］メニューで ［認証コード］を選択します。これによって、クライアントが交換するアク
セストークン用の一時コードが付与されます。コードは認証サーバーから取得され、そこでクライアン
トが要求している情報を確認できます。この許可の種類のみが、安全なユーザーの偽装を有効にします。
これにより、アプリケーションの登録時に使用する ［コールバック URL］が表示されます

c)［トークン認証］メニューから ［要求の本文］を選択します。
d)［認証 URL］と ［トークン URL］は事前に入力されています。エンドポイントには、セキュア HTTP
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（HTTPS）が必要です。これらのエンドポイントには、login.salesforce.com 以外にも、
［My Domain］
、
コミュニティドメイン、または test.salesforce.com（サンドボックス）ドメインを使用することもで
きます。

e)［更新トークン URL］は空のままにします。
f)［クライアント ID］を入力します。クライアント ID は、承認サーバーに固有のクライアント登録情報を
表す文字列です。OAuth サーバーを構成したときに、クライアント ID とシークレットを収集します。
統合構成ページに表示される ［コールバック URL］を追加する必要があります。
g)［クライアントシークレット］を入力します。クライアントシークレットは、ターゲットアプリケーショ
ン統合のセットアップ時に発行される一意の文字列です。

h)（オプション）ベアラープレフィックスがデフォルトのヘッダーと異なる場合、ヘッダープレフィックス
を入力します。

8.

再度 ［パラメーターを追加］を選択して、
［アクセストークンパラメーター］を追加します。
［名前］にはトー
クンを入力し、［値］には{ yoursecuritytoken }を入力します。このパラメーターは、ターゲットア
プリケーション承認サーバーで必要です。

9.［要求タイムアウト］フィールドに「120」と入力します。
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10.（オプション）この統合のレート制限をアクティブ化する場合は、［要求レート制限］を有効にし、［時間間隔］
あたりの ［要求数］を設定します。

11.（オプション）サポートのために 24 時間のログを保持するには、［ログ］を有効にします。

12.［保存］を選択して続行します。
13.

これで、サービスアカウントを使った Salesforce への認証が可能になりました。［OAuth 認証］で ［承認］
を選択して、サービスアカウントにログインします。Salesforce のログイン画面がポップアップで表示され
ます。

a)

サービスアカウントのユーザー名とパスワードを入力し、［ログイン］を選択します。

b)［同意］を選択します。

［マイクロアプリ統合］ページが開き、追加した統合とそのマイクロアプリが表示されています。これで、最初のデー
タ同期を設定して実行する準備ができました。統合アプリケーションからマイクロアプリプラットフォームに大量の
データをプルできるので、
［テーブル］ページを使用して、最初のデータ同期のエンティティをフィルタリングし、同
期を高速化することをお勧めします。詳しくは、
「必要なエンティティの確認」を参照してください。同期ルール、ス
ケジュールを満たさない同期、および拒否ルールについて詳しくは、「データの同期」を参照してください。

API エンドポイントとテーブルエンティティについて詳しくは、「Salesforce HTTP コネクタの仕様」を参照してく
ださい。

Salesforce マイクロアプリの使用
既存のアプリケーション統合には、追加設定不要のマイクロアプリが付属しています。これらのマイクロアプリから
開始して、ニーズに合わせてカスタマイズします。
注

Convert Lead サービスアクション（以下の「Leads マイクロアプリ」を参照）を使用するには、このサービ
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スアクションをビルダーに追加する前に、Salesforce 環境でカスタム Apex コードを開発する必要がありま
す。詳しくは、「Apex Developer Guide」を参照してください。

Salesforce 統合には、以下の設定済みで追加設定不要のマイクロアプリが付属しています：
取引先：取引先を検索、表示、編集します。

通知またはページ

ユースケースワークフロー

取引先割り当て（既存）通知

取引先の所有者が変更されると、新しい所有者は通知
を受け取ります。

取引先割り当て（新規）通知

新しい取引先がユーザーに割り当てられると、ユーザ
ーは通知を受け取ります。

取引先の詳細ページ

取引先責任者や取引先責任者の詳細へのリンクなどの
詳細を含む取引先のビューを提供します。

取引先責任者の詳細ページ

取引先責任者の詳細の読み取り専用ビューを提供しま
す。

取引先の編集ページ

取引先への編集を送信するためのフォームを提供しま
す。

取引先の検索ページ

パーソナライズされた取引先一覧を提供します。

ケース：割り当てられているケースを検索、表示、編集します。

通知またはページ

ユースケースワークフロー

ケース割り当て（既存）通知

ケースの所有者が変更されると、新しい所有者は通知
を受け取ります。

ケース割り当て（新規）通知

新しいケースがユーザーに割り当てられると、ユーザ
ーは通知を受け取ります。

取引先の詳細ページ

取引先責任者や取引先責任者の詳細へのリンクなどの
詳細を含む取引先のビューを提供します。

ケースの詳細ページ

ケースのビューと、編集ページを開くためのボタンを
提供します。

取引先責任者の詳細ページ

取引先責任者の詳細の読み取り専用ビューを提供しま
す。

ケースの編集ページ

ケースへの編集を送信するためのフォームを提供しま
す。

ケースの検索ページ

パーソナライズされたユーザーに割り当てられている
ケースの一覧を提供します。
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取引先責任者：取引先責任者を検索、表示、編集します。

通知またはページ

ユースケースワークフロー

取引先責任者割り当て（既存）通知

取引先責任者の所有者が変更されると、新しい所有者
は通知を受け取ります。

取引先責任者割り当て（新規）通知

新しい取引先責任者がユーザーに割り当てられると、
ユーザーは通知を受け取ります。

取引先責任者の詳細ページ

取引先責任者のビューと、編集ページを開くためのボ
タンを提供します。

取引先責任者の編集ページ

取引先責任者への編集を送信するためのフォームを提
供します。

取引先責任者の検索ページ

パーソナライズされた取引先責任者の一覧を提供しま
す。

契約：契約を検索、表示、編集します。

通知またはページ

ユースケースワークフロー

契約更新通知

契約の詳細が変更されると、契約の所有者は通知を受
け取ります。

契約期限切れ通知

契約が終了日前後に定義されたしきい値（たとえば、
デフォルトでは 3 日）を経過すると、所有者は通知リ
マインダーを受け取ります。

新規契約の有効化申請通知

新しい保留中の契約有効化承認依頼がユーザーに割り
当てられると、ユーザーは通知を受け取ります。

取引先の詳細ページ

取引先責任者や取引先責任者の詳細へのリンクなどの
詳細を含む取引先のビューを提供します。

取引先責任者の詳細ページ

取引先責任者の詳細の読み取り専用ビューを提供しま
す。

契約の詳細ページ

契約のビューと、編集ページを開き契約を有効化する
ためのボタンを提供します。

契約の編集ページ

契約への編集を送信するためのフォームを提供します。

契約の検索ページ

パーソナライズされた保留中の契約有効化申請一覧を
提供します。
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取引先の作成：新しい取引先を作成します。

通知またはページ

ユースケースワークフロー

取引先の作成ページ

新しい取引先を送信するためのフォームを提供します。

ケースの作成：新しいケースを作成します。

通知またはページ

ユースケースワークフロー

ケースの作成ページ

新しいケースを送信するためのフォームを提供します。

取引先責任者の作成：新しい取引先責任者を作成します。

通知またはページ

ユースケースワークフロー

取引先責任者の作成ページ

新しい取引先責任者を送信するためのフォームを提供
します。

契約の作成：新しい契約を作成します。

通知またはページ

ユースケースワークフロー

契約の作成ページ

新しい契約を送信するためのフォームを提供します。

イベントの作成：新しいイベントを作成します。

通知またはページ

ユースケースワークフロー

イベントの作成ページ

新しいイベントを送信するためのフォームを提供しま
す。

リードの作成：新しいリードを作成します。
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通知またはページ

ユースケースワークフロー

リードの作成ページ

新しいリードを送信するためのフォームを提供します。

商談の作成：新しい商談を作成します。

通知またはページ

ユースケースワークフロー

商談の作成ページ

新しい商談を送信するためのフォームを提供します。

タスクの作成：新しいタスクを作成します。

通知またはページ

ユースケースワークフロー

タスクの作成ページ

新しいタスクを送信するためのフォームを提供します。

イベント：イベントを検索、表示、編集します。

通知またはページ

ユースケースワークフロー

イベントリマインダー通知

イベントが活動日時前後に定義されたしきい値（たと
えば、デフォルトでは 1 時間）を経過すると、所有者
は通知リマインダーを受け取ります。

取引先の詳細ページ

取引先責任者や取引先責任者の詳細へのリンクなどの
詳細を含む取引先のビューを提供します。

取引先責任者の詳細ページ

取引先責任者の詳細の読み取り専用ビューを提供しま
す。

イベントの詳細ページ

イベントのビューと、編集ページを開くためのボタン
を提供します。

イベントの編集ページ

イベントへの編集を送信するためのフォームを提供し
ます。

イベントの検索ページ

パーソナライズされたイベント一覧を提供します。

リード：リードを検索、表示、編集、変換します。
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通知またはページ

ユースケースワークフロー

リード割り当て（既存）通知

リードの所有者が変更されると、新しい所有者は通知
を受け取ります。

リード割り当て（新規）通知

新しいリードがユーザーに割り当てられると、ユーザ
ーは通知を受け取ります。

リードの詳細ページ

リードのビューと、詳細ページを開くためのボタンを
提供します。

リードの編集ページ

リードへの編集を送信するためのフォームを提供しま
す。

リードの検索ページ

パーソナライズされたリード一覧を提供します。

商談：商談を検索、表示、編集します。

通知またはページ

ユースケースワークフロー

商談割り当て（既存）通知

商談の所有者が変更されると、新しい所有者は通知を
受け取ります。

商談割り当て（新規）通知

新しい商談がユーザーに割り当てられると、ユーザー
は通知を受け取ります。

取引先の詳細ページ

取引先責任者や取引先責任者の詳細へのリンクなどの
詳細を含む取引先のビューを提供します。

取引先責任者の詳細ページ

取引先責任者の詳細の読み取り専用ビューを提供しま
す。

商談の詳細ページ

商談のビューと、編集ページを開くためのボタンを提
供します。

商談の編集ページ

商談への編集を送信するためのフォームを提供します。

商談の検索ページ

パーソナライズされた商談一覧を提供します。

タスク：タスクを検索、表示、編集します。
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通知またはページ

ユースケースワークフロー

タスクリマインダー通知

タスクが活動日時前後に定義されたしきい値（たとえ
ば、デフォルトでは 1 時間）を経過すると、所有者は
通知リマインダーを受け取ります。

取引先の詳細ページ

取引先責任者や取引先責任者の詳細へのリンクなどの
詳細を含む取引先のビューを提供します。

取引先責任者の詳細ページ

取引先責任者の詳細の読み取り専用ビューを提供しま
す。

タスクの詳細ページ

タスクのビューと、編集ページを開くためのボタンを
提供します。

タスクの編集ページ

タスクへの編集を送信するためのフォームを提供しま
す。

タスクの検索ページ

パーソナライズされたタスク一覧を提供します。

レガシー統合の追加
次の手順に従って、レガシー統合をセットアップします。これらの手順は、レガシー統合専用のものです。

Citrix Workspace マイクロアプリへのレガシー統合の追加
Salesforce 統合を Citrix Workspace マイクロアプリに追加して、アプリケーションに接続します。これにより、
通知とアクションが設定済みとなっている追加設定不要のマイクロアプリを、Workspace 内で使用できるようにな
ります。
次の手順を実行します：

1.

概要ページから、［はじめに］を選択します。

［統合の管理］ページが開きます。

2.［新しい統合を追加］および ［Citrix 提供のテンプレートから新しい統合を追加する］を選択します。
3.［Salesforce］タイルを選択します。
4.

統合の名前を入力します。
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5.

前の手順で収集したサービス認証を入力します。

•

ターゲットシステムサービス認証の ［ユーザー名］と ［パスワード］の資格情報を入力します。

6.［認証方法］で ［OAuth 2.0］を選択します。
• 前提条件の手順で収集したコンシューマーキーとコンシューマーシークレットを入力します。
• OAuth 承認ベース URL を入力します。Salesforce インスタンスのカスタム SSO ログインページを
構成できます。ドメインを入力します。これは、通常ログオンする SFDC URL と同じであり、セキュリ
ティで保護された HTTPS が必要です：https://login.salesforce.com/。または、サンド
ボックス環境の場合：https://test.salesforce.com/。

7.

コネクタのパラメーターを入力します。

•［セキュリティトークン］を入力します。
• サンドボックス環境にデータを読み込む必要がある場合は、［サンドボックス］を切り替えます。
•［Query deleted records during incremental synchronization to remove them from
cache as well］ ト グ ル を 有 効 な ま ま に し ま す。 最 初 の 増 分 同 期 の 後 に シ ス テ ム が エ ラ ー （Un‑
able to load deleted entities of type）をスローする場合、このトグルを無効にしてこの問題を回避
できます。

8.［追加］を選択します。
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［マイクロアプリ統合］ページが開き、追加した統合とそのマイクロアプリが表示されています。ここから別の統合を
追加したり、追加設定不要のマイクロアプリのセットアップを続行したり、この統合用の新しいマイクロアプリを作
成したりできます。
これで、最初のデータ同期を設定して実行する準備ができました。統合アプリケーションからマイクロアプリプラッ
トフォームに大量のデータをプルできるので、
［テーブル］ページを使用して、最初のデータ同期のエンティティをフ
ィルタリングし、同期を高速化することをお勧めします。詳しくは、
「必要なエンティティの確認」を参照してくださ
い。同期ルール、スケジュールを満たさない同期、および拒否ルールについて詳しくは、
「データの同期」を参照して
ください。

API エンドポイントとテーブルエンティティについて詳しくは、「Salesforce コネクタの仕様」を参照してください。
従来の Salesforce マイクロアプリの使用
既存のアプリケーション統合には、追加設定不要のマイクロアプリが付属しています。これらのマイクロアプリから
開始して、ニーズに合わせてカスタマイズします。

Salesforce 統合には、以下の設定済みで追加設定不要のマイクロアプリが付属しています：
取引先：取引先を検索、表示、編集します。

通知またはページ

ユースケースワークフロー

取引先割り当て（既存）通知

取引先の所有者が変更されると、新しい所有者は通知
を受け取ります。

取引先割り当て（新規）通知

新しい取引先がユーザーに割り当てられると、ユーザ
ーは通知を受け取ります。

取引先の詳細ページ

取引先責任者や取引先責任者の詳細へのリンクなどの
詳細を含む取引先のビューを提供します。

取引先責任者の詳細ページ

取引先責任者の詳細の読み取り専用ビューを提供しま
す。

取引先の編集ページ

取引先への編集を送信するためのフォームを提供しま
す。

私の取引先ページ

パーソナライズされた取引先一覧を提供します。

ケース：割り当てられているケースを検索、表示、編集します。

通知またはページ

ユースケースワークフロー

ケース割り当て（既存）通知

ケースの所有者が変更されると、新しい所有者は通知
を受け取ります。
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通知またはページ

ユースケースワークフロー

ケース割り当て（新規）通知

新しいケースがユーザーに割り当てられると、ユーザ
ーは通知を受け取ります。

取引先関連新規ケース通知

ユーザーの取引先に関連する新しいケースが作成され
ると、ユーザーは通知を受け取ります。

取引先の詳細ページ

取引先責任者や取引先責任者の詳細へのリンクなどの
詳細を含む取引先のビューを提供します。

ケースの詳細ページ

ケースのビューと、編集ページを開くためのボタンを
提供します。

取引先責任者の詳細ページ

取引先責任者の詳細の読み取り専用ビューを提供しま
す。

ケースの編集ページ

ケースへの編集を送信するためのフォームを提供しま
す。

私のオープンケースページ

パーソナライズされたユーザーに割り当てられている
ケースの一覧を提供します。

取引先責任者：取引先責任者を検索、表示、編集します。

通知またはページ

ユースケースワークフロー

取引先責任者割り当て（既存）通知

取引先責任者の所有者が変更されると、新しい所有者
は通知を受け取ります。

取引先責任者割り当て（新規）通知

新しい取引先責任者がユーザーに割り当てられると、
ユーザーは通知を受け取ります。

取引先責任者の詳細ページ

取引先責任者のビューと、編集ページを開くためのボ
タンを提供します。

取引先責任者の編集ページ

取引先責任者への編集を送信するためのフォームを提
供します。

私の取引先責任者ページ

パーソナライズされた取引先責任者の一覧を提供しま
す。

契約：契約を検索、表示、編集します。
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通知またはページ

ユースケースワークフロー

契約更新通知

契約の詳細が変更されると、契約の所有者は通知を受
け取ります。

契約期限切れ通知

契約が終了日前後に定義されたしきい値（たとえば、
デフォルトでは 3 日）を経過すると、所有者は通知リ
マインダーを受け取ります。

新規契約の有効化申請通知

新しい保留中の契約有効化承認依頼がユーザーに割り
当てられると、ユーザーは通知を受け取ります。

取引先の詳細ページ

取引先責任者や取引先責任者の詳細へのリンクなどの
詳細を含む取引先のビューを提供します。

取引先責任者の詳細ページ

取引先責任者の詳細の読み取り専用ビューを提供しま
す。

契約の詳細ページ

契約のビューと、編集ページを開き契約を有効化する
ためのボタンを提供します。

契約の編集ページ

契約への編集を送信するためのフォームを提供します。

私の保留中の契約有効化申請ページ

パーソナライズされた保留中の契約有効化申請一覧を
提供します。

取引先の作成：新しい取引先を作成します。

通知またはページ

ユースケースワークフロー

取引先の作成ページ

新しい取引先を送信するためのフォームを提供します。

ケースの作成：新しいケースを作成します。

通知またはページ

ユースケースワークフロー

ケースの作成ページ

新しいケースを送信するためのフォームを提供します。

取引先責任者の作成：新しい取引先責任者を作成します。
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通知またはページ

ユースケースワークフロー

取引先責任者の作成ページ

新しい取引先責任者を送信するためのフォームを提供
します。

契約の作成：新しい契約を作成します。

通知またはページ

ユースケースワークフロー

契約の作成ページ

新しい契約を送信するためのフォームを提供します。

イベントの作成：新しいイベントを作成します。

通知またはページ

ユースケースワークフロー

イベントの作成ページ

新しいイベントを送信するためのフォームを提供しま
す。

リードの作成：新しいリードを作成します。

通知またはページ

ユースケースワークフロー

リードの作成ページ

新しいリードを送信するためのフォームを提供します。

商談の作成：新しい商談を作成します。

通知またはページ

ユースケースワークフロー

商談の作成ページ

新しい商談を送信するためのフォームを提供します。

タスクの作成：新しいタスクを作成します。

通知またはページ

ユースケースワークフロー

タスクの作成ページ

新しいタスクを送信するためのフォームを提供します。
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イベント：イベントを検索、表示、編集します。

通知またはページ

ユースケースワークフロー

イベントリマインダー通知

イベントが活動日時前後に定義されたしきい値（たと
えば、デフォルトでは 1 時間）を経過すると、所有者
は通知リマインダーを受け取ります。

取引先の詳細ページ

取引先責任者や取引先責任者の詳細へのリンクなどの
詳細を含む取引先のビューを提供します。

取引先責任者の詳細ページ

取引先責任者の詳細の読み取り専用ビューを提供しま
す。

イベントの編集ページ

イベントへの編集を送信するためのフォームを提供し
ます。

イベントの詳細ページ

イベントのビューと、編集ページを開くためのボタン
を提供します。

私のイベントページ

パーソナライズされたイベント一覧を提供します。

リード：リードを検索、表示、編集、変換します。

通知またはページ

ユースケースワークフロー

リード割り当て（既存）通知

リードの所有者が変更されると、新しい所有者は通知
を受け取ります。

リード割り当て（新規）通知

新しいリードがユーザーに割り当てられると、ユーザ
ーは通知を受け取ります。

リードの変換ページ

リードを変換するためのフォームを提供します。

リードの編集ページ

リードへの編集を送信するためのフォームを提供しま
す。

私のアクティブなリードページ

パーソナライズされたリード一覧を提供します。

商談：商談を検索、表示、編集します。

通知またはページ

ユースケースワークフロー

商談割り当て（既存）通知

商談の所有者が変更されると、新しい所有者は通知を
受け取ります。

商談割り当て（新規）通知

新しい商談がユーザーに割り当てられると、ユーザー
は通知を受け取ります。
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通知またはページ

ユースケースワークフロー

取引先の詳細ページ

取引先責任者や取引先責任者の詳細へのリンクなどの
詳細を含む取引先のビューを提供します。

取引先責任者の詳細ページ

取引先責任者の詳細の読み取り専用ビューを提供しま
す。

商談の編集ページ

商談への編集を送信するためのフォームを提供します。

私のオープン商談ページ

パーソナライズされた商談一覧を提供します。

商談の詳細ページ

商談のビューと、編集ページを開くためのボタンを提
供します。

保留中の取引先承認申請：取引先を検索して承認または却下します。

通知またはページ

ユースケースワークフロー

新規取引先の承認申請通知

アクターの承認のために新しい取引先が送信されると、
アクターは通知を受け取ります。

取引先の承認ページ

取引先を承認または拒否するためのフォームを提供し
ます。

私の保留中の取引先承認申請ページ

パーソナライズされた、保留中の取引先承認申請と承
認ページへのリンクの一覧を提供します。

保留中の取引先責任者承認申請：取引先責任者を検索して承認または却下します。

通知またはページ

ユースケースワークフロー

承認が必要な新規取引先責任者通知

アクターの承認のために新しい取引先責任者が送信さ
れると、アクターは通知を受け取ります。

取引先責任者の承認ページ

取引先責任者を承認または拒否するためのフォームを
提供します。

私の保留中の取引先責任者承認申請

パーソナライズされた、保留中の取引先責任者承認申
請と承認ページへのリンクの一覧を提供します。

保留中の契約承認申請：契約を検索して承認します。
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通知またはページ

ユースケースワークフロー

承認が必要な新規契約通知

アクターの承認のために新しい契約が送信されると、
アクターは通知を受け取ります。

契約の承認ページ

契約を承認または拒否するためのフォームを提供しま
す。

私の保留中の契約承認申請

パーソナライズされた、保留中の契約承認申請と承認
ページへのリンクの一覧を提供します。

タスク：タスクを検索、表示、編集します。

通知またはページ

ユースケースワークフロー

タスクリマインダー通知

タスクが活動日時前後に定義されたしきい値（たとえ
ば、デフォルトでは 1 時間）を経過すると、所有者は
通知リマインダーを受け取ります。

取引先の詳細ページ

取引先責任者や取引先責任者の詳細へのリンクなどの
詳細を含む取引先のビューを提供します。

取引先責任者の詳細ページ

取引先責任者の詳細の読み取り専用ビューを提供しま
す。

タスクの編集ページ

タスクへの編集を送信するためのフォームを提供しま
す。

自分のオープンタスクページ

パーソナライズされたタスク一覧を提供します。

タスクの詳細ページ

タスクのビューと、編集ページを開くためのボタンを
提供します。

選択リスト値テーブルの追加

Salesforce のスキーマの性質上、一部のデータはテーブルのエンティティとして使用できません。Salesforce のオ
ブジェクトの選択リストとそのオプションをすべて表示するには picklistvalue テーブルを使用してください。
1. Salesforce のマイクロアプリを開いてページビルダー移動します。
2. 選択コンポーネントを選択してフィールドへドラッグします。
3.［プロパティの選択］で ［データ列にマップ］をオフにします。これで、すべての Salesforce オブジェクトを
表示することができます。

4.［データテーブル］メニューから picklistvalue を選択します。
5.［フィルターの編集］を選択してデータフィルターを開きます。
6. データを取得するオブジェクトとフィールドを選択します。［すべての条件の一致が必要］を選択し、保存して
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フィルターを閉じます。
次のスクリーンショットは、フィルターの設定例を示しています：

次のスクリーンショットは、アクセスしようとしているデータベースのオブジェクトおよびフィールドを示し
ています：

7.

このコンポーネントの設定を完了します。詳しくは、
「ページビルダーのコンポーネント」を参照してください。

ServiceNow の統合
December 2, 2022
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ServiceNow と統合して要求を送信および監視し、Citrix Workspace を使用して、任意のデバイス、イントラネッ
ト、またはメッセンジャーからアクションを実行します。
注：

2 つの ServiceNow 統合テンプレートが提供されています。ほとんどのユースケースでは、新しい HTTP 統合
を使用することをお勧めします。この HTTP 統合は、キャッシュされたデータ構造を構成するためのより強力
な機能です。いずれの統合も、同じセットアッププロセスを使用します。各統合で使用可能なマイクロアプリに
ついて詳しくは、「ServiceNow マイクロアプリの使用」を参照してください。
以下のプロセスを使用して、ServiceNow 統合を有効にします。前提条件を満たしていることを確認し、API アクセ
スを有効にして、専用ユーザーにロールを割り当てます。このプロセスを完了すると、Citrix マイクロアプリの使用
によって実行されたすべてのアクションを含む、既存のレベルの監査ログが保持されます。
この統合により以下のことが可能になります：

• Workspace Experience でタスクを作成します。このソリューションでは、現在ログインしているユーザー
に基づいて、API 要求に「opened_by」パラメーターを追加します。サービスアクションパラメーター設定
で「opened_by」を明示的に定義すると、デフォルト値と置き換えられます。
• マイクロアプリ内で要求を承認します。このソリューションでは、user_name によって設定された承認状況
の文をコメントフィールドに追加して、誰が承認を実行したのかを特定します。

•

マイクロアプリから新しいサービスカタログ要求を作成します。このソリューションでは、現在ログインして
いるユーザーに基づいて、API 要求に「requested_for」パラメーターを追加します。

追加設定不要の ServiceNow マイクロアプリの一覧については、「ServiceNow マイクロアプリの使用」を参照し
てください。

必須条件の確認
これらの前提条件は、組織の ServiceNow インスタンスを管理して統合をセットアップすることを想定しています。

Workspace ユーザーには、サービスアクションを完了するために適切な役割を割り当てる必要があります。適切な
役割は、ServiceNow の構成によって異なります。
Citrix Workspace マイクロアプリに統合を追加するには、以下の詳細情報が必要です：
•

URL： こ れ は イ ン ス タ ン ス の URL で す。 イ ン ス タ ン ス の ［ベ ー ス URL］ を 入 力 す る か、 例
の{ cloud-id }を自分の顧客 ID に置き換える必要があります。
• 認証 URL：例の{ customer-id }を自分の顧客 ID（https://{ customer-id } .serviceベース

now.com/oauth_auth.do）に置き換えます。これは、ターゲットアプリケーション統合をセットアップ
するときに提供される認証サーバーの URL です。

•

トークン URL 例の{ customer-id }を顧客 ID で置き換えます：https://{ customer-id } .

service-now.com/oauth_token.do。これが、アクセス承認トークンの URL です。

•

ユーザー名：ユーザー名とパスワードは、ServiceNow の完全なテーブル構造とすべてのテーブルにアクセ
スできるサービスアカウントの資格情報です。
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•

パスワード：ユーザー名とパスワードは、ServiceNow の完全なテーブル構造とすべてのテーブルにアクセ
スできるサービスアカウントの資格情報です。

•

クライアント ID：ServiceNow アカウントで OAuth クライアントを登録して、クライアント ID を収集しま
す。クライアント ID とクライアントシークレットは、サービス認証とサービスアクション認証の両方と同じ
です。

•

クライアントシークレット：ServiceNow アカウントで OAuth クライアントを登録して、クライアントシー
クレットを収集します。クライアント ID とクライアントシークレットは、サービス認証とサービスアクショ
ン認証の両方と同じです。

注：
利用可能な場合は、サービス認証方法として常に OAuth 2.0 を使用することをお勧めします。OAuth 2.0 は、
統合が、構成済みのマイクロアプリとの最大限のセキュリティコンプライアンスを満たすことを保証します。

•

新しい oauth2 client_id と client_secret を取得して、クライアントのアプリケーションのスコープを定義
します。

• Citrix Gateway が ServiceNow のシングルサインオンに対応するように構成して、ユーザーがログインす
ると、再度資格情報を入力する必要がなく自動的に再ログインできるようにします。「ServiceNow シングル
サインオン構成」の手順に従ってください。SSO の構成について詳しくは、「Citrix Gateway サービス」を
参照してください。

新しい HTTP 統合特権

ServiceNow 管理者アカウントには、統合でフェッチするすべてのテーブルへの読み取りアクセス権が必要です。以
下のリストを参照してください：

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

change_request
incident
problem
sc_cat_item
sys_user
task
cmn_location
core_company
sc_req_item
sc_request
sys_journal_field
sys_user_delegate
sys_user_group
sys_user_has_role
sys_user_role
sys_user_role_contains
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• sysapproval_approver
• sys_choice
• sc_item_option_mtom
重要：

HTTP 統合を管理する ServiceNow 管理アカウントでは、タイムゾーンを GMT に設定する必要があります。
これは、Workspace および増分データ同期で時間を正確に処理するために必要です。時間の不一致が見られ
る場合は、まずこれらの設定を確認して問題を解決してください。

ServiceNow の役割
次の ServiceNow の役割をお勧めします：

•
•
•
•

approval_admin
itil
personalize_choices
snc_read_only

レガシー統合特権

ServiceNow 管理者アカウントには、完全なデータアクセス特権が必要です。マイクロアプリ統合に別の
ServiceNow アカウントを使用する場合は、読み取り権限を sys_journal_field などの制限されたテーブルに手動
で追加する必要があります。特に、管理者は ServiceNow のデータ構造に関する情報が含まれている次のテーブル

この

にアクセスする必要があります：

• sys_db_object
• sys_dictionary
• sys_choice
必要なテーブルへの API アクセスの有効化

ServiceNow テーブルのほとんどは、デフォルトで Web サービスを介したアクセスが有効になっています。
Workspace と同期するテーブルに、Web サービス経由でアクセス可能かどうかを確認するには、以下の操作を実行
します：

1. ServiceNow にログインします。
2.［System Definition］>［Tables］を選択します。
3. 確認するテーブル名の横にある ［Information］アイコンを選択します。［Open record］を選択しま
す。［Application Access］タブを開き、［Allow access to this table via web services］チェックボッ
クスがオンになっていることを確認します。

4.

必要に応じてこのチェックボックスをオンにして、［Update］をクリックして設定を保存します。
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コールバック URL の追加
インスタンス構成にカスタム URL を追加して、プライベートデータへのアクセスを許可し、OAuth 認証済みユーザ
ーアクションを有効にします。
注

URL { yourmicroappserverurl }のこのセクションは、テナント部分、リージョン部分、環境部分で
構成されています：https://{ tenantID } .{ region(us/eu/ap-s)} .iws.cloud.com。

1.

管理者として ServiceNow にログインします。

2.［System OAuth］>［Application Registry］に移動して ［New］を選択します。
3.［Create an OAuth API endpoint for external clients］を選択します。
4.［Redirect URL］フィールドに、この統合用に以下のコンマで区切られた承認済みリダイレクト URL を入力
します：

• https://{ yourmicroappserverurl } /admin/api/gwsc/auth/serverContext
• https://{ yourmicroappserverurl } /app/api/auth/serviceAction/
callback
［PKCE が必要］が選択されていないことを確認してください。

5.［Submit］をクリックします。
クエリのフィルタリング
ほとんどの ServiceNow エンティティは、フィルタリングをサポートしています。Table API の GET メソッドの

sysparm_query URL パラメーターを使用して、フィルタリングを行うことができます。定義済みのクエリを選択
するか、自分のカスタムクエリを作成します。詳しくは、「ServiceNow REST API リファレンスと製品ドキュメン
ト」を参照してください。
注：
クエリまたはその一部が無効な場合、ServiceNow のドキュメントで指定されているように、無効な部分は無
視されます。
例：

1
2
3
4
5

// Only Active objects:
active=true
// Updated in the last 2 days:
sys_updated_onONLast%20day@javascript:gs.daysAgoStart(1)@javascript:gs.
daysAgoEnd(0)

6
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7
8
9
10
11

// Updated in the last 3 hours:
sys_updated_onONLast%20hour@javascript:gs.hoursAgoStart(2)@javascript:
gs.hoursAgoEnd(0)
// Updated in the last 4 months:
sys_updated_onONLast%20month@javascript:gs.monthsAgoStart(3)@javascript
:gs.monthsAgoEnd(0)

Citrix Workspace マイクロアプリへの統合の追加
ServiceNow 統合を Citrix Workspace マイクロアプリに追加して、アプリケーションに接続します。これにより、
通知とアクションが設定済みとなっている追加設定不要のマイクロアプリを、Workspace 内で使用できるようにな
ります。2 つの ServiceNow 統合テンプレートが提供されています。ほとんどのユースケースでは、新しい HTTP
統合を使用することをお勧めします。

ServiceNow HTTP 統合の追加
次の手順に従って、ServiceNow HTTP 統合をセットアップします。認証オプションは事前に選択されています。プ
ロセスの完了時に、これらのオプションが選択されていることを確認してください。ほとんどのユースケースでは、
この新しい HTTP 統合を使用することをお勧めします。この HTTP 統合は、キャッシュされたデータ構造を構成す
るためのより強力な機能です。
次の手順を実行します：

1.［マイクロアプリ統合］ページで ［新しい統合を追加］および ［Citrix 提供のテンプレートから新しい統合を
追加する］を選択します。

2. ServiceNow タイルを選択します。
3.

統合の統合名を入力します。

4.

コネクタのパラメーターを入力します。

•
•

インスタンスの ［ベース URL］を入力するか、例の{ customer-id }を顧客 ID に置き換えます。
アイコンライブラリから統合の アイコンを選択するか、デフォルトの ServiceNow のアイコンのまま
にしておきます。
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•

オンプレミス接続を作成する場合は、［オンプレミスインスタンス］を有効にします。詳しくは、「オン
プレミスインスタンス」を参照してください。

5.［サービス認証］で ［認証方法］メニューから ［OAuth 2.0］を選択して認証の詳細を完了します。OAuth
2.0 セキュリティプロトコルを使用して、委任されたアクセスの要求/承認トークンを生成します。利用可能な
場合は、サービス認証方法として常に OAuth 2.0 を使用することをお勧めします。OAuth 2.0 は、統合が、
構成済みのマイクロアプリとの最大限のセキュリティコンプライアンスを満たすことを保証します。

a)［許可の種類］メニューから ［リソース所有者のパスワード］を選択します。リソースサーバーによるア
クセストークンのプロビジョニングを承認するために、正しい資格情報を提供します。

b)［トークン認証］メニューから ［要求の本文］を選択します。
c)［トークン URL］を入力するか、例の{ customer-id }を顧客 ID に置き換えます：https://{
customer-id } .service-now.com/oauth_token.do。これが、アクセス承認トークン
の URL です。

d)［ユーザー名］と ［パスワード］を入力します。これらは、ServiceNow の完全なテーブル構造とすべて
のテーブルにアクセスできるサービスアカウントの資格情報です。

e)［クライアント ID］を入力します。クライアント ID は、承認サーバーに固有のクライアント登録情報を
表す文字列です。

f)［クライアントシークレット］を入力します。クライアントシークレットは、ターゲットアプリケーショ
ン統合のセットアップ時に発行される一意の文字列です。

g)［ヘッダープレフィックス］を入力します。（オプション）ベアラープレフィックスがデフォルトのヘッダ
ーと異なる場合、ヘッダープレフィックスを入力します。
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h)［OAuth 2.0］認証方式を選択した場合、［+ パラメーターの追加］を選択して ［アクセストークンパラ
メーター］を含めます。アクセストークンパラメーターでは、ターゲットアプリケーション承認サーバ
ーによる要求に従って、必要に応じてアクセストークンパラメーターを定義します。

6.［サービスアクション認証］で ［［アクション］で個別のユーザー認証を使用する］トグルを有効にします。サ
ービスアクション認証は、サービスアクションレベルで認証します。

a)［認証方法］メニューから ［OAuth 2.0］を選択して認証の詳細を完了します。
b)［許可の種類］メニューで ［認証コード］を選択します。これによって、クライアントが交換するアク
セストークン用の一時コードが付与されます。コードは認証サーバーから取得され、そこでクライアン
トが要求している情報を確認できます。この許可の種類のみが、安全なユーザーの偽装を有効にします。
これにより、アプリケーションの登録時に使用する ［コールバック URL］が表示されます

c)［トークン認証］メニューから ［要求の本文］を選択します。
d) 認証 URL を入力、または例の{ customer-id }を自分の顧客 ID（https://{ customer-id
} .service-now.com/oauth_auth.do）に置き換えます。これは、ターゲットアプリケーシ
ョン統合をセットアップするときに提供される認証サーバーの URL です。

e)［トークン URL］を入力するか、例の{ customer-id }を顧客 ID に置き換えます：https://{
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customer-id } .service-now.com/oauth_token.do。これが、アクセス承認トークン
の URL です。

f)（オプション）［スコープ］に入力して、アクセスリクエストのスコープを定義します。この文字列が、タ
ーゲットアプリケーション統合をセットアップするときに承認サーバーで定義されます。

g)［クライアント ID］を入力します。クライアント ID は、承認サーバーに固有のクライアント登録情報を
表す文字列です。ServiceNow アカウントで OAuth クライアントを登録して、これとシークレットを
収集します。統合構成ページに表示される ［コールバック URL］を追加する必要があります。
h)［クライアントシークレット］を入力します。クライアントシークレットは、ターゲットアプリケーショ
ン統合のセットアップ時に発行される一意の文字列です。

i)（オプション）ベアラープレフィックスがデフォルトのヘッダーと異なる場合、ヘッダープレフィックス
を入力します。

j)［OAuth 2.0］認証方式を選択した場合、［+ パラメーターの追加］を選択して ［アクセストークンパラ
メーター］を含めます。アクセストークンパラメーターでは、ターゲットアプリケーション承認サーバ
ーによる要求に従って、必要に応じてアクセストークンパラメーターを定義します。

7.（オプション）この統合のレート制限をアクティブ化する場合は、［要求レート制限］を有効にし、［時間間隔］
あたりの ［要求数］を設定します。

8.（オプション）サポートのために 24 時間のログを保持するには、［ログ］を有効にします。
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9.［保存］を選択します。

レガシー統合の追加
以下の手順に従って、レガシーの Java ベースの ServiceNow 統合をセットアップします。
次の手順を実行します：

1.

概要ページから、［はじめに］を選択します。

［統合の管理］ページが開きます。

2.［新しい統合を追加］および ［Citrix 提供のテンプレートから新しい統合を追加する］を選択します。
3. ServiceNow タイルを選択します。
4.

統合の名前を入力します。

© 1999 – 2022 Citrix Systems, Inc. All rights reserved.

293

マイクロアプリ

5.

前提条件として収集したコネクタのパラメーターを入力します。

•［URL］を入力します。
•［ユーザー名］と ［パスワード］を入力します。
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•［認証方法］を選択します。OAuth 2.0 セキュリティプロトコルを使用して、委任されたアクセスの要
求/承認トークンを生成します。
• Oauth 2.0 の場合は、前提条件の手順で収集した OAuth クライアント ID と OAuth クライアントシ
ークレットを入力します。

• ServiceNow 接続の数に数字を入力します。この値で、データ同期を開始する文字列の数を決定しま
す。
注：
デフォルトの接続の数は 3 です。より多くの接続を開くと、データ同期の時間が短縮されますが、
マイクロアプリサーバーの負荷が増加し、そのパフォーマンスに影響を与える可能性があります。
必要な場合は、10 以下にすることをお勧めします。

•

たとえば、終了した要求の一覧や、active = falseに設定されている他のデータを取得する場合、
非アクティブなデータをダウンロードするラジオボタンをクリックします。

6.［追加］を選択します。
［マイクロアプリ統合］ページが開き、追加した統合とそのマイクロアプリが表示されています。ここから別の統合を
追加したり、追加設定不要のマイクロアプリのセットアップを続行したり、この統合用の新しいマイクロアプリを作
成したりできます。
これで、最初のデータ同期を設定して実行する準備ができました。統合アプリケーションからマイクロアプリプラッ
トフォームに大量のデータをプルできるので、
［テーブル］ページを使用して、最初のデータ同期のエンティティをフ
ィルタリングし、同期を高速化することをお勧めします。詳しくは、
「必要なエンティティの確認」を参照してくださ
い。同期ルール、スケジュールを満たさない同期、および拒否ルールについて詳しくは、
「データの同期」を参照して
ください。

API エンドポイントとテーブルエンティティについて詳しくは、「ServiceNow HTTP コネクタの仕様」または
「ServiceNow コネクタの仕様」を参照してください。

ServiceNow マイクロアプリの使用
既存のアプリケーション統合には、追加設定不要のマイクロアプリが付属しています。これらのマイクロアプリから
開始して、ニーズに合わせてカスタマイズします。
注：

2 つの ServiceNow 統合テンプレートが提供されています。ほとんどのユースケースでは、古い Java ベース
の統合よりも新しい HTTP 統合を使用することをお勧めします。それぞれに含まれるマイクロアプリは多少異
なります。
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HTTP ServiceNow マイクロアプリ

HTTP ServiceNow 統合には、以下の設定済みで追加設定不要のマイクロアプリで利用できます：
変更要求：変更要求を検索し、その詳細を表示し、コメントを追加して更新します。

通知またはページ

ユースケースワークフロー

変更要求割り当て通知

既存の変更要求がユーザーに割り当てられると、ユー
ザーは通知を受け取ります。

変更要求担当者（オープンしたユーザー）変更通知

変更要求の担当者が変更されると、要求をオープンし
たユーザーは通知を受け取ります。

変更要求担当者（要求したユーザー）変更通知

変更要求の担当者が変更されると、要求したユーザー
は通知を受け取ります。

変更要求のステータス（アサイン先）変更通知

変更要求の状況が変更されると、要求が割り当てられ
たユーザーは通知を受け取ります。

変更要求のステータス（オープンしたユーザー）変更

変更要求の状況が変更されると、要求をオープンした

通知

ユーザーは通知を受け取ります。

変更要求のステータス（要求したユーザー）変更通知

変更要求の状況が変更されると、要求したユーザーは
通知を受け取ります。
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通知またはページ

ユースケースワークフロー

新規変更要求割り当て通知

新しい変更要求がユーザーに割り当てられると、ユー
ザーは通知を受け取ります。

変更要求の詳細ページ

変更要求の詳細の読み取り専用ビューを提供します。

変更要求にコメント追加ページ

変更要求にコメントするためのフォームを提供します。

私のオープン変更要求ページ

ユーザーは、自分に割り当てられている、または自分
が要求した、または自分がオープンしたオープンな変
更要求を検索できます。

変更要求の更新ページ

変更要求を更新するためのフォームを提供します。

インシデント：インシデントを検索して詳細を表示し、コメントの追加と更新を行います。

通知またはページ

ユースケースワークフロー

インシデント割り当て通知

既存のインシデントがユーザーに割り当てられると、
ユーザーは通知を受け取ります。

インシデント担当者（問い合わせユーザー）変更通知

インシデントの担当者が変更されると、インシデント
を報告したユーザーは通知を受け取ります。

インシデント担当者（オープンしたユーザー）変更通知

インシデントの担当者が変更されると、インシデント
をオープンしたユーザーは通知を受け取ります。

インシデントステータスの変更（アサイン先）通知

インシデントのステータスが変更されると、インシデ
ントが割り当てられたユーザーは通知を受け取ります。

インシデントステータスの変更（問い合わせユーザー） インシデントのステータスが変更されると、インシデ
通知

ントを報告したユーザーは通知を受け取ります。

インシデントステータスの変更（オープンしたユーザ

インシデントのステータスが変更されると、インシデ

ー）通知

ントをオープンしたユーザーは通知を受け取ります。

新規インシデント割り当て通知

新しいインシデントがユーザーに割り当てられると、
ユーザーは通知を受け取ります。

インシデントフォームにコメント追加ページ

インシデントにコメントするためのフォームを提供し
ます。

インシデントの詳細ページ

インシデントの詳細の読み取り専用ビューを提供しま
す。
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通知またはページ

ユースケースワークフロー

自分のオープンインシデントページ

ユーザーは、自分に割り当てられている、または自分
が要求した、または自分が報告したオープンインシデ
ントを検索できます。

インシデントの更新ページ

インシデントを更新するためのフォームを提供します。

問題：問題を検索して詳細を表示し、コメントの追加と更新を行います。

通知またはページ

ユースケースワークフロー

新規問題割り当て通知

新しい問題がユーザーに割り当てられると、ユーザー
は通知を受け取ります。

問題割り当て通知

既存の問題がユーザーに割り当てられると、ユーザー
は通知を受け取ります。

問題担当者変更（オープンしたユーザー）通知

問題の担当者が変更されると、問題をオープンしたユ
ーザーは通知を受け取ります。

問題ステータスの変更（アサイン先）通知

問題のステータスが変更されると、問題が割り当てら
れたユーザーは通知を受け取ります。

問題ステータスの変更（オープンしたユーザー）通知

問題のステータスが変更されると、問題をオープンし
たユーザーは通知を受け取ります。

問題にコメント追加ページ

問題にコメントするためのフォームを提供します。

自分のオープン問題ページ

ユーザーは、自分に割り当てられている、または自分
がオープンしたオープン問題を検索できます。

問題の詳細ページ

問題の詳細の読み取り専用ビューを提供します。

問題の更新ページ

問題を更新するためのフォームを提供します。

承認のリクエスト：保留中の承認を検索して表示し、承認または拒否します。

通知またはページ

ユースケースワークフロー

新しい承認要求（要求されたアイテム）通知

ユーザーに要求または変更要求の承認が割り当てられ
ると、ユーザーは承認または拒否できるアクション可
能な通知を受け取ります。
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通知またはページ

ユースケースワークフロー

新しい承認要求（問題）通知

ユーザーに問題の承認が割り当てられると、ユーザー
は承認または拒否できるアクション可能な通知を受け
取ります。

保留中の承認要求ページ

ユーザーは、自分に割り当てられている保留中の承認
を検索できます。

承認要求の詳細ページ

承認または拒否することができる、保留中の承認の詳
細なアクション可能なビューを提供します。

変更要求の送信：アイテムを選択して新しい変更要求を送信します。

通知またはページ

ユースケースワークフロー

変更要求の送信ページ

変更要求を送信するためのフォームを提供します。

代理人の送信：新しい代理人を送信します。

通知またはページ

ユースケースワークフロー

代理人の送信ページ

新しい代理人を送信するためのフォームを提供します。

インシデントの送信：新しいインシデントを送信します。

通知またはページ

ユースケースワークフロー

インシデントの送信ページ

新しいインシデントを送信するためのフォームを提供
します。

問題の送信：新しい問題を送信します。

通知またはページ

ユースケースワークフロー

問題の送信ページ

新しい問題を送信するためのフォームを提供します。
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Java ベースの ServiceNow マイクロアプリ
Java ベースの ServiceNow 統合には、以下の設定済みで追加設定不要のマイクロアプリが付属しています：
承認：保留中の承認を検索して表示し、承認または拒否します。

通知またはページ

ユースケースワークフロー

新規承認依頼通知

ユーザーに新しい承認依頼が割り当てられると、ユー
ザーは承認または拒否できるアクション可能な通知を
受け取ります。

承認依頼の詳細ページ

承認または拒否することができる、保留中の承認の詳
細なアクション可能なビューを提供します。

保留中の要求ページ

ユーザーは、自分に割り当てられている保留中の承認
を検索できます。

変更要求：変更要求を検索し、その詳細を表示し、コメントを追加して更新します。

通知またはページ

ユースケースワークフロー

変更要求割り当て通知

既存の変更要求がユーザーに割り当てられると、ユー
ザーは通知を受け取ります。

変更要求担当者変更通知

変更要求の担当者が変更されると、要求をオープンし
たユーザーは通知を受け取ります。

変更要求状況変更通知

変更要求の状況が変更されると、要求をオープンした
ユーザーは通知を受け取ります。

新規変更要求割り当て通知

新しい変更要求がユーザーに割り当てられると、ユー
ザーは通知を受け取ります。

変更要求の詳細ページ

変更要求の詳細の読み取り専用ビューを提供します。

変更要求フォームにコメント追加ページ

変更要求にコメントするためのフォームを提供します。

私のオープン変更要求ページ

ユーザーは、自分に割り当てられているオープン変更
要求を検索できます。

変更要求フォームの更新ページ

変更要求を更新するためのフォームを提供します。

インシデント：インシデントを検索して詳細を表示し、コメントの追加と更新を行います。
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通知またはページ

ユースケースワークフロー

インシデント割り当て通知

既存のインシデントがユーザーに割り当てられると、
ユーザーは通知を受け取ります。

インシデント担当者変更通知

インシデントの担当者が変更されると、インシデント
をオープンしたユーザーは通知を受け取ります。

インシデントステータスの変更通知

インシデントのステータスが変更されると、インシデ
ントをオープンしたユーザーは通知を受け取ります。

新規インシデント割り当て通知

新しいインシデントがユーザーに割り当てられると、
ユーザーは通知を受け取ります。

インシデントフォームにコメント追加ページ

インシデントにコメントするためのフォームを提供し
ます。

インシデントの詳細ページ

インシデントの詳細の読み取り専用ビューを提供しま
す。

自分のオープンインシデントページ

ユーザーは、自分に割り当てられているオープンイン
シデントを検索できます。

インシデントフォームの更新ページ

インシデントを更新するためのフォームを提供します。

問題：問題を検索して詳細を表示し、コメントの追加と更新を行います。

通知またはページ

ユースケースワークフロー

新規問題割り当て通知

新しい問題がユーザーに割り当てられると、ユーザー
は通知を受け取ります。

問題割り当て通知

問題の担当者が変更されると、その担当者は通知を受
け取ります。

問題担当者変更通知

問題の担当者が変更されると、問題をオープンしたユ
ーザーは通知を受け取ります。

問題ステータスの変更通知

問題のステータスが変更されると、問題をオープンし
たユーザーは通知を受け取ります。

問題フォームにコメント追加ページ

問題にコメントするためのフォームを提供します。

自分のオープン問題ページ

ユーザーは、自分に割り当てられているオープン問題
を検索できます。

問題の詳細ページ

問題の詳細の読み取り専用ビューを提供します。

問題フォームの更新ページ

問題を更新するためのフォームを提供します。
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カタログ要求の送信：アイテムを選択して、カタログ要求を送信します。

通知またはページ

ユースケースワークフロー

アイテムの選択ページ

ユーザーは、カタログを検索し、使用可能なアイテム
を選択できます。

カタログ要求の送信ページ

カタログ要求を送信するためのフォームを提供します。

変更要求の送信：新しい変更要求を送信します。

通知またはページ

ユースケースワークフロー

変更要求の送信ページ

変更要求を送信するためのフォームを提供します。

代理人の送信：新しい代理人を送信します。

通知またはページ

ユースケースワークフロー

代理人の送信ページ

新しい代理人を送信するためのフォームを提供します。

インシデントの送信：新しいインシデントを送信します。

通知またはページ

ユースケースワークフロー

インシデントの送信ページ

新しいインシデントを送信するためのフォームを提供
します。

問題の送信：新しい問題を送信します。

通知またはページ

ユースケースワークフロー

問題の送信ページ

新しい問題を送信するためのフォームを提供します。
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Slack の統合
December 7, 2021
Slack 統合を展開することで、トラフィックを大量に消費しないが、メンバーの注意を必要とする重要なチャンネル
に、追加の監視機能が提供されます。特定のグループまたは部門で使用可能なチャネルを調整するには、複数の統合
を使用します。
注：
ご意見・ご要望をお待ちしています。この統合テンプレートに関するフィードバックをお送りください。また、
問題についてはサポートチームが専用のフォーラムを毎日確認いたします。
すぐに利用可能な Slack 用のマイクロアプリの包括的な詳細については、「Slack の使用」を参照してください。

必須条件の確認

Citrix Workspace マイクロアプリに入力する値は、次のとおりです：
•
•
•
•

ベース URL：https://slack.com/api
認証 URL：https://slack.com/oauth/authorize
トークン URL：https://slack.com/api/oauth.access
チャネル ID：Slack で新しくお気に入りのチャネルを作成するときに収集します。これは、エンドポイントと
サービスアクションを変更する際に必要となります。「お気に入りのチャネルの作成とチャネル ID の収集」を
参照してください。

• OAuth アクセストークン：統合テンプレートを設定するときに、トークン値として入力します。ボットの作
成時に、このトークン、クライアント ID、およびクライアントシークレットを収集します。
• クライアント ID：クライアント ID は、承認サーバーに固有のクライアント登録情報を表す文字列です。
• クライアントシークレット：クライアントシークレットは、ターゲットアプリケーション統合のセットアップ
時に発行される一意の文字列です。
注：
利用可能な場合は、サービス認証方法として常に OAuth 2.0 を使用することをお勧めします。OAuth 2.0 は、
統合が、構成済みのマイクロアプリとの最大限のセキュリティコンプライアンスを満たすことを保証します。

新しいサービスアカウントの作成
統合には、Slack インスタンスへの定期的なアクセスが必要です。完全な管理者権限を持つ専用ユーザーアカウント
を作成することをお勧めします。ここから登録します：https://slack.com/get‑started#/create。

API の有効化
特定のリソースに対して実行できる API 要求の数は限られているため、以下をお勧めします：
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• リンクあたりの Slack API の制限：https://api.slack.com/docs/rate‑limits#overview
• Slack API 層：https://api.slack.com/docs/rate‑limits
• Slack API プラン：1 つのみ提供
ボットの作成
ボットは、ユーザーと対話する Slack アプリで、メッセージの投稿や、ユーザーからのメッセージの受信および返信
の機能を備えています。Slack アプリを作成し、スコープを選択してアプリに追加します。

1. Slack 管理 UI に移動し、アプリを作成していない場合は、アプリを作成します：https://api.slack.com/apps
2.［App Name］にアプリ名を入力し、［Development Slack Workspace］にアプリをインストールする
Slack ワークスペースを選択します。
3.［Create App］を選択します。
4.［Basic Information］の ［App Credentials］で、次のアプリ認証情報をコピーします：
• クライアント ID
• クライアントシークレット
5. 左側のサイドバーの ［Features］の ［OAuth & Permissions］に移動します。
6.［Scopes/Bot Token Scopes］で、［Scopes］セクションの ［Add an OAuth Scope］タイルを選択
し、ユーザートークンではなくボットトークンにスコープを追加していることを確認します。次のスコー
プを追加します：channels:history channels:join channels:read groups:history

groups:read mpim:history mpim:read team:read users.profile:read users:
read users:read.email

7.［Redirect URLs］で、次の各コールバックに対して ［Add New Redirect URL］を選択し、値の入力が完
了したら ［Save URLs］をクリックします。
• https://{ yourmicroappserverurl } /admin/api/gwsc/auth/serverContext
• https://{ yourmicroappserverurl } /app/api/auth/serviceAction/
callback

Slack アプリのインストール
アプリを Slack ワークスペースにインストールして、アプリをテストし、Slack API との通信に必要なトークンを生
成します。

1. 左側のサイドバーの ［Settings］の ［Install App］に移動します。
2.［Install App to Workspace］を選択し、［Perform acitons in channels & conversations］が許可
されていることを確認して、［Allow］を選択します。
3.［Bot User OAuth Access Token］をコピーします。
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お気に入りのチャネルの作成とチャネル ID の収集
お気に入りを追跡するためのチャネルを作成します。統合を変更するには、このチャネルの URL からチャネル ID を
収集する必要があります。
注：
複数の Slack 統合を使用している場合は、統合ごとに別々の（専用の）お気に入りチャネルを使用します。

1. favorites という名前の新しいチャネルを Slack に作成します。
2. Add all members of {SlackWorkspaceName} を選択します
3. チャネルのリンクをコピーします。URL の末尾にある ID を保管しておきます。この ID は、エンドポイント
とサービスアクションを変更するために必要なチャネル ID です。「エンドポイントとサービスアクションの変
更」を参照してください。

フォーカスチャネルとお気に入りのチャネルにボットを追加
次に、Slack アプリにサブスクライブしているチームに公開するチャネル、および上記で作成したお気に入りのチャ
ネルにボット（Slack アプリ）を追加します。以下に注意してください：

•

頻繁に投稿されるチャネルにはボットを追加しないでください。ボットは、営業グループの緊急性の高い営業
の問題や、一般従業員に向けた IT セキュリティに関する内容など、一部のグループでの、投稿頻度が低く急を
要するコミュニケーションに使用されるチャネルに追加されるのが望ましいです。

•
•
•

複数の統合で同じ Slack アプリを使用することができます。
チャネルリストは特定のグループに焦点を当てたままにします。
ボットはパブリックチャネルにのみ追加することをお勧めします。プライベートチャネルにボットを追加する
と、他のユーザーがプライベートチャネルのメンバーシップを表示できてしまう場合があります。

Citrix Workspace マイクロアプリへの統合の追加
Slack 統合を Citrix Workspace マイクロアプリに追加して、アプリケーションに接続します。認証オプションは事
前に選択されています。プロセスの完了時に、これらのオプションが選択されていることを確認してください。これ
により、通知とアクションが設定済みとなっている追加設定不要のマイクロアプリを、Workspace 内で使用できる
ようになります。
次の手順を実行します：

1.［マイクロアプリ統合］ページで ［新しい統合を追加］および ［Citrix 提供のテンプレートから新しい統合を
追加する］を選択します。

2. Slack タイルを選択します。
3.

統合の統合名を入力します。

4.

コネクタのパラメーターを入力します。

•

インスタンスのベース URL を入力します：https://slack.com/api
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•

アイコンライブラリから統合のアイコンを選択するか、デフォルトのアイコンのままにしておきます。

5.［サービス認証］で ［認証方法］メニューから ［ベアラートークン］を選択して認証の詳細を完了します。認証
オプションは事前に選択されています。プロセスの完了時に、これらのオプションが選択されていることを確
認してください。

6.［トークン］に入力します。ここで入力する値は、ボットを作成したときに収集した「Bot User OAuth Access
Token」です。「ボットの作成」を参照してください。

7.［サービスアクション認証］で ［［アクション］で個別のユーザー認証を使用する］トグルを有効にします。こ
れにより、サービスアクションレベルで認証されます。認証オプションは事前に選択されています。プロセス
の完了時に、これらのオプションが選択されていることを確認してください。

a)［認証方法］メニューから ［OAuth 2.0］を選択して認証の詳細を完了します。
b)［許可の種類］のフローメニューで ［認証コード］を選択します。
c)［許可の種類］の値に「authorization_code」と入力します。
［コールバック URL］は事前に入力されています。
d)［トークン認証］メニューから ［要求の本文］を選択します。
e)［トークンコンテンツの種類］メニューから ［URL エンコード形式］を選択します。
［認証 URL］は事前に入力されています：https://slack.com/oauth/authorize。［トーク
ン URL］は事前に入力されています：https://slack.com/api/oauth.access。
f) ス コ ー プ に 次 の よ う に 入 力 さ れ て い る こ と を 確 認 し ま す：channels:history channels
:join channels:read groups:history groups:read mpim:history mpim:
read team:read users.profile:read users:read users:read.email

g)「ボットの作成」で取得したクライアント ID を入力します。
h)「ボットの作成」で取得したクライアントシークレットを入力します。
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8.［要求レート制限］を有効にし、1 秒あたりの ［要求数］に「1」を入力します。
9.［要求タイムアウト］フィールドに「120」と入力します。
10.（オプション）サポートのために 24 時間のログを保持するには、［ログ］を有効にします。
11.［保存］を選択します。

［マイクロアプリ統合］ページが開き、追加した統合とそのマイクロアプリが表示されています。次の手順で説明する
ように、channel値を追加して統合を変更します。

エンドポイントとサービスアクションの変更
この設定を完了するには、
「お気に入りのチャネルの作成とチャネル ID の収集」で収集したチャネル ID でchannel値
を追加する必要があります。
［Favorite Channels］エンドポイントと、
［Favorite channel］および［Unfavorite］
の両方のサービスアクションを変更します。
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データ読み込みエンドポイントの置換
［Favorite Channels］エンドポイントのchannel値について、自分のチャネル ID を使用して手動で追加します。

1.［マイクロアプリ統合］ページから、Slack 統合の横にあるメニューを選択し、［編集］を選択します。［データ
の読み込み］画面が開きます。設定画面が表示されている場合は、左側のナビゲーション列から ［データの読
み込み］を選択します。

2.［Favorite Channels］エンドポイントの隣にあるメニューを選択し、［編集］を選択するか、エンドポイン
トの名前：［お気に入りチャンネル］を選択します。

3.［データエンドポイントの編集］画面の ［完全同期］で、channel の［値］フィールドにチャネル ID を入力し
ます。

4.

画面下部の ［適用］を選択し、確定します。

サービスアクション変数の置換
［Favorite channel］と［Unfavorite］のサービスアクションの場合は、両方のサービスアクションでチャネル ID
、もう 1 回は ［Post
を使用してchannel値を 2 回手動で追加する必要があります。1 回は ［Action execution］

action data update (optional)］で行います。
1.

統合構成の編集中に、左側のナビゲーション列から ［サービスアクション］を選択します。

2.

編集するサービスアクションの横にあるメニューを選択して ［編集］を選択するか、編集するサービスアクシ
ョンの名前を選択します。［Favorite channel］から始めましょう。
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3.［サービスアクションの編集］画面の ［Action sequence］の ［Action execution］で ［BODY］を選択
します。

4. channel の［値］フィールドにチャネル ID を入力します。
5.［Post action data update (optional)］で、channel の［値］フィールドにチャネル ID を再度入力しま
す。

6.［保存］を選択して終了します。
7.

もう 1 つのサービスアクション：［お気に入り解除］についても繰り返します。channel値でチャネル ID を

2 回追加します。1 回は［Action execution］、もう 1 回は［Post action data update (optional)］で
行います。

API エンドポイントとテーブルエンティティについて詳しくは、「Slack コネクタの仕様」を参照してください。
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Slack マイクロアプリの使用
既存のアプリケーション統合には、追加設定不要のマイクロアプリが付属しています。これらのマイクロアプリから
開始して、ニーズに合わせてカスタマイズします。

My Favorite Channels：お気に入り登録したチャネルでのアクティビティの通知を受信します。
通知またはページ

ユースケースワークフロー

チャネル一覧ページ

お気に入りのチャネルのリストと、
［Add Channels］
オプションが表示されます。

Channel Detail ページ

過去の投稿を含む、お気に入りのチャネルの詳細が表
示されます。
［Post Message］と ［Unfavorite

Channel］のボタンも含まれています。
Message Detail ページ

お気に入りのチャネルからのメッセージの詳細と、送
信者の詳細が表示されます。
［Thumbs Up］と
［View Replies In Slack］のボタンも含まれていま
す。

Post a Message ページ

作成するためのフォームと、お気に入りのチャネルへ
のメッセージの ［Post］ボタンが表示されます。

Add Channels Detail ページ

メンバーを含むチャネルの詳細が表示されます。
［Add

To Favorites］のボタンも含まれています。
Add Channels List ページ

チャネルの検索可能な一覧と、
［Channel Detail］ペ
ージで詳細を表示するオプションが表示されます。

Post to Slack：Slack で選択した優先チャネルにメッセージを投稿します。
通知またはページ

ユースケースワークフロー

Post New Message ページ

メッセージを作成および投稿するフォームが表示され
ます。

Set My Slack Status：Slack のステータス設定、リマインダーの作成、［Do Not Disturb］の一時有効化を行え
ます。

通知またはページ

ユースケースワークフロー

Create a reminder ページ

リマインダーを設定するフォームが表示されます。

Pause Notifications ページ

一定時間通知を一時停止するフォームが表示されます。
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通知またはページ

ユースケースワークフロー

Set My Slack Status ページ

ステータスを設定するフォームと、
［Set Reminder］
および ［Do Not Disturb］のオプションが表示され
ます。

Smartsheet の統合
December 7, 2021
Smartsheet 統合を展開して、シート、ディスカッション、更新リクエスト、および添付ファイルを管理します。
すぐに利用可能な Smartsheet 用のマイクロアプリの包括的な詳細については、
「Smartsheet マイクロアプリの使
用」を参照してください。
注：
この Smartsheet 統合テンプレートは、Citrix Labs カテゴリでリリースされています。これにより、最初の
顧客フィードバックの結果として機能を成熟させることができます。Citrix Labs テンプレートの場合、サポー
トの義務はなく、サポートは開発者によってベストエフォートで提供されます。Citrix Labs 統合テンプレート
は、テストと検証の目的で共有されます。それらを実稼働環境に展開することはお勧めしません。Citrix Labs
テンプレートは別のセクションに一覧で記載されています。ご意見、ご要望をお聞かせください。この統合テン
プレートに関するフィードバックをお送りください。また、問題についてはサポートチームが専用のフォーラ
ムを毎日確認いたします。

必須条件の確認
これらの前提条件は、管理者が組織の Smartsheet 統合セットアップの一部であることを前提としています。この

Smartsheet 管理者アカウントには、すべてのユーザーとシート情報に対する完全な読み取り権限が必要です。
Smartsheet でこの統合をセットアップした後、Citrix Workspace マイクロアプリに統合を追加するには、以下の
アーティファクトが必要になります：

•
•
•
•

ベース URL：https://api.smartsheet.com/
認証 URL：https://app.smartsheet.com/b/authorize
トークン URL：https://api.smartsheet.com/2.0/token
クライアント

ID：クライアント ID は、承認サーバーに固有のクライアント登録情報を表す文字列です。

OAuth サーバーを構成したときに、アプリケーションキーとしてこれを収集します。
•

シークレット：クライアントシークレットは、ターゲットアプリケーション統合のセットアップ時に発行され
る一意の文字列です。OAuth サーバーを構成したときに、アプリケーションキーとしてこれを収集します。
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注：
利用可能な場合は、サービス認証方法として常に OAuth 2.0 を使用することをお勧めします。OAuth 2.0 は、
統合が、構成済みのマイクロアプリとの最大限のセキュリティコンプライアンスを満たすことを保証します。

Citrix Gateway で Blackboard へのシングルサインオンがサポートされるよう構成して、ユーザーが一度ログイン
すれば、再度資格情報を入力する必要がなく自動的に再ログインできるようにします。SSO の構成について詳しく
は、「Citrix Gateway サービス」を参照してください。
サービスアカウントの作成
統合では Smartsheet インスタンスへの定期的なアクセスが必要なので、Smartsheet で専用のユーザーアカウン
トを作成することをお勧めします。このアカウントには、サービスアカウントの次の権限が必要です：完全な管理者
特権。https://admin.smartsheet.comを使用して権限/特権を表示できます。
サービスアカウントを作成するには、
次のサイトでサインアップします：https://app.smartsheet.com/b/signup。
新しいサービスアカウントを作成するために、有料アカウントが利用可能であることを確認してください。
新しいサービスアカウントの設定で問題が発生した場合は、それぞれのセールスサポートチームまたはカスタマーサ
ポートチームに連絡してください：https://www.smartsheet.com/contact/sales?fts=contact。

API アクセス
特定のリソースに対して実行できる API 要求の数は限られているため、以下をお勧めします：

• 推奨プラン：ビジネス
• Smartsheet API 制 限 フ ォ ー ム の リ ン ク：https://smartsheet‑platform.github.io/api‑docs/#rate‑
limiting
Smartsheet API は、デフォルトでオープンソースで利用できます。

OAuth サーバーの構成
Smartsheet 統合を介してデータを読み取るように OAuth サーバーを構成します。
1. https://developers.smartsheet.com/register/に移動し、サービスアカウントの管理者のメールアドレ
スを入力します。

2.［Register Developer Account］を選択します。
3. サービスアカウントの管理者の受信トレイで、Smartsheet からのメールを確認します。
4. リンクを選択します。https://app.smartsheet.comに移動します。
5. ダイアログボックスが表示され、新しいアプリを作成するように求められます。開発者プロファイルセクショ
ンで ［Create New App］を選択します。
6.［App name］、［Description］、［URL］、［Contact/Support email］などの必須フィールドに入力します。
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7.［Redirect URL］フィールドに、このアプリ用に以下の承認済みリダイレクト URL を入力します：https:
//{ yourmicroappserverurl } /admin/api/gwsc/auth/serverContext

8.［Publish app］チェックボックスをオンにして、［Save］を選択します。
9. 画面に表示されている ClientId と Secret をコピーして保存します。統合を構成するときに、これをサービ
ス認証に使用します。

OAuth クライアントの構成
Smartsheet 統合を介してデータをライトバックするように OAuth クライアントを構成します。
1. 上記の手順 5 と同様に、開発者プロファイルセクション下にある ［Create New App］を選択します。
2.［App name］、［Description］、［URL］、［Contact/Support email］などの必須フィールドに入力します。
3.［Redirect URL］フィールドに、このアプリ用に以下の承認済みリダイレクト URL を入力します：https:
//{ yourmicroappserverurl } /admin/api/gwsc/auth/serviceAction/callback

4.［Publish app］チェックボックスをオンにして、［Save］を選択します。
5. 画面に表示されている ClientId と Secret をコピーして保存します。統合を構成するときに、これをサービ
スアクション認証に使用します。

6.［Close］を選択します。

Citrix Workspace マイクロアプリへの統合の追加
Smartsheet 統合を Citrix Workspace マイクロアプリに追加して、アプリケーションに接続します。認証オプショ
ンは事前に選択されています。プロセスの完了時に、これらのオプションが選択されていることを確認してください。
これにより、通知とアクションが設定済みとなっている追加設定不要のマイクロアプリを、Workspace 内で使用で
きるようになります。
次の手順を実行します：

1.［マイクロアプリ統合］ページで ［新しい統合を追加］および ［Citrix 提供のテンプレートから新しい統合を
追加する］を選択します。

2. SmartSheet タイルを選択します。
3. 統合の統合名を入力します。
4. コネクタのパラメーターを入力します。
• インスタンスのベース URL を入力します：
• アイコンライブラリから統合のアイコンを選択するか、デフォルトのアイコンのままにしておきます。
5.［サービス認証］で ［認証方法］メニューから ［OAuth 2.0］を選択して認証の詳細を完了します。認証オプ
ションは事前に選択されています。プロセスの完了時に、これらのオプションが選択されていることを確認し
てください。OAuth 2.0 セキュリティプロトコルを使用して、委任されたアクセスの要求/承認トークンを
生成します。利用可能な場合は、サービス認証方法として常に OAuth 2.0 を使用することをお勧めします。

OAuth 2.0 は、統合が、構成済みのマイクロアプリとの最大限のセキュリティコンプライアンスを満たすこと
を保証します。

a)［認証方法］メニューから ［OAuth 2.0］を選択して認証の詳細を完了します。

© 1999 – 2022 Citrix Systems, Inc. All rights reserved.

313

マイクロアプリ

b)［トークン認証］メニューから ［認証ヘッダー］を選択します。
c)［認証 URL］は事前に入力されています：https://app.smartsheet.com/b/authorize
d)［トークン URL］は事前に入力されています：https://api.smartsheet.com/2.0/token
e) ス コ ー プ に 次 の よ う に 入 力 さ れ て い る こ と を 確 認 し ま す：ADMIN_SHEETS ADMIN_USERS
READ_SHEETS READ_USERS
f)［クライアント ID］を入力します。クライアント ID は、承認サーバーに固有のクライアント登録情報を
表す文字列です。OAuth サーバーを構成するときに、ClientId としてこれを収集します。
g)［クライアントシークレット］を入力します。クライアントシークレットは、ターゲットアプリケーショ
ン統合のセットアップ時に発行される一意の文字列です。OAuth サーバーを構成するときに、シークレ
ットとしてこれを収集します。

6.［サービスアクション認証］で ［［アクション］で個別のユーザー認証を使用する］トグルを有効にします。サ
ービスアクション認証は、サービスアクションレベルで認証します。認証オプションは事前に選択されていま
す。プロセスの完了時に、これらのオプションが選択されていることを確認してください。

a)［認証方法］メニューから ［OAuth 2.0］を選択して認証の詳細を完了します。
b)［トークン認証］メニューから ［認証ヘッダー］を選択します。
c)［認証 URL］は事前に入力されています：https://app.smartsheet.com/b/authorize
d)［トークン URL］は事前に入力されています：https://api.smartsheet.com/2.0/token
e) ス コ ー プ に 次 の よ う に 入 力 さ れ て い る こ と を 確 認 し ま す：ADMIN_SHEETS ADMIN_USERS
SHARE_SHEETS WRITE_SHEETS CREATE_SHEETS ADMIN_WORKSPACES
f)［クライアント ID］を入力します。クライアント ID は、承認サーバーに固有のクライアント登録情報を
表す文字列です。OAuth クライアントを構成するときに、ClientID としてこれを収集します。
g)［クライアントシークレット］を入力します。クライアントシークレットは、ターゲットアプリケーショ
ン統合のセットアップ時に発行される一意の文字列です。OAuth クライアントを構成するときに、シー
クレットとしてこれを収集します。

7.［要求レート制限を有効にする］トグルボタンを有効にします。［要求数］に「300」と入力し、［時間間隔］に
は ［1 分］を選択します。
8.［要求タイムアウト］は、デフォルトで「120」に設定されています。
9.（オプション）サポートのために 24 時間のログを保持するには、［ログ］を有効にします。
10.［保存］を選択して続行します。
これで、最初のデータ同期を設定して実行する準備ができました。

同期

API 呼び出しの制限により、増分同期は、組織シートの一覧表示要求、組織ディスカッションの一覧表示要求、およ
びすべての組織セットアップ日の取得要求のみを保持するよう設定されています。残りのエンドポイントは、完全同
期の一部としてトリガーされます。

Smartsheet からマイクロアプリプラットフォームへのデータを定期的に更新し、タイムリーな通知を受信するに
は、
［完全同期］間隔を ［毎日］に、
［増分同期］間隔を ［5 分ごと］に設定することをお勧めします。同期ルール、ス
ケジュールを満たさない同期、および拒否ルールについて詳しくは、「データの同期」を参照してください。
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注：
ページネーション制限は 100 に設定されています。管理者は、API に基づいてこの制限を拡張できます。
［変数を読み込む最大ページ数］のデフォルト値は、次のように設定されています：

エンドポイント名

値

組織シートの一覧表示

50

グループの一覧表示

10

組織ディスカッションの一覧表示

10

すべての組織セットアップ日の取得

10

シートの一覧表示

50

シートの取得

10

シート共有の一覧表示

10

グループの一覧表示

50

API エンドポイントとテーブルエンティティについて詳しくは、「Smartsheet コネクタの仕様」を参照してくださ
い。

Smartsheet マイクロアプリの使用
既存のアプリケーション統合には、追加設定不要のマイクロアプリが付属しています。これらのマイクロアプリから
開始して、ニーズに合わせてカスタマイズします。
シートへのアクセス：シートを表示したり、ライセンスがある/ないユーザーまたはグループとシートを共有したり、
お気に入りとしてシートを追加したり、ユーザーが個々のシートを表示できるようにしたりするために使用します。

通知またはページ

ユースケースワークフロー

すべてのシートを表示ページ

ユーザーは共有可能および共有不可能なシートを検索
できます。

共有可能なシートの詳細ページ

シートをお気に入りとして追加したり、シートを表示
したり、ライセンスがある/ないユーザーまたはグルー
プとライセンスシートを共有したりするためのアクシ
ョン可能なビューが表示されます。

共有不可シート詳細ページ

シートをお気に入りとして追加し、シートを表示する
アクション可能なビューを提供します。

© 1999 – 2022 Citrix Systems, Inc. All rights reserved.

315

マイクロアプリ

通知またはページ

ユースケースワークフロー

共有可能なグループシートの詳細ページ

シートをお気に入りとして追加したり、シートを表示
したり、ライセンスがある/ないユーザーまたはグルー
プとライセンスシートを共有したりするためのアクシ
ョン可能なビューが表示されます。

共有不可グループシートの詳細ページ

グループシートをお気に入りとして追加したり、グル
ープシートを表示したりするためのアクション可能な
ビューが表示されます。

シートの作成：シート名などのフィールドおよびオプションが付いた新しいシートの作成、列タイトルの入力、列タ
イプの選択、プライマリ列の選択を行ないます。

通知またはページ

ユースケースワークフロー

シートの作成ページ

新しいシートを作成するためのフォームを提供します。

ディスカッション：ディスカッションスレッドへの返信があるたびに、ディスカッション作成者への通知を生成しま
す。

通知またはページ

ユースケースワークフロー

ディスカッション通知に新しいコメントが追加されま

返信またはコメントが既存のディスカッションに追加

した

されると、ディスカッションの作成者は通知を受け取
ります。

ディスカッション詳細ページ

ディスカッションスレッドに返信し、以前のコメント
を表示するためのフォームが表示されます。

自分の更新リクエスト：送信先、送信元、件名、ステータスなどの詳細を含む、送受信された更新リクエストを表示
します。また、ユーザーが更新リクエストを受信者に送信すると、受信者は通知を受け取ります。更新リクエストが
完了すると、送信者は完了通知を受け取ります。

通知またはページ

ユースケースワークフロー

Smartsheet 更新リクエスト受信通知

要求者が更新リクエストを提出すると、受信者は通知
を受け取ります。

Smartsheet 更新リクエスト完了通知

受信者が更新リクエストを完了すると、要求者は通知
を受け取ります。
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通知またはページ

ユースケースワークフロー

すべての更新リクエストページ

ユーザーは送受信された更新リクエストを検索できま
す。

送信された更新リクエスト詳細ページ

更新リクエストの削除およびシートの表示機能を使用
して、送信された更新リクエストのアクション可能な
ビューを提供します。

受信した更新リクエスト詳細ページ

ビューシート機能を使用して、受信した更新リクエス
トの読み取り専用ビューを提供します。

完了した更新リクエスト詳細ページ

ビューシート機能を備えた、完了した更新リクエスト
の読み取り専用ビューを提供します。

Smartsheet を添付ファイルとして送信：送信先、件名、メッセージなどの詳細が含まれる Smartsheet を添付フ
ァイル（PDF または Excel）として送信します。
通知またはページ

ユースケースワークフロー

すべてのシートを表示ページ

ユーザーは自分が所有するシートを検索できます。

メールとして送信の詳細ページ

Smartsheet を件名やメッセージが付いた添付ファイ
ル（PDF または Excel）として送信するためのアクシ
ョン可能なビューを表示します。

管理者と共有：管理者以外のユーザーが自分のシートを表示専用アクセスで管理者と共有したり、アクセスシート、
自分の更新リクエスト、ディスカッションなどの他の機能のロックを解除したり、それぞれの通知を受け取ったりす
るために使用されます。シートを管理者と共有して、更新リクエストのアクション/通知、ディスカッションの通知、
およびシートの表示など、追加の Smartsheet のアクションおよび通知を Workspace でロック解除します。
注：
このマイクロアプリには、
［管理者にシートを共有］という名前のページがあり、
［管理者のメール］と呼ばれる
選択コンポーネントが含まれています（これはエンドユーザーには表示されません）。このコンポーネントは、
組織の管理者アカウントとユーザーシートを共有するために使用されます。この管理者アカウントは、前の手
順で設定したものと同じサービスアカウントです。組織に複数のサービス/管理者アカウントがある場合、この
［管理者メール］選択コンポーネントを、このマイクロアプリが正しく機能するよう適切なアカウントにポイン
トするようにしてください。
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通知またはページ

ユースケースワークフロー

すべてのシートを表示ページ

ユーザーは自分のシートを検索し、必要に応じて管理
者と共有することができます。

管理者にシートを共有の詳細ページ

表示のみのアクセスで管理者とシートを共有したり、
既に共有されているシートにメモを追加したりするこ
とができる、アクション可能なビューを表示します。

管理者とシートを共有ページ

シートが管理者と共有されるときにユーザー確認メッ
セージを提供します。

ディスカッションの開始：シートレベルでディスカッションを開始します。

通知またはページ

ユースケースワークフロー

ディスカッションを開始ページ

シートレベルでディスカッションを開始するためのア
クション可能なビューを表示します。

SocialChorus の統合
December 7, 2021
SocialChorus 統合を展開することで、管理職からの重要事項を伝達することや、記事、リンク、メモなどのコンテ
ンツをさまざまなチャネルを通じて従業員間で共有することができます。ただし、画像やメディアは表示されません。
ユーザーは、お勧めのチャネルに投稿された過去 7 日間のコンテンツを表示できます。適切な選択をすれば、ユーザ
ーはさまざまなチャネルに投稿されたすべての注目コンテンツを表示できます。また、過去 5 日間に投稿されたフォ
ロー中のチャネルに投稿されたすべてのコンテンツを表示することもできます。コンテンツに関するすべての詳細
（タイトル、概要、本文、公開日など）は、個々のページに表示されます。投稿されたコンテンツは、ボタンをクリッ
クするだけでテストインスタンスで表示できます。

SocialChorus でプログラムマネージャーロールが割り当てられたユーザーは、チャネルをお勧めとしてマークした
り、SocialChorus のチャネル管理 UI を使用して、ある記事を注目記事として設定できます。このようなコミュニ
ケーションチャネルはたとえば、上級管理職からの伝達事項や、またはユーザーグループまたはすべてのユーザーを
対象とする注目記事などが考えられます。
注：
ご意見・ご要望をお待ちしています。この統合テンプレートに関するフィードバックをお送りください。また、
問題についてはサポートチームが専用のフォーラムを毎日確認いたします。
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SocialChorus マイクロアプリの包括的な詳細については、「SocialChorus マイクロアプリの使用」を参照してく
ださい。

必須条件の確認

Citrix Workspace マイクロアプリに統合を追加するには、次のアーティファクトが必要です：
•
•
•

ベース URL：https://partner.socialchorus.com/
トークン URL：https://auth.socialchorus.com/oauth/token
クライアント ID：クライアント ID は、承認サーバー固有のクライアント登録情報を表す文字列です。クライ
アント ID とクライアントシークレットについては、SocialChorus のアカウント代表者にお問い合わせくだ
さい。

•

クライアントシークレット：クライアントシークレットは、ターゲットアプリケーション統合のセットアップ
時に発行される一意の文字列です。

統合では SocialChorus インスタンスへの定期的なアクセスが必要なので、SocialChorus で専用のユーザーアカ
ウントを作成することをお勧めします。このサービスアカウントには、完全な管理者権限とアクセス許可が必要です。
注：
利用可能な場合は、サービス認証方法として常に OAuth 2.0 を使用することをお勧めします。OAuth 2.0 は、
統合が、構成済みのマイクロアプリとの最大限のセキュリティコンプライアンスを満たすことを保証します。

API の有効化
SocialChorus API は、有料アカウントの Web サービスを介してデフォルトで有効になっています。これには、ベ
ンダーとの別途契約が必要になる場合があります。特定のリソースに対して実行できる API 要求の数は限られている
ため、SocialChorus API ガイダンスを確認することをお勧めします：SocialChorus API ガイダンス。

Citrix Workspace マイクロアプリへの統合の追加
SocialChorus 統合を Citrix Workspace マイクロアプリに追加して、アプリケーションに接続します。認証オプシ
ョンは事前に選択されています。プロセスの完了時に、これらのオプションが選択されていることを確認してくださ
い。これにより、通知とアクションが設定済みとなっている追加設定不要のマイクロアプリを、Workspace 内で使
用できるようになります。
次の手順を実行します：

1.［マイクロアプリ統合］ページで ［新しい統合を追加］および ［Citrix 提供のテンプレートから新しい統合を
追加する］を選択します。

2. SocialChorus タイルを選択します。
3.

統合の統合名を入力します。

4.

コネクタのパラメーターを入力します。
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•
•

インスタンスのベース URL https://partner.socialchorus.com/を入力します：
アイコンライブラリから統合のアイコンを選択するか、デフォルトのアイコンのままにしておきます。

5.［サービス認証］で ［認証方法］メニューから ［OAuth 2.0］を選択して認証の詳細を完了します。認証オプ
ションは事前に選択されています。プロセスの完了時に、これらのオプションが選択されていることを確認し
てください。OAuth 2.0 セキュリティプロトコルを使用して、委任されたアクセスの要求/承認トークンを
生成します。利用可能な場合は、サービス認証方法として常に OAuth 2.0 を使用することをお勧めします。

OAuth 2.0 は、統合が、構成済みのマイクロアプリとの最大限のセキュリティコンプライアンスを満たすこと
を保証します。

a)［許可の種類のフロー］メニューから ［クライアント資格情報］を選択します。
b)［許可の種類の値］には「client_credentials」を入力します。
c)［トークン認証］メニューから ［認証ヘッダー］を選択します。
d)［トークンコンテンツの種類］メニューから ［URL エンコード形式］を選択します。
e)［トークン URL］に次の URL を入力します：https://auth.socialchorus.com/oauth/
token

f)［クライアント ID］を入力します。クライアント ID は、承認サーバーに固有のクライアント登録情報を
表す文字列です。OAuth サーバーを構成したときに、クライアント ID とシークレットを収集します。
g)［クライアントシークレット］を入力します。クライアントシークレットは、ターゲットアプリケーショ
ン統合のセットアップ時に発行される一意の文字列です。
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6.［アクセストークンパラメーター］を空のままにします。
7.［要求レート制限を有効にする］トグルを有効にします。［要求数］に「1000」と入力し、［時間間隔］には［1
分］を選択します。

8.［要求タイムアウト］フィールドに「120」と入力します。
9.（オプション）サポートのために 24 時間のログを保持するには、［ログ］を有効にします。
10.［保存］を選択して続行します。

［マイクロアプリ統合］ページが開き、追加した統合とそのマイクロアプリが表示されています。ここから別の統合を
追加したり、追加設定不要のマイクロアプリのセットアップを続行したり、この統合用の新しいマイクロアプリを作
成したりできます。
これで、最初のデータ同期を設定して実行する準備ができました。統合アプリケーションからマイクロアプリプラッ
トフォームに大量のデータをプルできるので、
［テーブル］ページを使用して、最初のデータ同期のエンティティをフ
ィルタリングし、同期を高速化することをお勧めします。詳しくは、
「必要なエンティティの確認」を参照してくださ

© 1999 – 2022 Citrix Systems, Inc. All rights reserved.

321

マイクロアプリ

い。同期ルール、スケジュールを満たさない同期、および拒否ルールについて詳しくは、
「データの同期」を参照して
ください。

API エンドポイントとテーブルエンティティについて詳しくは、「SocialChorus コネクタの仕様」を参照してくださ
い。

SocialChorus マイクロアプリの使用
既存のアプリケーション統合には、追加設定不要のマイクロアプリが付属しています。これらのマイクロアプリから
開始して、ニーズに合わせてカスタマイズします。SocialChorus 統合には、以下の設定済みで追加設定不要のマイ
クロアプリが 2 つ付属しています。これらのマイクロアプリはいずれも、過去 7 日間のコンテンツを取得します：
重要なコミュニケーション：過去 7 日以内に投稿されたお勧めチャネルから、重要なコミュニケーションを検索して
表示します。

通知またはページ

ユースケースワークフロー

推奨チャネルの変更（おすすめ）通知

推奨チャネルのおすすめコンテンツのタイル、概要、
本文、またはおすすめラベルに変更があった場合、す
べてのサブスクライバーに通知が届きます。通知の有
効期限は、作成日から 7 日間です。

推奨チャネルの変更（おすすめ以外）通知

推奨チャネルのおすすめ以外のコンテンツのタイル、
概要、本文に変更があった場合、すべてのサブスクラ
イバーに通知が届きます。通知の有効期限は、作成日
から 7 日間です。

新しい推奨記事（おすすめ）通知

推奨タイプのチャネルに新しいおすすめ記事が投稿さ
れると、すべてのサブスクライバーに通知が届きます。
通知の有効期限は、作成日から 7 日間です。

新しい推奨記事（おすすめ以外）通知

推奨タイプのチャネルにおすすめ以外の新しい記事が
投稿されると、すべてのサブスクライバーに通知が届
きます。通知の有効期限は、作成日から 7 日間です。

コンテンツの表示ページ

過去 7 日以内にお勧めチャネルに投稿された全記事の
一覧が表示されます。

コンテンツの詳細ページ

記事の詳細を表示するフォームと、SocialChorus で
記事を開く ［ブログで読む］オプションが表示されま
す。

最新記事：過去 7 日以内に投稿された購読チャネルからコンテンツを検索して表示します。
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通知またはページ

ユースケースワークフロー

コンテンツの表示ページ

過去 7 日以内に購読チャネルに投稿された全記事の一
覧が表示されます。

コンテンツの詳細ページ

記事の詳細を表示するフォームと、SocialChorus で
記事を開く ［ブログで読む］オプションが表示されま
す。

おすすめコンテンツ：このマイクロアプリを使用して、サブスクライブしているチャネルから最近お勧めの連絡事項
を取得します。ユーザーは、Citrix Workspace から検索、画像の表示、およびコンテンツの読み取りを行うことが
できます。

通知またはページ

ユースケースワークフロー

コンテンツの表示ページ

ユーザーがすべてのサブスクライブされたチャネルか
らコンテンツを表示できる、すべてのおすすめコンテ
ンツを含むテーブルが表示されます。ユーザーは、作
成者とチャネル名に従ってテーブルを並べ替えること
ができます。

コンテンツの詳細ページ

タイトル、コンテンツの概要、公開日、作成者など、こ
のページで選択したコンテンツに関連するすべての詳
細を表示します。ユーザーは、
［ブログで読む］を選択
して、SocialChorus インスタンスのコンテンツを読
むこともできます。

SolarWinds の統合
October 26, 2021
Solarwinds と統合して、チケット、サービス要求を送信および監視し、Citrix Workspace を通じてアクションを
実行します。上位層のエージェントには、チケット要求とサービス要求を更新する機能があります。
ご意見、ご要望をお聞かせください。この統合テンプレートに関するフィードバックをお送りください。また、問題
についてはサポートチームが専用のフォーラムを毎日確認いたします。
追加設定不要の SolarWinds 用マイクロアプリの包括的な詳細については、「SolarWinds マイクロアプリの使用」
を参照してください。
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必須条件の確認
これらの前提条件は、管理者が組織の SolarWinds 統合セットアップの一部であることを前提としています。

Citrix Workspace マイクロアプリに統合を追加するには、次のアーティファクトが必要です：
•

ベース URL：https://{ AccountName } .samanage.com。
「アカウント名の検索または変更」を
参照してください。

• API キー値：この値は、［API キー］パラメーターを入力するときの ［値］に使用されます。「API トークンの
収集」を参照してください。
注：
利用可能な場合は、サービス認証方法として常に OAuth 2.0 を使用することをお勧めします。OAuth 2.0 は、
統合が、構成済みのマイクロアプリとの最大限のセキュリティコンプライアンスを満たすことを保証します。

ユーザーアカウント
統合には、SolarWinds インスタンスへの定期的なアクセスが必要です。次の権限を持つ専用のユーザーアカウント
を作成することをお勧めします：

•

役割：管理者

API トークンの収集
SolarWinds 管理者は、API キートークンを収集する必要があります。［API キー］パラメーターを入力するときに
［値］フィールドにこれを入力します。

1.

アカウント管理者のアクセス権限があるアカウントを使用して、SolarWinds カスタマーポータルにログイン
します。

2. 画面の左側で、［Setup］>［Users & Groups］>［Users］に移動します。
3. 統合に使用される管理者の役割を持つユーザー名を選択します。
4.［JSON Web Token］の隣にある ［Show Token］を選択します。
5. 次のセクションに示すように、統合を構成するときに後で API キー値として使用するため、トークン値をコピ
ーおよび保存しておきます。

アカウント名の検索または変更
アカウント名を検索または変更するには、次の手順に従います。

1.

アカウント管理者のアクセス権限があるアカウントを使用して、SolarWinds カスタマーポータルにログイン
します。

2. 画面の左上隅にあるユーザーメニューで、［My Account］を選択します。
3.［Account name］の値をコピーまたは割り当てます。この値は次のベース URL に使用されます：https:
//{ AccountName } .samanage.com
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Citrix Workspace マイクロアプリへの統合の追加
SolarWinds 統合を Citrix Workspace マイクロアプリに追加して、アプリケーションに接続します。認証オプショ
ンは事前に選択されています。プロセスの完了時に、これらのオプションが選択されていることを確認してください。
これにより、通知とアクションが設定済みとなっている追加設定不要のマイクロアプリを、Workspace 内で使用で
きるようになります。
次の手順を実行します：

1.［マイクロアプリ統合］ページで ［新しい統合を追加］および ［Citrix 提供のテンプレートから新しい統合を
追加する］を選択します。

2. SolarWinds タイルを選択します。
3.

統合の統合名を入力します。

4.

コネクタのパラメーターを入力します。

•
•

インスタンスのベース URL を入力します：
アイコンライブラリから統合のアイコンを選択するか、デフォルトのアイコンのままにしておきます。

5.［サービス認証］で、［認証方法］メニューから ［API キー］を選択します。API キーにより、統合が最大限の
セキュリティコンプライアンスを満たすことが保証されます。

a)［API キーの方式］では ［ヘッダー］が選択され、［名前］には「X‑Samanage‑Authorization」が入力
されます。

b)［値］に、前に収集した API キー値を入力します。
6.［サービスアクション認証］トグルは無効のままにします。
7.［要求レート制限］トグルを無効のままにします。
8.［要求タイムアウト］は空のままにします。
9.（オプション）サポートのために 24 時間のログを保持するには、［ログ］を有効にします。
10.［保存］を選択して続行します。
これで、最初のデータ同期を設定して実行する準備ができました。同期ルール、スケジュールを満たさない同期、お
よび拒否ルールについて詳しくは、「データの同期」を参照してください。

API エンドポイントとテーブルエンティティについて詳しくは、「SolarWinds コネクタの仕様」を参照してくださ
い。

SolarWinds マイクロアプリの使用
Citrix の SolarWinds 統合テンプレートには、追加設定不要のマイクロアプリが付属しています。これらのマイクロ
アプリから開始して、ニーズに合わせてカスタマイズします。
チケットの作成：新しいインシデントを作成します。
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通知またはページ

ユースケースワークフロー

チケットの作成ページ

新しいチケットを作成するためのフォームが表示され
ます。

チケットの削除：インシデントを削除します。

通知またはページ

ユースケースワークフロー

チケット一覧表示ページ

ユーザーが要求したすべてのチケットの概要が表示さ
れます。

チケット詳細ページ

チケットの詳細ページと、チケットを削除するオプシ
ョンが表示されます。

自分の割り当て済みチケット：割り当て済みチケットを表示して、必要に応じてそれらのチケットを更新したり、チ
ケットのステータスを変更したりします。

通知またはページ

ユースケースワークフロー

割り当て済みチケット作成通知

新しい割り当て済みチケットが作成されると、担当者
は通知を受け取ります。

割り当て済みチケット SLA しきい値ヒット通知

SLA しきい値に達すると、担当者は詳細が記載された
通知を受け取ります。

割り当て済みチケットステータス変更通知

チケットのステータスが変更されると、担当者は通知
を受け取ります。

自分の割り当て済みチケットページ

ユーザーによって割り当てられたすべての割り当て済
みチケットの概要が表示されます。

チケット詳細ページ

選択したチケットの詳細が、
［チケットの編集］オプシ
ョン、チケットと ［コメントの追加］オプション付き
で表示されます。

チケット SLA 詳細ページ

チケットの SLA 詳細が表示されます。

チケット更新/ステータス変更ページ

通知で選択したチケットの詳細が、
［チケットの更新］
オプション付きで表示され、変更できます。

自分のオープンチケット：ユーザーは要求されたインシデントを確認し、必要に応じて更新できます。
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通知またはページ

ユースケースワークフロー

チケット作成通知

新しいチケットが作成されると、要求者は通知を受け
取ります。

チケット SLA しきい値ヒット通知

SLA しきい値に達すると、要求者は詳細が記載された
通知を受け取ります。

チケットステータス変更通知

チケットのステータスが変更されると、要求者は通知
を受け取ります。

自分のオープンチケットページ

ユーザーによって割り当てられたすべての割り当て済
みチケットの概要が表示されます。

チケット詳細ページ

選択したチケットの詳細が、
［チケットの編集］オプシ
ョンと ［コメントの追加］オプション付きで表示され
ます。

チケット SLA 詳細ページ

チケットの SLA 詳細が表示されます。

チケット更新/終了ページ

通知で選択したチケットの詳細が、
［チケットの更新］
オプションと ［チケットの解決］オプション付きで表
示され、変更できます。

自分のオープンサービス要求：ユーザーはサービス要求を確認し、必要に応じて更新できます。

通知またはページ

ユースケースワークフロー

サービス要求作成通知

新しいサービス要求が作成されると、要求者は通知を
受け取ります。

サービス要求 SLA しきい値ヒット通知

SLA しきい値に達すると、要求者は詳細が記載された
通知を受け取ります。

サービス要求ステータス変更通知

サービス要求のステータスが変更されると、要求者は
通知を受け取ります。

自分のサービス要求ページ

ユーザーが要求したすべてのオープンなサービス要求
の概要が表示されます。

サービス要求詳細ページ

選択したサービス要求の詳細が、
［サービス要求の更新］
オプション、
［サービス要求を開く］オプション、
［コメ
ントの追加］オプション付きで表示されます。

サービス要求 SLA 詳細ページ

サービス要求の SLA 詳細を表示します。
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通知またはページ

ユースケースワークフロー

サービス要求の更新/終了ページ

通知で選択したサービス要求の詳細が、
［サービス要求
の更新］オプションと ［サービス要求の解決］オプシ
ョン付きで表示され、変更できます。

サービスカタログ要求：名前でサービスカタログアイテムを検索、または一般的なサービス要求をすばやく作成でき
ます。

通知またはページ

ユースケースワークフロー

サービス要求の作成

名前でサービスカタログアイテムを検索、およびその
要求を作成、または ［サービス要求］ディープリンク
を使用して一般的なサービス要求をすばやく作成する
ためのフォームが表示されます。

SAP SuccessFactors の統合
December 7, 2021
SAP SuccessFactors と統合して、従業員、スキル、およびコースの情報にどこからでもアクセスできます。
注：

2 つの SuccessFactors 統合テンプレートが提供されています。SAP SuccessFactors Employee Central
を使用する場合は、新しい SuccessFactors EC HTTP 統合を使用することをお勧めします。この HTTP 統合
は、キャッシュされたデータ構造を構成するためのより強力な機能です。
追加設定不要の SuccessFactors マイクロアプリの一覧については、「SuccessFactors マイクロアプリの使用」を
参照してください。

必須条件の確認

SAP SuccessFactors でこの統合をセットアップした後、有効にする必要がある統合の種類に基づいて、Citrix
Workspace マイクロアプリに統合を追加するには、以下のアーティファクトが必要になります。このプロセスを完
了すると、Citrix マイクロアプリの使用によって実行されたすべてのアクションを含む、既存のレベルの監査ログが
保持されます。

• SAP SuccessFactors に接続するために必要な構成情報は、ラーニングモジュールを使用するかどうかによ
って異なります。
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•

プロビジョニングインスタンスで管理者ユーザーを作成します。通常、SuccessFactors 認定コンサルタント
は、プロビジョニングのすべてのアクティビティを実行します。ユーザーに識別名を付けます。

• Citrix Gateway が SuccessFactors のシングルサインオンに対応するように構成して、ユーザーがログイン
すると、再度資格情報を入力する必要がなく自動的に再ログインできるようにします。SSO の構成について詳
しくは、「Citrix Gateway サービス」を参照してください。
注：

SuccessFactors 統合では、1 分あたりの要求数に対してレート制限が適用されます。これは、テストインス
タンスに影響を与える可能性があります。問題を回避するには、レート制限を 1 秒あたり 8 回の呼び出しに設
定します。詳しくは、SuccessFactors コンサルタントに連絡して、最大要求レートの正しい値を確認してく
ださい。

SuccessFactors EC 統合の場合：
•

ベース URL：ベース URL は次のモデルに従います：https://{ tenant } .successfactors.{

region } /odata/v2

•
•

ユーザー名：固有のユーザー ID。
クライアント ID：クライアント ID は、承認サーバーに固有のクライアント登録情報を表す文字列です。
「会社

ID とクライアント ID の収集」を参照してください。
• 会社 ID：会社 ID は、組織のユーザー名など、各 SAP SuccessFactors システムを識別する短い文字列で
す。「会社 ID とクライアント ID の収集」を参照してください。
• 秘密キー：これは、OAuth2 クライアントの登録で取得する API キーです。「OAuth2 クライアントの登録」
を参照してください。

• OAuth URL：これはテンプレートで生成されたアプリケーション URL であり、次のモデルに従っています：
https://{ tenant } .successfactors.{ region } /oauth。これは、OAuth2 クライア
ントを登録するために必要です。

SuccessFactors HCM 統合の場合：
• API URL
• 会社 ID
• ユーザー ID（ユーザー名）
• クライアント ID（API キー）
• クライアント秘密キー（暗号化された秘密キー）
SuccessFactors Learning 統合の場合：
•
•
•
•
•

Learning の URL
Learning の会社 ID
Learning のユーザー ID
Learning のクライアント ID
Learning のクライアントシークレット
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SuccessFactors HCM 統合のセットアップ
基本的な SuccessFactors HCM 統合またはラーニングモジュールを含む基本統合をセットアップする必要がある場
合は、このプロセスに従います。管理ユーザーを使用して権限の役割を作成し、権限グループを作成して、権限グル
ープを権限の役割に割り当てます。

権限の役割の作成
権限の役割を作成するには、以下の手順に従います：

1. SAP SuccessFactors Admin Center に管理ユーザーとしてログインします。
2.［Manage Permission Roles］を検索して選択し、［Create New］を選択します。
3. 意味のある ［Role Name］を入力して、［Permission…］を選択します。
4.［Manage Integration Tools］までスクロールして、［Select All］をクリックし、［Done］を選択します。
5.［Save Changes］を選択します。

権限グループの作成
権限グループを作成するには、以下の手順に従います：

1. SAP SuccessFactors Admin Center で、
［Manage Permission Groups］を検索して選択し、
［Create
New］を選択します。
2. 意味のある ［Group Name］を入力します。
3.［Choose Group Members: People Pool］で、［Username］カテゴリを選択します。
4. 専用ユーザーのユーザー名を入力し、名前の横のチェックボックスをオンにして、［Done］を選択します。
5. もう一度 ［Done］を選択します。

権限の役割への新しい権限グループの割り当て
権限の役割に新しい権限グループを割り当てるには、以下の手順に従います：

1. SAP SuccessFactors Admin Center で、［Manage Permission Groups］を検索して選択し、以前に作
成した権限の役割を選択します。

2.［Grant this role to…］まで下にスクロールして、［Add…］を選択します。
3.［Grant this role to: Permission Group…］で ［Select…］をクリックします。
4.

以前に作成したグループを検索し、名前の横にあるチェックボックスをオンにして、［Done］を選択します。

5.

もう一度 ［Done］を選択して、［Save Changes］を選択します。
ユーザー権限グループが権限の役割に割り当てられました。
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OAuth2 クライアントの登録
OAuth2 クライアントを登録するには、以下の手順に従います：
1. SAP SuccessFactors Admin Center で、［Manage OAuth2 Client Applications］を検索して選択
し、［Register Client Application］を選択します。
2.

次の詳細情報を入力します：
アプリケーション名
アプリケーション URL

3.［Generate X.509 Certificate］を選択します。
4.［Common Name (CN)］を入力して、［Generate］を選択します。
5.［Download］を選択し、X.509 証明書のコピーをダウンロードします。クライアント秘密キーは、暗号化さ
れた秘密キーとして証明書ファイル内にあります。このキーをコピーして保存します。これらの詳細は、統合
を構成するときに使用します。

6.［Register］を選択します。
新しいアプリケーションは、［Manage Oauth2 Client Applications］ページにリストされます。

7.［Actions］で ［View］を選択します。
8.［API Key］をコピーして、後で使用するために保存します。

SuccessFactors Learning 統合のセットアップ
ラーニングモジュールを含む基本的な SuccessFactors 統合、またはラーニングモジュールのみをセットアップする
必要がある場合は、このプロセスに従います。管理ユーザーを使用して、会社 ID とクライアント ID を収集し、新し
いクライアントシークレットを生成します。

会社 ID とクライアント ID の収集
会社 ID とクライアント ID を収集するには、以下の手順に従います：

1. テナントの SAP SuccessFactors Learning 管理環境にログインします。
2.［System Admin］>［Configuration］>［OAuth Token Server］と選択します。
3.［Application Administration］画面で、［Company ID］と ［Client ID］をコピーして、後で使用する
ために保存します。

新しいクライアントシークレットの生成
新しいクライアントシークレットを生成するには、以下の手順に従います：

© 1999 – 2022 Citrix Systems, Inc. All rights reserved.

331

マイクロアプリ

1.［Application Administration］画面で、［Generate a new Client Secret］を選択し、［OK］を選択
して確定します。
［Client ID］の下に、新しく生成されたクライアントシークレットが表示されています。

2.

クライアントシークレットをコピーし、後で使用するために保存します。
シークレットは保存されません。［OAuth Token Server］ページを離れると、シークレットは表示されなく
なります。

コールバック URL の追加

URL を 追 加 し て、 プ ラ イ ベ ー ト デ ー タ へ の ア ク セ ス を 許 可 し、OAuth 認 証 済
み ユ ー ザ ー ア ク シ ョ ン を 有 効 に し ま す。 一 覧 の 最 初 の コ ー ル バ ッ ク は 変 更 さ れ ま せ ん。2 番 目 の コ ー ル バ
ッ ク は タ ー ゲ ッ ト ア プ リ ケ ー シ ョ ン に よ っ て 異 な り、 統 合 の 作 成 時 に URL ア ド レ ス バ ー に 表 示 さ れ ま す。
セ ク シ ョ ン {yourmicroappserverurl} は、 テ ナ ン ト 部 分、 リ ー ジ ョ ン 部 分、 環 境 部 分 で 構 成 さ れ て い ま す：
https://%7BtenantID%7D.%7Bregion(us/eu/ap‑s)%7D.iws.cloud.com。
インスタンス構成にカスタム

管理者として SuccessFactors にログインし、この統合用に以下の承認済みリダイレクト URL を追加します：

• https://{ yourmicroappserverurl } /admin/api/external-services/com.
sapho.services.successfactors.SuccessFactorsService/auth/serverContext

• https://{ yourmicroappserverurl } /app/api/auth/serviceAction/callback

SuccessFactors EC 統合の追加
次の手順に従って、SuccessFactors EC 統合をセットアップします。認証オプションは事前に選択されています。プ
ロセスの完了時に、これらのオプションが選択されていることを確認してください。ほとんどのユースケースでは、
この新しい HTTP 統合を使用することをお勧めします。この HTTP 統合は、キャッシュされたデータ構造を構成す
るためのより強力な機能です。
次の手順を実行します：

1.［マイクロアプリ統合］ページで ［新しい統合を追加］および ［Citrix 提供のテンプレートから新しい統合を
追加する］を選択します。

2.［統合］の下にある SuccessFactors EC タイルを選択します。
3.

統合の統合名を入力します。

4.

コネクタのパラメーターを入力します。

•

インスタンスのベース

URL を入力します：https://{ tenant } .successfactors.{

region } /odata/v2

•

アイコンライブラリから統合のアイコンを選択するか、デフォルトのアイコンのままにしておきます。
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5.［サービス認証］で ［認証方法］メニューから ［OAuth 2.0］を選択して認証の詳細を完了します。認証オプ
ションは事前に選択されています。プロセスの完了時に、これらのオプションが選択されていることを確認し
てください。OAuth 2.0 セキュリティプロトコルを使用して、委任されたアクセスの要求/承認トークンを
生成します。利用可能な場合は、サービス認証方法として常に OAuth 2.0 を使用することをお勧めします。

OAuth 2.0 は、統合が、構成済みのマイクロアプリとの最大限のセキュリティコンプライアンスを満たすこと
を保証します。

a)［許可の種類のフロー］メニューから ［SAML 2.0 Success Factors］を選択します。
b)［スコープ］を空のままにします。
c)［ユーザー名］を入力します。
d)［クライアント ID］を入力します。クライアント ID は、承認サーバーに固有のクライアント登録情報を
表す文字列です。「会社 ID とクライアント ID の収集」を参照してください。
e)［会社 ID］を入力します。会社 ID は、組織のユーザー名など、各 SAP SuccessFactors システムを識
別する短い文字列です。「会社 ID とクライアント ID の収集」を参照してください。
f)［秘密キー］を入力します。これは、OAuth2 クライアントの登録で取得する API キーです。「OAuth2
クライアントの登録」を参照してください。

g) OAuth URL は自動的に生成されます。これはテンプレートで生成されたアプリケーション URL であ
り、次のモデルに従っています：https://{ tenant } .successfactors.{ region }

/oauth。これは、OAuth2 クライアントを登録するために必要です。

6.［サービスアクション認証］は無効のままにします。
7.［要求レート制限を有効にする］を有効にします。［要求数］を「1」、［時間間隔］を ［1 秒］のままにします。
1..［要求タイムアウト］は、デフォルトで「120」に設定されています。
8.（オプション）サポートのために 24 時間のログを保持するには、［ログ］を有効にします。
9.［保存］を選択して続行します。
これで、最初のデータ同期を設定して実行する準備ができました。同期ルール、スケジュールを満たさない同期、お
よび拒否ルールについて詳しくは、「データの同期」を参照してください。

SuccessFactors EC マイクロアプリの使用
既存のアプリケーション統合には、追加設定不要のマイクロアプリが付属しています。これらのマイクロアプリから
開始して、ニーズに合わせてカスタマイズします。SuccessFactors EC 統合には、以下の設定済みで追加設定不要
のマイクロアプリが付属しています：
ディレクトリ：従業員を検索し、スキルセットを含む従業員の詳細を表示します。

通知またはページ

ユースケースワークフロー

ユーザーページ

検索可能なユーザー一覧を表示します。
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通知またはページ

ユースケースワークフロー

ユーザースキルページ

ユーザーの詳細とスキルセットのビューを表示します。

スキル：スキルを検索し、一致するスキルセットを持つ従業員を表示します。

通知またはページ

ユースケースワークフロー

スキル評価変更通知

マネージャーが従業員のスキルの評価を変更すると、
従業員は通知を受け取ります。

スキルページ

ユーザーに接続する検索可能なスキル一覧を表示しま
す。

ユーザーの評価対象スキルページ

評価対象スキルの詳細なビューを表示します。評価対
象スキルは、従業員とそのマネージャーがスキルプロ
ファイルポートレットで評価するスキルです。

ユーザーの自己申告スキルページ

自己申告スキルの詳細なビューを表示します。自己申
告スキルは、スキルプロファイルポートレットに手動
で追加されます。

ユーザーページ

ユーザーのスキルセットのビューを表示します。

Citrix Workspace マイクロアプリへの SuccessFactors 統合の追加
SuccessFactors 統合を Citrix Workspace マイクロアプリに追加して、アプリケーションに接続します。これによ
り、通知とアクションが設定済みとなっている追加設定不要のマイクロアプリを、Workspace 内で使用できるよう
になります。
以下のプロセスを使用して、SuccessFactors 統合を有効にします。前提条件を満たしていることを確認し、セット
アップする必要がある統合を指定します：

•
•
•

基本的な SuccessFactors HCM 統合
ラーニングモジュールを含む基本的な統合
ラーニングモジュールのみ

次の手順を実行します：

1.

概要ページから、［はじめに］を選択します。

［統合の管理］ページが開きます。

2.［新しい統合を追加］および ［Citrix 提供のテンプレートから新しい統合を追加する］を選択します。
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3. SuccessFactors タイルを選択します。
4.

統合の名前を入力します。

5.

前提条件として収集したコネクタのパラメーターを入力します。

•［Are you using the Employee central module?］から［Yes］/［No］を選択します
–［API URL］を入力します。たとえば、https://api12preview.sapsf.eu/odata/v2vで
す。

–［Company ID］を入力します。
–［User ID］を入力します。
–［Client ID］を入力します。
–［Client Private Key］を選択します。
•［Are you using the Learning module?］から［Yes］/［No］を選択します
–［Learning URL］を入力します。
–［Learning Company ID］を入力します。
–［Learning User ID］を入力します。
–［Learning Client ID］を入力します。
–［Learning Client Secret］を入力します。

© 1999 – 2022 Citrix Systems, Inc. All rights reserved.

335

マイクロアプリ

6.［追加］を選択します。
［マイクロアプリ統合］ページが開き、追加した統合とそのマイクロアプリが表示されています。ここから別の統合を
追加したり、追加設定不要のマイクロアプリのセットアップを続行したり、この統合用の新しいマイクロアプリを作
成したりできます。
これで、最初のデータ同期を設定して実行する準備ができました。統合アプリケーションからマイクロアプリプラッ
トフォームに大量のデータをプルできるので、
［テーブル］ページを使用して、最初のデータ同期のエンティティをフ
ィルタリングし、同期を高速化することをお勧めします。詳しくは、
「必要なエンティティの確認」を参照してくださ
い。同期ルール、スケジュールを満たさない同期、および拒否ルールについて詳しくは、
「データの同期」を参照して
ください。

API エンドポイントとテーブルエンティティについて詳しくは、「SuccessFactors コネクタの仕様」を参照してく
ださい。

SuccessFactors マイクロアプリの使用
既存のアプリケーション統合には、追加設定不要のマイクロアプリが付属しています。これらのマイクロアプリから
開始して、ニーズに合わせてカスタマイズします。

SuccessFactors 統合には、以下の設定済みで追加設定不要のマイクロアプリが付属しています：
ディレクトリ：従業員と対応する詳細を検索、表示、編集します。

通知またはページ

ユースケースワークフロー

新規チームメンバー通知

メンバーが参加すると、すべての利用者が新しいメン
バーとその役職を強調した通知を受け取ります。

役職変更通知

従業員の役職が変更されると、すべての利用者がメン
バーとその新しい役職を強調した通知を受け取ります。

自分の詳細ページ

個人情報の詳細を表示し、マネージャーのサブ詳細へ
のリンクを提供するためのフォームを提供します。

自分のチームページ

従業員のチームメンバーとユーザーの詳細へのリンク
のテーブルビューを提供します。

ユーザーの詳細ページ

ユーザーの詳細を表示するためのフォームを提供し、
マネージャーおよび直属の部下のサブ詳細へのリンク
を提供します。

ユーザーのサブ詳細ページ

ユーザーのサブ詳細を表示するためのフォームを提供
し、詳細へのリンクを提供します。

ユーザーページ

検索機能やユーザーの詳細へのリンクなどユーザーの
テーブルビューを提供します。
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学習：利用可能な学習コースを検索、表示、共有、および登録します。

通知またはページ

ユースケースワークフロー

人気コース通知

評価に応じて学習コースが人気コースとして定義され
ると、すべての利用者が通知を受け取ります。

コースページ

利用可能なコースとトレーニングアイテムの詳細ペー
ジへのリンクの一覧を提供します。

トレーニングアイテム: 詳細ページ

スケジュールされたオファリングの詳細へのリンクや
メールで共有するオプションなど、トレーニングアイ
テムのテーブルビューを提供します。

スケジュールされたオファリングの詳細ページ

講師の一覧およびオファリングに登録するオプション
など、スケジュールされたオファリングの詳細ビュー
を提供します。

Tableau の統合
June 16, 2022
Tableau と統合して、追加のログインを必要とせずにプロジェクト、ブック、およびビューに簡単にアクセスできま
す。
注

2 つの Tableau 統合テンプレートが提供されています。キャッシュされたデータ構造を構成するためのより強
力な機能を提供するため、ほとんどのユースケースでは新しい HTTP 統合を使用することをお勧めします。各
統合で使用可能なマイクロアプリについて詳しくは、
「Tableau マイクロアプリの使用」を参照してください。
この手順では、新しい HTTP テンプレート統合をセットアップする方法について説明します。レガシーテンプレート
に関する情報が必要な場合は、「レガシー統合の追加」を参照してください。

必須条件の確認

Tableau でこの統合をセットアップした後、Citrix Workspace マイクロアプリに統合を追加するには、以下のアー
ティファクトが必要になります：

•

ベース URL：ベース URL の形式は次のとおりです：https://{ tenantID } .online.tableau

.com/

•

ユーザー名：サイト管理者の Tableau ユーザー名。

•

パスワード：サイト管理者のパスワード。
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•

サ イ ト：Tableau に お け る ユ ー ザ ー、 グ ル ー プ、 お よ び コ ン テ ン ツ の コ レ ク シ ョ ン。 サ イ ト

ID は、

Tableau Online にログインした後、URL を見れば確認できます：https://{ tenantID } .online
.tableau.com/##/site/{ siteID } /home

• IP アドレスをホワイトリストに登録することによって、要求を認識して信頼するように Tableau Server を
構成します。

• https 接続のみがサポートされています。SSL 証明書が信頼されていることを確認します。
• Citrix Gateway が Tableau のシングルサインオンに対応するように構成して、ユーザーがログインすると、
再度資格情報を入力する必要がなく自動的に再ログインできるようにします。「Tableau シングルサインオン
構成」の手順に従ってください。SSO の構成について詳しくは、「Citrix Gateway サービス」を参照してく
ださい。

Tableau 統合のセットアップ
1.

管理者アカウントで Tableau にログインします。

2.

以下の接続情報を入力します：

• 名前
• URL
• ユーザー名
• パスワード
• サイト
注：
［サイト］フィールドを空のままにした場合は、「デフォルトの」Tableau サイトに接続されます。

Tableau インスタンスで使用可能なさまざまなサイトの名前を見つけるには、Tableau 上部のナビゲ
ーションバーでメニューを選択します。

マイクロアプリへの統合の追加

Tableau 統合テンプレートを Citrix Workspace マイクロアプリに追加して、アプリケーションに接続します。こ
れにより、通知とアクションが設定済みとなっている追加設定不要のマイクロアプリを、Workspace 内で使用でき
るようになります。
認証オプションは事前に選択されています。プロセスの完了時に、これらのオプションが選択されていることを確認
してください。ほとんどのユースケースでは、この新しい HTTP 統合を使用することをお勧めします。この HTTP
統合は、キャッシュされたデータ構造を構成するためのより強力な機能です。
次の手順を実行します：

1.［マイクロアプリ統合］ページで ［新しい統合を追加］および ［Citrix 提供のテンプレートから新しい統合を
追加する］を選択します。
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2.

カタログの ［統合］カテゴリから Tableau タイルを選択します。

3.

統合の統合名を入力します。

4.

コネクタのパラメーターを入力します。

•

インスタンスの ［ベース URL］を入力します。ベース URL の形式は次のとおりです：https://{

tenantID } .online.tableau.com/

•

アイコンライブラリから統合のアイコンを選択するか、デフォルトのアイコンのままにしておきます。

5.［ユーザー名］を入力します。
6.［パスワード］を入力します。
7.［サイト］を入力します。
8.［サービス認証］と ［サービスアクション認証］は無効のままにします。これらは、この統合には使用されませ
ん。

9.（オプション）この統合のレート制限をアクティブ化する場合は、［要求レート制限］を有効にし、［時間間隔］
あたりの ［要求数］を設定します。

10.（オプション）サポートのために 24 時間のログを保持するには、［ログ］を有効にします。
11.［要求のタイムアウト］フィールドに「120」の値が事前入力されています。
12.［保存］を選択して続行します。

© 1999 – 2022 Citrix Systems, Inc. All rights reserved.

339

マイクロアプリ

これで、最初のデータ同期を設定して実行する準備ができました。同期ルールについて詳しくは、
「データの同期」を
参照してください。

API エンドポイントとテーブルエンティティについて詳しくは、「Tableau コネクタの仕様」を参照してください。
レガシー統合の追加

Tableau 統合を Citrix Workspace マイクロアプリに追加して、アプリケーションに接続します。これにより、通知
とアクションが設定済みとなっている追加設定不要のマイクロアプリを、Workspace 内で使用できるようになりま
す。

Tableau でこの統合をセットアップした後、Citrix Workspace マイクロアプリに統合を追加するには、以下のアー
ティファクトが必要になります：

• URL
•

ユーザー名

•

パスワード

•

サイト

• IP アドレスをホワイトリストに登録することによって、要求を認識して信頼するように Tableau Server を
構成します。

• https 接続のみがサポートされています。SSL 証明書が信頼されていることを確認します。
• Citrix Gateway が Tableau のシングルサインオンに対応するように構成して、ユーザーがログインすると、
再度資格情報を入力する必要がなく自動的に再ログインできるようにします。「Tableau シングルサインオン
構成」の手順に従ってください。SSO の構成について詳しくは、「Citrix Gateway サービス」を参照してく
ださい。
次の手順を実行します：

1.

概要ページから、［はじめに］を選択します。
マイクロアプリの［統合］ページが開きます。
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2.［新しい統合を追加］および ［Citrix 提供のテンプレートから新しい統合を追加する］を選択します。
3. Tableau タイルを選択します。
4.

統合の名前を入力します。

5.

前の手順で収集したコネクタのパラメーターを入力します。

•［URL］を入力します。
•［ユーザー名］と ［パスワード］を入力します。
• Tableau の ［サイト］の場所を入力します。
6.［追加］を選択します。
［マイクロアプリ統合］ページが開き、追加した統合とそのマイクロアプリが表示されています。ここから別の統合を
追加したり、追加設定不要のマイクロアプリのセットアップを続行したり、この統合用の新しいマイクロアプリを作
成したりできます。
これで、最初のデータ同期を設定して実行する準備ができました。統合アプリケーションからマイクロアプリプラッ
トフォームに大量のデータをプルできるので、
［テーブル］ページを使用して、最初のデータ同期のエンティティをフ
ィルタリングし、同期を高速化することをお勧めします。詳しくは、
「必要なエンティティの確認」を参照してくださ
い。同期ルール、スケジュールを満たさない同期、および拒否ルールについて詳しくは、
「データの同期」を参照して
ください。

API エンドポイントとテーブルエンティティについて詳しくは、「Tableau コネクタの仕様」を参照してください。
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Tableau マイクロアプリの使用
既存のアプリケーション統合には、追加設定不要のマイクロアプリが付属しています。これらのマイクロアプリから
開始して、ニーズに合わせてカスタマイズします。

Tableau 統合には、以下の設定済みテンプレートマイクロアプリが付属しています：
レポート： Tableau レポートの詳細を表示します。
通知またはページ

ユースケースワークフロー

レポート新規作成通知

新しいレポートが作成されると、ユーザーは通知を受
け取ります。

レポート更新通知

レポートが更新されると、ユーザーは通知を受け取り
ます。

詳細の表示ページ

レポートの詳細の読み取り専用ビューを提供します。

ビューページ

レポートビューとビューの詳細へのリンクの一覧を提
供します。

Webex の統合
December 7, 2021
Webex 統合を展開して、任意のデバイスまたはイントラネットから Webex ミーティングをスケジュールします。ユ
ーザーは、1 回限りの/定期的なミーティングをホストしたり、招待者や共催者を追加したり、異なるタイムゾーンか
ら選択することができます。また、マイクロアプリは、カレンダーとの統合を容易にするために、対応するミーティ
ングオブジェクトを持つホストと招待者にメールでフォローアップします。
注：
ご意見・ご要望をお待ちしています。この統合テンプレートに関するフィードバックをお送りください。また、
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問題についてはサポートチームが専用のフォーラムを毎日確認いたします。
追加設定不要の Webex マイクロアプリの一覧については、「Webex マイクロアプリの使用」を参照してください。

必須条件の確認
これらの前提条件は、管理者が組織の Webex 統合セットアップの一部であることを前提としています。この Webex
管理者アカウントには、ユーザー情報の完全な読み取り権限が必要です。

Webex とのこの統合を設定した後、Citrix Workspace マイクロアプリに統合を追加するには、これらのアーティ
ファクト、特に OAuth 統合を設定するための次のパラメーターの一覧が必要になります：
•
•
•
•
•

ベース URL：https://webexapis.com/v1/
認証 URL：https://webexapis.com/v1/authorize
トークン URL：https://webexapis.com/v1/access_token
クライアント ID：クライアント ID は、承認サーバーに固有のクライアント登録情報を表す文字列です。
シークレット：クライアントシークレットは、ターゲットアプリケーション統合のセットアップ時に発行され
る一意の文字列です。

注：
利用可能な場合は、サービス認証方法として常に OAuth 2.0 を使用することをお勧めします。OAuth 2.0 は、
統合が、構成済みのマイクロアプリとの最大限のセキュリティコンプライアンスを満たすことを保証します。

Citrix Gateway が Webex のシングルサインオンに対応するように構成して、ユーザーがログインすると、再度
資格情報を入力する必要がなく自動的に再ログインできるようにします。SSO の構成について詳しくは、「Citrix
Gateway サービス」を参照してください。
統合では Webex インスタンスへの定期的なアクセスが必要なので、Webex で専用のユーザーアカウントを作成す
ることをお勧めします。このアカウントには、次の権限が必要です。の Webex Control Hub を使用して、権限/特
権を表示することができます。

•

サービスアカウントに必要な権限：完全な管理者特権

特定のリソースに対して実行できる API 要求の数は限られているため、以下をお勧めします：

• Webex API 制限フォームのリンク：https://developer.webex.com/docs/api/basics#rate‑limiting
• 推奨プラン：Webex Plus

API の有効化
Webex API は、有料アカウントの Web サービスを通じてデフォルトで有効になっています。
新しいサービスアカウントの作成
ここから登録します：https://web.webex.com/。新しいサービスアカウントについては、以下の URL を参照して
ください：https://help.webex.com/en‑us/nkhozs6/Get‑Started‑with‑Cisco‑Webex‑Control‑Hub。
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OAuth サーバーの構成
Webex 統合を介してデータを読み取るように OAuth サーバーを構成します。
1.

次 の 場 所 に サ ー ビ ス ア カ ウ ン ト で ロ グ イ ン し ま す：https://developer.webex.com/docs/platform‑

introduction。
2.

右上にあるユーザー名を選択します。

3.［My Webex Apps］を選択し、［Create a New App］を選択します。
4.

統合タイルの下にある ［Create an Integration］を選択します。

5.

必須フィールドに入力し、
［Redirect URL］フィールドにこの統合用の次の承認済みリダイレクト URL を入
力します：

• https://{ yourmicroappserverurl } /admin/api/gwsc/auth/serverContext
6.［スコープ］セクションで、［spark:all］および ［spark‑admin:people_read］チェックボックスをオン
にします。

7.

すべての必須項目に入力したら、［Add Integration］を選択します。

8.

画面に表示されている ClientId と Secret をコピーして保存します。統合を構成するときに、これらの詳細
をサービス認証に使用します。

OAuth クライアントの構成
Webex 統合を通じてデータをライトバックするように OAuth クライアントを構成します。
1.

上記のように、サービスアカウントでログインします：https://developer.webex.com/docs/platform‑

introduction。
2.

右上にあるユーザー名を選択します。

3.［My Webex Apps］を選択し、［Create a New App］を選択します。
4.

統合タイルの下にある ［Create an Integration］を選択します。

5.

必須フィールドに入力し、
［Redirect URL］フィールドにこの統合用の次の承認済みリダイレクト URL を入
力します：

• https://{ yourmicroappserverurl } /app/api/auth/serviceAction/
callback

6.［Scopes］セクションで ［meeting:schedules_write］チェックボックスをオンにします。
7.

すべての必須項目に入力したら、［Add Integration］を選択します。

8.

画面に表示されている ClientId と Secret をコピーして保存します。統合を構成するときに、これらの詳細
をサービスアクション認証に使用します。
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Citrix Workspace マイクロアプリへの統合の追加
Webex 統合を Citrix Workspace マイクロアプリに追加して、アプリケーションに接続します。認証オプションは
事前に選択されています。プロセスの完了時に、これらのオプションが選択されていることを確認してください。こ
れにより、通知とアクションが設定済みとなっている追加設定不要のマイクロアプリを、Workspace 内で使用でき
るようになります。
次の手順を実行します：

1.［マイクロアプリ統合］ページで ［新しい統合を追加］および ［Citrix 提供のテンプレートから新しい統合を
追加する］を選択します。

2. Webex Meetings タイルを選択します。
3.

統合の統合名を入力します。

4.

コネクタのパラメーターを入力します。

•
•

インスタンスの ［ベース URL］を入力します：https://webexapis.com/v1/。
アイコンライブラリから統合のアイコンを選択するか、デフォルトのアイコンのままにしておきます。

5.［サービス認証］で ［認証方法］メニューから ［OAuth 2.0］を選択して認証の詳細を完了します。認証オプ
ションは事前に選択されています。プロセスの完了時に、これらのオプションが選択されていることを確認し
てください。OAuth 2.0 セキュリティプロトコルを使用して、委任されたアクセスの要求/承認トークンを
生成します。利用可能な場合は、サービス認証方法として常に OAuth 2.0 を使用することをお勧めします。

OAuth 2.0 は、統合が、構成済みのマイクロアプリとの最大限のセキュリティコンプライアンスを満たすこと
を保証します。

a)［許可の種類］メニューで ［認証コード］を選択します。これによって、クライアントが交換するアク
セストークン用の一時コードが付与されます。コードは認証サーバーから取得され、そこでクライアン
トが要求している情報を確認できます。この許可の種類のみが、安全なユーザーの偽装を有効にします。
これにより、アプリケーションの登録時に使用する ［コールバック URL］が表示されます

b)［トークン認証］メニューから ［要求の本文］を選択します。
c)［認証 URL］は事前に入力されています：https://webexapis.com/v1/authorize
d)［トークン URL］は事前に入力されています：https://webexapis.com/v1/access_token
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e) スコープに次のように入力されていることを確認します：spark:all spark‑admin:people_read
f)［クライアント ID］を入力します。クライアント ID は、承認サーバーに固有のクライアント登録情報を
表す文字列です。OAuth サーバーを構成したときに、クライアント ID とシークレットを収集します。
統合構成ページに表示される ［コールバック URL］を追加する必要があります。
g)［クライアントシークレット］を入力します。クライアントシークレットは、ターゲットアプリケーショ
ン統合のセットアップ時に発行される一意の文字列です。

6.［サービスアクション認証］で ［［アクション］で個別のユーザー認証を使用する］トグルを有効にします。サ
ービスアクション認証は、サービスアクションレベルで認証します。認証オプションは事前に選択されていま
す。プロセスの完了時に、これらのオプションが選択されていることを確認してください。

a)［認証方法］メニューから ［OAuth 2.0］を選択して認証の詳細を完了します。
b)［許可の種類］メニューで ［認証コード］を選択します。これによって、クライアントが交換するアク
セストークン用の一時コードが付与されます。コードは認証サーバーから取得され、そこでクライアン
トが要求している情報を確認できます。この許可の種類のみが、安全なユーザーの偽装を有効にします。
これにより、アプリケーションの登録時に使用する ［コールバック URL］が表示されます

c)［トークン認証］メニューから ［要求の本文］を選択します。
d)［認証 URL］は事前に入力されています：https://webexapis.com/v1/authorize
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e)［トークン URL］は事前に入力されています：https://webexapis.com/v1/access_token
f) スコープに次のように入力されていることを確認します：meeting:schedules_write
g)［クライアント ID］を入力します。クライアント ID は、承認サーバーに固有のクライアント登録情報を
表す文字列です。OAuth クライアントを構成したときに、クライアント ID とシークレットを収集しま
す。統合構成ページに表示される ［コールバック URL］を追加する必要があります。
h)［クライアントシークレット］を入力します。クライアントシークレットは、ターゲットアプリケーショ
ン統合のセットアップ時に発行される一意の文字列です。

7.［要求レート制限を有効にする］トグルを有効にします。［要求数］に「100」と入力し、［時間間隔］に「1 分」
と入力します。

8.（オプション）サポートのために 24 時間のログを保持するには、［ログ］を有効にします。
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9.［保存］を選択して続行します。
10.［OAuth 認証］で ［承認］を選択して、サービスアカウントにログインします。Webex のログイン画面がポ
ップアップで表示されます。

a) サービスアカウントのユーザー名とパスワードを入力し、［ログイン］を選択します。
b)［同意］を選択します。

［マイクロアプリ統合］ページが開き、追加した統合とそのマイクロアプリが表示されています。ここから別の統合を
追加したり、追加設定不要のマイクロアプリのセットアップを続行したり、この統合用の新しいマイクロアプリを作
成したりできます。
これで、最初のデータ同期を設定して実行する準備ができました。統合アプリケーションからマイクロアプリプラッ
トフォームに大量のデータをプルできるので、
［テーブル］ページを使用して、最初のデータ同期のエンティティをフ
ィルタリングし、同期を高速化することをお勧めします。詳しくは、
「必要なエンティティの確認」を参照してくださ
い。同期ルール、スケジュールを満たさない同期、および拒否ルールについて詳しくは、
「データの同期」を参照して
ください。

API エンドポイントとテーブルエンティティについて詳しくは、「Webex HTTP コネクタの仕様」を参照してくださ
い。

Webex Meetings マイクロアプリの使用
既存のアプリケーション統合には、追加設定不要のマイクロアプリが付属しています。これらのマイクロアプリから
開始して、ニーズに合わせてカスタマイズします。
ミーティングの作成：期間、タイムゾーン、招待者、および共同ホストを選択するオプションを使用してミーティン
グをスケジュールします。
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通知またはページ

ユースケースワークフロー

ミーティングの作成ページ

ユーザー設定に従って、次の詳細情報でミーティング
をスケジュールするためのフォームを提供します：ミ
ーティングの件名、開始時間と終了時間、タイムゾー
ン、繰り返し（1 回、毎日、毎週、毎月）
、パスワード、
ミーティングの参加者、およびミーティングの共同主
催者。

Workday の統合
December 2, 2022
Workday と統合して、要求の送信、要求のステータスに関する通知の受信、および通知への対応を簡単に行えるよ
うにします。このプロセスを完了すると、Citrix マイクロアプリの使用によって実行されたすべてのアクションを含
む、既存のレベルの監査ログが保持されます。以下のプロセスを使用して、Workday 統合を有効にします。追加設
定不要の Workday マイクロアプリの一覧については、
「Workday マイクロアプリの使用」を参照してください。
注

2 つの Workday 統合テンプレートが提供されています。キャッシュされたデータ構造を構成するためのより強
力な機能を提供するため、ほとんどのユースケースでは新しい HTTP 統合を使用することをお勧めします。各
統合で使用可能なマイクロアプリについて詳しくは、
「Workday マイクロアプリの使用」を参照してください。
この手順では、新しい HTTP テンプレート統合をセットアップする方法について説明します。レガシーテンプレート
に関する情報が必要な場合は、「レガシー統合の追加」を参照してください。プロセスの概要：

1.

マイクロアプリで統合をセットアップする前に、前提条件を満たしていることを確認してから、以下に詳細が
記載されている次の手順を完了します：

• API クライアントを登録し、クライアント ID とクライアントシークレットを生成および収集することに
よって、API アクセスを有効にします。
• カスタムレポートを作成します。
• カスタムレポートエンドポイントパスを生成します。
• 有給休暇の種類をフィルタリングして、有給休暇のマイクロアプリを特定の種類の有給休暇に制限しま
す。

• Workspace でディープリンクをセットアップします。
• 休暇申請用のビジネスプロセスを編集します。
• セキュリティグループの権限を管理します。
• URL、インスタンス URL、およびテナントを特定します。
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2. Workday 統合をセットアップします。詳しくは、「Citrix Workspace マイクロアプリへの Workday 統合
の追加」を参照してください。

3.

サービスアクションパラメーターを設定します。詳しくは、「データの読み込み変数とサービスアクション変
数の置換」を参照してください。

サポートが必要な場合は、「一般的な Workday 統合エラーのトラブルシューティング」の記事を参照してください。

必須条件の確認
このセットアッププロセスでは、Workday コネクタの管理者アカウントおよび次のサービスアカウント権限が必要
です。

•
•
•

非一時カスタムレポートの作成へのアクセス。
人事、統合、パフォーマンス管理、リソース管理、およびカスタムレポート API へのアクセス。
ディープリンクセットアッププロセスの一部であるマイルストーンデータのダウンロードでは、管理者に次の
セキュリティグループが割り当てられている必要があります：

– 人事管理者
– 情報管理者
• Citrix Gateway が Workday のシングルサインオンに対応するように構成して、ユーザーがログインすると、
再度資格情報を入力する必要がなく自動的に再ログインできるようにします。「Workday シングルサインオ
ン構成」の手順に従ってください。SSO の構成について詳しくは、「Citrix Gateway サービス」を参照して
ください。

Workday でこの統合をセットアップした後、マイクロアプリで統合をセットアップするときに、これらのアカウン
トの資格情報を入力するには、以下のアーティファクトが必要です：

• URL
• ユーザー名（Workday ユーザー名）
• パスワード（Workday パスワード）
• Workday テナント
• クライアント ID
• クライアントシークレット
• Workday REST API エンドポイント
• トークンエンドポイント
• 承認エンドポイント
• 収集されたカスタムレポート URL

Workday API クライアントの登録
API クライアントを登録して、各環境のクライアント ID とクライアントシークレットを生成します。複数の環境があ
る場合は、個々の環境ごとに API クライアントを登録する必要があります。Workday 統合の場合、2 つのコールバ
ック URL を追加する必要があります。つまり、ユーザーアクション用と同期用に、2 つの異なる API クライアントを
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登録する必要があります。この手順を 2 回実行します。最初にサービス認証のために、次にサービスアクション認証
のために実行します。これらの認証はコールバック URL が異なります。レガシー統合テンプレートの場合、2 番目の
操作のみを実行してクライアントを登録します。

OAuth サーバーの構成
統合を介してデータを読み取るように OAuth サーバーを構成します。統合を構成するときに、これらの詳細をサー
ビス認証に使用します。これは、HTTP 統合に対してのみ実行されます。

1.

管理者として Workday にログインし、［Register API Client］を探します。以下の必須フィールドに入力し
ます：

•［Client Name］を入力します。
•［Client Grant Type］で ［Authorization Code Grant］を選択します。
•［Access Token Type］で ［Bearer］を選択します。
•［Redirection URI］を入力します：https://{ yourmicroappserverurl } /admin/api
/gwsc/auth/serverContext。コールバックはターゲットアプリケーションによって異なり、統
合の作成時に URL アドレスバーに表示されます。セクション{ yourmicroappserverurl }は、
テナント部分、リージョン部分、環境部分で構成されています：https://{ tenantID } .{

region(us/eu/ap-s)} .iws.cloud.com。

•［Refresh Token Timeout (in days)］に値 300 を入力します。
• 以下の ［Scope (Functional Areas)］を選択します：
– Organizations and Roles
– Staffing
– Tenant Non‑Configurable
2.［OK］を選択します。クライアント ID とクライアントシークレットが生成されます。収集し、後でセットアッ
ププロセス中に使用するために保存します。統合を構成するときに、これらの詳細をサービス認証に使用しま
す。

3.［Done］を選択して完了し、終了します。
OAuth クライアントの構成
統合を通じてデータをライトバックするように OAuth クライアントを構成します。統合を構成するときに、これら
の詳細をサービスアクション認証に使用します。

1.

管理者として Workday にログインし、［Register API Client］を探します。以下の必須フィールドに入力し
ます：

•［Client Name］を入力します。
•［Client Grant Type］で ［Authorization Code Grant］を選択します。
•［Access Token Type］で ［Bearer］を選択します。
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•［Redirection URI］を入力します：https://{ yourmicroappserverurl } /app/api/
auth/serviceAction/callback。コールバックはターゲットアプリケーションによって異な
り、統合の作成時に URL アドレスバーに表示されます。セクション{ yourmicroappserverurl

}は、テナント部分、リージョン部分、環境部分で構成されています：https://{ tenantID }
.{ region(us/eu/ap-s)} .iws.cloud.com。

•［Refresh Token Timeout (in days)］に値 300 を入力します。
• 以下の ［Scope (Functional Areas)］を選択します：
– Organizations and Roles
– Staffing
– Tenant Non‑Configurable
2.［OK］を選択します。クライアント ID とクライアントシークレットが生成されます。収集し、後でセットアッ
ププロセス中に使用するために保存します。統合を構成するときに、これらの詳細をサービスアクション認証
に使用します。

3.［Done］を選択して完了し、終了します。

API 呼び出しのテスト
この記事では、すべての API 呼び出しを一覧で記載し、Workday インスタンスでこれらの呼び出しの準備ができて
いるすべてのエンドポイントがあるかどうかをテストする方法について詳しく説明します。詳しくは、「Workday

API 呼び出しのテスト」を参照してください。
カスタムレポートの作成
以下の各レポートについて、Workday でカスタムレポートを作成します。添付のスプレッドシートをダウンロード
し、スプレッドシートの説明に従って正確に詳細を入力します。入力した詳細が提供されているレポートと異なる場
合、このプロセスは機能しません。たとえば、間違った名前を使用すると、レポートは生成されますが、データはダ
ウンロードされません。
以下のレポートが現在のレポートです。この統合に新しいエンドポイントを追加すると、製品ドキュメントのここに
追加されます。

1.

以下のカスタムレポートスプレッドシートのいずれかを開きます：

• All time offs and balance
–
–
–
–
–
–

計算フィールド：cf lkp time off balance year
計算フィールド：cf lkp time off plan default quantity
計算フィールド：cf lkp time off plan id
計算フィールド：cf lkp time off type id
計算フィールド：cf time off balance year
計算フィールド：cf yearend for reporting effective years
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• Absence requests
–

計算フィールド：cf lkp time off event id

• Event records for change job
–
–

計算フィールド：cf esi worker
計算フィールド：cf lkp worker id

• Staffing activities
–
–

計算フィールド：cf esi event record
計算フィールド：cf lkp event record

• Event records for time off requests
–
–
–
–
–
–

計算フィールド：cf esi event records awaiting action
計算フィールド：cf esi assigned to worker of event records of awaiting action
計算フィールド：cf lrv assigned to worker email of event records awaiting action
計算フィールド：cf lrv assigned to worker event records of awaiting action
計算フィールド：cf lrv wid of assigned to worker email of event records awaiting action
計算フィールド：cf lrv wid of event record awaiting action

• Worker
注：
各プランレポートの有給休暇休暇の種類に自己参照オブジェクトを追加しないでください。

2. Workday で ［Create Custom Report］を探します。
3.［Report Name］を入力します。この名前は、URL を作成するレポートのスプレッドシートと同一である必
要があります。

4.［Report Type］として ［Advanced］を選択します。
5.［Data Source］を入力します。この値は、URL を作成するレポートのスプレッドシートと同一である必要が
あります。

6.［Optimized for Performance］チェックボックスはオンにしないでください。
7.［Temporary Report］チェックボックスはオンにしないでください。
8.［Enable As Web Service］チェックボックスをオンにします。
9.［OK］を選択します。
カスタムレポートは、入力した 3 つのフィールド以外は未入力で開きます。

10.

スプレッドシートに記載されているとおりに詳細を正確に入力します。見出しに注意してください。見出しは

Workday UI のタブと一致します。
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11.［Column Heading Override XML Alias］フィールドは、列に入力しているとおりに自動生成されま
す。
［Column Heading Override XML Alias］の値がスプレッドシートの指示と一致することを確認しま
す。この値は頻繁に変化します。

12.［OK］を選択します。カスタムレポートが作成されます。
カスタムレポートエンドポイントパスの生成
前の手順で生成された WSDL を使用して、カスタムレポートパスを収集します。セットアップ手順で Time off

types per plan report path および Event records for milestone path にカスタムレポート URL を入力す
るときに、これを使用します。

1.
2.

生成された WSDL リンクを Web ブラウザーで開きます。
一番下までスクロールして、2 つの URL を見つけます。2 番目の URL は ReportREST という名前です。これ
を使用します。

3.

URL か ら パ ス を コ ピ ー し、Workday 統 合 を セ ッ ト ア ッ プ す る と き に 使 用 し ま す。（パ ス の 例：
</ccx/service/customreport2/company_tenant/user_name/report_name>）。
この

有給休暇の種類のフィルタリング

PTO マイクロアプリを、バケーションや病気休暇などの特定の有給休暇タイプに限定します。Workday で次のカス
タムレポートを作成した場合、Workday で計算フィールドを作成し、次の手順でカスタムレポートをフィルタリン
グする必要があります。

• Event records for time off requests
• Absence requests
• All time offs and balance

有給休暇申請マイクロアプリの計算フィールドの作成

2 つの計算フィールドを作成する必要があります。最初の計算フィールドは、有給休暇イベントから休暇の種類を取
得することを目的としているため、2 番目の計算フィールドを使用できます。2 番目の計算フィールドは、カスタム
レポートのフィルターとして使用されます。

1. Workday インスタンスにログオンし、［計算フィールドの作成］を見つけます。
2. すべてのフィールドに入力します：
• フィールド名計算フィールドの名前を入力します。たとえば、次の形式では「SANDOVAL CF LKP
Absence Type」としました：（
{ レポート作成者）
（CF=calculated field：計算フィールド）
（LKP=lookup
related value：関連する値の参照）（このフィールドが返す値）}。
• ビジネスオブジェクト ［有給休暇イベント］を見つけて選択します。計算フィールドをこのビジネスオ
ブジェクトの一部にしたいと思います。

•

関数 ［関連する値の参照］を見つけて選択します。
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3. 左下の ［OK］をクリックします。
4.［計算］タブで、次のフィールドに入力します：
• 参照フィールド ［Time Off Event］を見つけて選択します。
• 戻り値 ［Time Off Types for Time Off Event］を見つけて選択します
5.［OK］ > ［完了］の順にクリックします。
計算フィールドを作成しました。次に、有給休暇イベントを取得し、フィルターとして使用される 2 番目のフィール
ドを作成します。

1.
2.

繰り返しになりますが、Workday インスタンスから ［計算フィールドの作成］を見つけます。
すべてのフィールドに入力します：

•

フィールド名計算フィールドの名前を入力します。たとえば、次の形式では「SANDOVAL CF LKP Time

Off Event for Business Process」としました：{（レポート作成者）
（CF=calculated field：計算フィ
ールド）（LKP=lookup related value：関連する値の参照）
（このフィールドが返す値）}。
•

ビジネスオブジェクト ［アクションイベント］を見つけて選択します。計算フィールドをこのビジネス
オブジェクトの一部にしたいと思います。

•

関数 ［関連する値の参照］を見つけて選択します。

3. 左下の ［OK］をクリックします。
4.［計算］タブで、次のフィールドに入力します：
• 参照フィールド ［Time Off Event］を見つけて選択します。
• 戻り値作成した最初の計算フィールドを見つけて選択します。この例では、「SANDOVAL CF LKP
Absence Type」です。
5.［OK］ > ［完了］の順にクリックします。
有給休暇申請マイクロアプリの計算フィールドを使用したカスタムレポートのフィルタリング
有給休暇の種類をホワイトリストに追加するためにさきほど作成した新しい計算フィールドを使用して、有給休暇承
認に関連するカスタムレポートにフィルターを追加します。これにより、選択したすべての有給休暇の種類を取得で
きます。

1. Workday インスタンスから ［カスタムレポートの編集］を見つけ、有給休暇の承認に関連するカスタムレポ
ートを選択します。この例では、「Event Records for Time Off Requests」です。
2.［フィルター］タブを選択し、［+］をクリックして新しいフィルターを追加します。
3. 次のフィールドに入力します：
• および/またはおよび
• フィールド「SANDOVAL CF LKP Time Off Event for Business Process」の例では、作成した
2 番目の計算フィールドを見つけて選択します。
• 演算子 選択リストから任意のものを見つけて選択します。
• 比較タイプ このフィルターで指定された値を見つけて選択します。
• 比較値ホワイトリストに追加する有給休暇の種類を見つけて選択します。例：
– 年次休暇（日）
– 年次休暇（法定）
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–
–
–

個人休暇（日）
病気休暇（日）
有給休暇

4.［OK］をクリックして保存します。
注：
有給休暇の種類を禁止するには、* 演算子フィールドを ［選択リストなし］に変更してください。これにより、
選択された有給休暇の種類を統合が取得できなくなります。

有給休暇申請の作成および自分の有給休暇申請マイクロアプリの既存のフィールドを使用したカスタムレポートのフ
ィルタリング
カスタムレポートのフィルタリング：All time offs and balance。
注：
すべてのカスタムレポートで同じ有給休暇の種類を使用することをお勧めします。このように、結果をホワイ
トリストに追加する、または禁止する場合、
［比較値］の値はすべてのカスタムレポートで同じです。

1. Workday インスタンスから ［カスタムレポートの編集］を見つけ、有給休暇の承認に関連するカスタムレポ
ートを選択します。この例では、「All time offs and balance」です。
2.［フィルター］タブを選択し、［+］をクリックして新しいフィルターを追加します。
3. 次のフィールドに入力します：
• および/またはおよび
• フィールドカスタムレポート Time Off Type を見つけて選択します。
• 演算子 選択リスト内から見つけて選択します。
• 比較タイプ このフィルターで指定された値を見つけて選択します。
• 比較値ホワイトリストに追加する有給休暇の種類を見つけて選択します。例：
– 年次休暇（日）
– 年次休暇（法定）
– 個人休暇（日）
– 病気休暇（日）
– 有給休暇
4.［OK］をクリックして保存します。
カスタムレポートのフィルタリング：Absence requests。

1. Workday インスタンスから ［カスタムレポートの編集］を見つけ、有給休暇の承認に関連するカスタムレポ
ートを選択します。この例では、「Absence requests」です。
2.［サブフィルター］タブを選択し、フィルターを追加した方法と同様に、［+］をクリックして新しいサブフィル
ターを追加します。

3.

次のフィールドに入力します：

•

および/またはおよび
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•
•
•
•

フィールドカスタムレポート Time Off Type for Time Off Entry を見つけて選択します。
演算子 選択リスト内から見つけて選択します。
比較タイプ このフィルターで指定された値を見つけて選択します。
比較値ホワイトリストに追加する有給休暇の種類を見つけて選択します。例：

–
–
–

有給休暇（日）
病気休暇（日）
病気休暇（時間）

4.［OK］をクリックして保存します。

Workspace でのディープリンクのセットアップ
この記事を参照したら、管理者に連絡して、Workday で Citrix Workspace マイクロアプリのディープリンクをセ
ットアップするように依頼してください。
以下のユースケースでは、対応するディープリンクが必要です。たとえば、ドメインがimpl.workday.comで
テナントがcitrix_gms2vの場合、経費レポートの作成用の URL は次のようになります：https://impl.

workday.com/citrix_gms2/d/task/2997$995.htmld：

•

経費レポートの作成 https://your_domain/your_tenant/d/task/2997$995.htmld

•

職務変更の作成 https://your_domain/your_tenant/d/task/2997$4819.htmld

•

職務変更の承認/拒否（職務変更申請） https://your_domain/your_tenant/d/unifiedinbox

/initialinbox/2998$17139.htmld
注：
このデータを保存していない場合は、Workday アカウントにログインして、URL からコピーしてください。
統合が新しく追加されるたびに、これらのディープリンクを設定する必要があります。

休暇申請用のビジネスプロセスの編集
使用している Workday テナントに応じて、休暇申請を作成するビジネスプロセスを確立させます。そのビジネスプ
ロセスを、以下の手順に示すように変更します。

1. Workday で、［bp: request time off］を探して、［Request Time Off for Global Modern Services］
を選択します。

2.［Actions］>［Business Process］>［Edit Definition］と進みます。
3. 必要な場合以外は ［Effective Date］は変更せず、［OK］を選択します。
4.［Business Process Steps］で、［+］アイコンを選択して新しい行を追加します。
5.［Order］に 「b」を入力します。
6.［Type］に 「Approval」を入力します。
7.［Group］で、メニューから ［Manager］を選択します。
8.［OK］を選択して、［Done］を選択します。
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セキュリティグループの権限の管理
セキュリティグループの適切なセキュリティ権限を有効にするには、2 つの手順を実行します。最初にグループに権
限を追加し、設定をアクティブ化します。次に、セキュリティグループを追加してすべてのリストを表示し、設定を
アクティブ化します。

統合権限の追加とアクティブ化

1. Workday で、［view security group］を探します。
2.

必要なセキュリティグループを検索して選択し、［OK］を選択します。

3.［Actions］>［Security Group］>［Maintain Security Permissions］と移動します。
4.［Integration Permissions］セクションにある［Domain Security Policies permitting Get access］
フィールドで、次の権限のリストを検索し、それらすべてを追加します。検索ではコロン （:）を使用しないで
ください：

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Manage: Organization Integration
Worker Data: Public Worker Reports
Set Up: Spend Categories
Worker Data: Headcount Reports
Business Process Administration
Business Process Reporting
Set Up: Expense Item
Process: Purchase Order – View
Process: Expense Report – View
Worker Data: Active Employees
Worker Data: Current Staffing Information
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•
•
•
•

Worker Data: Time Off (Time Off Balances)
Worker Data: Time Off (Time Off)
Worker Data: Time Off
Reports: Time Tracking

5.［OK］を選択して確認し、［Done］を選択します。
6.［Activate Pending Security Policy Changes］を探します。
7.［Comment］フィールドに 「Activate」と入力し、［OK］を選択します。
8.［Confirm］チェックボックスをオンにして、［OK］を選択します。
権限が更新され、アクティブ化されました。

セキュリティグループを追加してアクティブ化し、すべてのリストを表示する

1.［bp:change job］を探して、［Change Job for Global Modern Services］を選択します。
2.［Actions］>［Business Process］>［Edit］と進みます。

3.［View All］セクションまでスクロールします。すべてを表示できるセキュリティグループのリストに、セキ
ュリティグループを追加します。

4.［OK］を選択して、［Done］を選択します。
5.［Activate Pending Security Policy Changes］を探します。
6.［Comment］フィールドに 「Activate」と入力し、［OK］を選択します。
7.［Confirm］チェックボックスをオンにして、［OK］を選択します。
権限が更新され、アクティブ化されました。
［View security group］を探し、自分のセキュリティグループを選択することによって、セキュリティグループを
表示できます。現在、［Domain Security Policy Permissions］と ［Business Process Security Policy

Permissions］の 2 つのタブがあります。
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ベース URL の検索

API 呼び出しを有効にするには、Workday 環境のベース URL（ドメイン）を入力する必要があります。形式
はhttps://{ domain } .workday.comです。たとえば、Workday REST API エンドポイントがhttps
://wd2-impl-services1.workday.com/ccx/api/v1/citrix_gmsの 場 合、 ベ ー ス URL はwd2impl-services1です。次の手順に従って、ベース URL を特定します。
1. 管理者として Workday にログオンし、［View API Clients］を探します。
2.［Workday REST API Endpoint］という最初のフィールドを見てください。形式はhttps://{ domain
} .workday.com/ccx/api/v1/{ tenant }です。

Citrix Workspace マイクロアプリへの Workday 統合の追加
Workday 統合を Citrix Workspace マイクロアプリに追加して、アプリケーションに接続します。これにより、通
知とアクションが設定済みとなっている追加設定不要のマイクロアプリを、Workspace 内で使用できるようになり
ます。
次の手順に従って、Workday HTTP 統合をセットアップします。認証オプションは事前に選択されています。プロ
セスの完了時に、これらのオプションが選択されていることを確認してください。ほとんどのユースケースでは、こ
の新しい HTTP 統合を使用することをお勧めします。この HTTP 統合は、キャッシュされたデータ構造を構成する
ためのより強力な機能です。
次の手順を実行します：

1.［マイクロアプリ統合］ページで ［新しい統合を追加］および ［Citrix 提供のテンプレートから新しい統合を
追加する］を選択します。

2.

カタログの ［統合］カテゴリから Workday タイルを選択します。

3.

統合の統合名を入力します。

4.

コネクタのパラメーターを入力します。

•

URL］を入力します。これは、たとえばwd2-impl-services1など、
Workday 環境のドメインです。ベース URL の特定について詳しくは、「ベース URL の検索」を参照し
インスタンスの ［ベース

てください。

•
•

アイコンライブラリから統合のアイコンを選択するか、デフォルトのアイコンのままにしておきます。
オンプレミス接続を作成する場合は、［オンプレミスインスタンス］を有効にします。詳しくは、「オン
プレミスインスタンス」を参照してください。
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5.［Workday ユーザー名］を入力します。
6.［Workday パスワード］を入力します。
7.［Workday テナント］を入力します。テナントの特定について詳しくは、「ベース URL の検索」を参照してく
ださい。

8.［サービス認証］で ［認証方法］メニューから ［Basic］を選択して認証の詳細を完了します。
9.［ユーザー名］と ［パスワード］を入力します。

10.［サービスアクション認証］で ［［アクション］で個別のユーザー認証を使用する］トグルを有効にします。サ
ービスアクション認証は、サービスアクションレベルで認証します。

a)［認証方法］メニューから ［OAuth 2.0］を選択して認証の詳細を完了します。
b)［許可の種類］メニューで ［認証コード］を選択します。これによって、クライアントが交換するアク
セストークン用の一時コードが付与されます。コードは認証サーバーから取得され、そこでクライアン
トが要求している情報を確認できます。この許可の種類のみが、安全なユーザーの偽装を有効にします。
これにより、アプリケーションの登録時に使用する ［コールバック URL］が表示されます

c)［トークン認証］メニューから ［認証ヘッダー］を選択します。
d)［認 証 URL］ を 入 力 し ま す。 次 は こ の 形 式 で す：{ instance_url } /{ tenant } /
authorize。これが、ターゲットアプリケーション統合をセットアップするときに提供される承認サ
ーバーの URL です。ベース URL とテナントの特定について詳しくは、「ベース URL の検索」を参照し
てください。

e)［ト ー ク ン URL］ を 入 力 し ま す。 次 は こ の 形 式 で す：{ base_url } .workday.com/ccx/
oauth2/{ tenant } /token。これが、アクセス承認トークンの URL です。
f)［クライアント ID］を入力します。クライアント ID は、承認サーバーに固有のクライアント登録情報を
表す文字列です。Google アカウントで OAuth クライアントを登録して、これとシークレットを収集
します。統合構成ページに表示される ［コールバック URL］を追加する必要があります。
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g)［クライアントシークレット］を入力します。クライアントシークレットは、ターゲットアプリケーショ
ン統合のセットアップ時に発行される一意の文字列です。

11.（オプション）この統合のレート制限をアクティブ化する場合は、［要求レート制限］を有効にし、［時間間隔］
あたりの ［要求数］を設定します。

12.（オプション）サポートのために 24 時間のログを保持するには、［ログ］を有効にします。

13.［保存］を選択して続行します。
14.［OAuth 認証］で ［承認］を選択して、サービスアカウントにログインします。Workday のログイン画面が
ポップアップで表示されます。

a) サービスアカウントのユーザー名とパスワードを入力し、［ログイン］を選択します。
b)［同意］を選択します。
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データの読み込み変数とサービスアクション変数の置換
このセットアップを完了するには、使用するテナントおよび認証に使用するユーザーの資格情報に、Workday 統合
構成の{ tenant }変数と{ user }変数を置き換える必要があります。

1.［マイクロアプリ統合］ページから、Workday 統合の横にあるメニューを選択し、［編集］を選択します。［デ
ータの読み込み］画面が開きます。開かない場合は、左側のナビゲーション列から ［データの読み込み］を選
択します。

2.

データエンドポイントごとに、
次の詳細情報を手動で追加する必要があります：{ tenant } /{ user }。
これを 6 回行います。エンドポイントの横にあるメニューを選択し、［編集］を選択します。

3.［データエンドポイントの編集］画面の ［パス］タブで、使用するテナントとユーザーを空のフィールドに追加
します。

4.［適用］を選択して、確定します。他の 5 つのデータエンドポイントについても繰り返します。

5.

サービスアクションごとに、次の詳細情報を手動で追加する必要があります：{ tenant }。これを 2 回行
います。統合の編集中に、左側のナビゲーション列から ［サービスアクション］を選択します。いずれかのサ
ービスアクションの横にあるメニューを選択し、［編集］を選択します。
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6.［サービスアクションの編集］画面の［アクションの実行］の［PATH］タブにあるテナントの値（citrix_gms2）
を使用するテナントに置き換えます。

7.［アクション後のデータ更新］を削除して再作成する必要があります。［アクション後のデータ更新］ラベルの
横にある ［削除］アイコンを選択してこのセクションを削除します。

8.［+ データ更新の追加］を選択します。
9.［データエンドポイント］メニューから ［休暇申請］を選択します。
10.［クエリ］タブを選択し、［+ パラメーターの追加］を選択します。
11.

パラメーター名に「Completed_Date_On_or_After 」と入力します。［パラメーターの選択］メニューか
ら、［タイムスタンプ］を選択します。

12.［保存］を選択して終了します。他のサービスアクションについてもこの手順を繰り返します。
これで、最初のデータ同期を設定して実行する準備ができました。統合アプリケーションからマイクロアプリプラッ
トフォームに大量のデータをプルできるので、
［テーブル］ページを使用して、最初のデータ同期のエンティティをフ
ィルタリングし、同期を高速化することをお勧めします。詳しくは、
「必要なエンティティの確認」を参照してくださ
い。同期ルール、スケジュールを満たさない同期、および拒否ルールについて詳しくは、
「データの同期」を参照して
ください。

API エンドポイントとテーブルエンティティについて詳しくは、「Workday HTTP コネクタの仕様」を参照してくだ
さい。
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Workday マイクロアプリの使用
Workday HTTP 統合テンプレートには、以下の設定済みで追加設定不要のマイクロアプリが付属しています：
有給休暇申請の作成：有給休暇（PTO）申請を提出します。
通知またはページ

ユースケースワークフロー

休暇申請ページ

タイプ、開始日、終了日の選択、およびオプションで
のコメントの追加を含む、有給休暇（PTO）申請を作
成するためのフォームを提供します。

職務変更：職務変更申請を表示して承認します。

通知またはページ

ユースケースワークフロー

承認が必要な新規職務変更申請通知

新しい職務変更の承認依頼を受け取ると、承認者は通
知を受け取ります。

職務変更の承認ページ

職務変更申請の詳細ビューを備えたアクション可能な
フォームを提供します。

承認が必要な職務変更ページ

承認者の承認待ちの職務変更申請の読み取り専用ビュ
ーを提供します。

職務変更の作成：職務変更申請を作成します。

通知またはページ

ユースケースワークフロー

職務変更の作成ページ

職務変更を作成するためのページを提供します。

Workday で Citrix Workspace マイクロアプリのデ
ィープリンクをセットアップする必要があります。

経費レポートの作成：経費レポートを作成します。

通知またはページ

ユースケースワークフロー

経費レポートの作成ページ

経費レポートを作成するためのフォームを提供します。

Workday で Citrix Workspace マイクロアプリのデ
ィープリンクをセットアップする必要があります。

自分の有給休暇申請：パーソナライズされた休暇申請一覧を表示します。
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通知またはページ

ユースケースワークフロー

休暇申請状況更新通知

有給休暇申請の状況が変更されると、有給休暇申請の
所有者は通知を受け取ります。

自分の有給休暇ページ

休暇申請の提出日とその状況を含むユーザーのアクテ
ィブな休暇申請の読み取り専用ビューを提供します。

有給休暇詳細ページ

ユーザーのすべての休暇申請の詳細ビューを提供しま
す。

有給休暇申請：有給休暇（PTO）申請を表示して承認します。
通知またはページ

ユースケースワークフロー

承認が必要な新規休暇通知

新規休暇の承認依頼を受け取ると、承認者は通知を受
け取ります。

休暇申請の承認ページ

休暇申請の詳細ビューを備えたアクション可能なフォ
ームを提供します。

承認が必要な休暇申請ページ

承認者の承認待ちの休暇申請の読み取り専用ビューを
提供します。

レガシー統合の追加
次の手順に従って、レガシー統合をセットアップします。

カスタムレポートの作成
以下の各レポートについて、Workday でカスタムレポートを作成します。添付のスプレッドシートをダウンロード
し、スプレッドシートの説明に従って正確に詳細を入力します。入力した詳細が提供されているレポートと異なる場
合、このプロセスは機能しません。たとえば、間違った名前を使用すると、レポートは生成されますが、データはダ
ウンロードされません。
次のレポートはレガシーレポートです。この統合に新しいエンドポイントを追加すると、製品ドキュメントのここに
追加されます。

1.

以下のカスタムレポートスプレッドシートのいずれかを開きます：

• Time off request details
• Event records for time off requests
• Event records for change job
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• Event records for expenses
• Event records for milestones
• Staffing activities
• Time off types per plan
注：
各プランレポートの有給休暇休暇の種類に自己参照オブジェクトを追加しないでください。

2.

上記のプロセスに従ってください。

カスタムレポート URL の生成
カスタムレポートのデータをダウンロードして通知を生成するには、カスタムレポートの URL を生成し、WSDL を
ダウンロードする必要があります。マイクロアプリの設定手順を完了するには、これらの URL が必要です。

1. Workday で、作成したカスタムレポートを開きます。
2.［Actions］を選択し、レポートの名前を選択して設定を開きます。
3.［Actions］>［Web Service］>［View URLs］ >［WSDLs］を選択します。
4.［Entered On］フィールドに日付を入力します。
5.［Workday XML］セクションにある WSDL リンクを右クリックして、
［Copy URL］を選択します。
（URL の例：
https://wd2‑impl‑services1.workday.com/ccx/service/customreport2/company_tenant/user_name/report
この URL を保存して、「Citrix Workspace マイクロアプリへの統合の追加」手順でマイクロアプリをセットアップ
するときに使用します。

有給休暇の種類のフィルタリング

PTO マイクロアプリを、バケーションや病気休暇などの特定の有給休暇タイプに限定します。Workday で次のカス
タムレポートを作成した場合、Workday で計算フィールドを作成し、次の手順でカスタムレポートをフィルタリン
グする必要があります。

• Event Records for time off requests
• Time off request details
• Time off types per plan

有給休暇申請マイクロアプリの計算フィールドの作成

2 つの計算フィールドを作成する必要があります。最初の計算フィールドは、有給休暇イベントから休暇の種類を取
得することを目的としているため、2 番目の計算フィールドを使用できます。2 番目の計算フィールドは、カスタム
レポートのフィルターとして使用されます。

1. Workday インスタンスにログオンし、［計算フィールドの作成］を見つけます。
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2.

すべてのフィールドに入力します：

•

フィールド名計算フィールドの名前を入力します。たとえば、次の形式では「SANDOVAL

CF LRV
Absence Type」としました：（
{ レポート作成者）
（CF=calculated field：計算フィールド）
（LRV=lookup
related value：関連する値の参照）（このフィールドが返す値）}。

•

ビジネスオブジェクト ［有給休暇イベント］を見つけて選択します。計算フィールドをこのビジネスオ
ブジェクトの一部にしたいと思います。

•

関数 ［関連する値の参照］を見つけて選択します。

3. 左下の ［OK］をクリックします。
4.［計算］タブで、次のフィールドに入力します：
• 参照フィールド ［Time Off Event］を見つけて選択します。
• 戻り値 ［Time Off Types for Time Off Event］を見つけて選択します
5.［OK］ > ［完了］の順にクリックします。
計算フィールドを作成しました。次に、有給休暇イベントを取得し、フィルターとして使用される 2 番目のフィール
ドを作成します。

1.
2.

繰り返しになりますが、Workday インスタンスから ［計算フィールドの作成］を見つけます。
すべてのフィールドに入力します：

•

フィールド名計算フィールドの名前を入力します。たとえば、次の形式では「SANDOVAL CF LRV Time

Off Event for Business Process」としました：{（レポート作成者）
（CF=calculated field：計算フィ
ールド）（LRV=lookup related value：関連する値の参照）
（このフィールドが返す値）}。
•

ビジネスオブジェクト ［アクションイベント］を見つけて選択します。計算フィールドをこのビジネス
オブジェクトの一部にしたいと思います。

•

関数 ［関連する値の参照］を見つけて選択します。

3. 左下の ［OK］をクリックします。
4.［計算］タブで、次のフィールドに入力します：
• 参照フィールド ［Time Off Event］を見つけて選択します。
• 戻り値作成した最初の計算フィールドを見つけて選択します。この例では、「SANDOVAL CF LRV
Absence Type」です。
5.［OK］ > ［完了］の順にクリックします。

有給休暇申請マイクロアプリの計算フィールドを使用したカスタムレポートのフィルタリング
有給休暇の種類をホワイトリストに追加するためにさきほど作成した新しい計算フィールドを使用して、有給休暇承
認に関連するカスタムレポートにフィルターを追加します。これにより、選択したすべての有給休暇の種類を取得で
きます。

1. Workday インスタンスから ［カスタムレポートの編集］を見つけ、有給休暇の承認に関連するカスタムレポ
ートを選択します。この例では、「Event Records for Time Off Requests」です。
2.［フィルター］タブを選択し、［+］をクリックして新しいフィルターを追加します。
3. 次のフィールドに入力します：
• および/またはおよび
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•

フィールド「SANDOVAL CF LRV Time Off Event for Business Process」の例では、作成した

2 番目の計算フィールドを見つけて選択します。
•
•
•

演算子 選択リストから任意のものを見つけて選択します。
比較タイプ このフィルターで指定された値を見つけて選択します。
比較値ホワイトリストに追加する有給休暇の種類を見つけて選択します。例：

–
–
–
–
–

年次休暇（日）
年次休暇（法定）
個人休暇（日）
病気休暇（日）
有給休暇

4.［OK］をクリックして保存します。
注：
有給休暇の種類を禁止するには、* 演算子フィールドを ［選択リストなし］に変更してください。これにより、
選択された有給休暇の種類を統合が取得できなくなります。

有給休暇申請の作成および自分の有給休暇申請マイクロアプリの既存のフィールドを使用したカスタムレポートのフ
ィルタリング
「Time off types per plan」カスタムレポートをフィルタリングします。
注：
すべてのカスタムレポートで同じ有給休暇の種類を使用することをお勧めします。このように、結果をホワイ
トリストに追加する、または禁止する場合、
［比較値］の値はすべてのカスタムレポートで同じです。

1. Workday インスタンスから ［カスタムレポートの編集］を見つけ、有給休暇の承認に関連するカスタムレポ
ートを選択します。この例では、「Time off request details」です。
2.［フィルター］タブを選択し、［+］をクリックして新しいフィルターを追加します。
3. 次のフィールドに入力します：
• および/またはおよび
• フィールドカスタムレポート Time Off Type を見つけて選択します。
• 演算子 選択リスト内から見つけて選択します。
• 比較タイプ このフィルターで指定された値を見つけて選択します。
• 比較値ホワイトリストに追加する有給休暇の種類を見つけて選択します。例：
– 年次休暇（日）
– 年次休暇（法定）
– 個人休暇（日）
– 病気休暇（日）
– 有給休暇
4.［OK］をクリックして保存します。
「Time off request details」カスタムレポートをフィルタリングします。
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1. Workday インスタンスから ［カスタムレポートの編集］を見つけ、有給休暇の承認に関連するカスタムレポ
ートを選択します。この例では、「Time off request details」です。
2.［サブフィルター］タブを選択し、フィルターを追加した方法と同様に、［+］をクリックして新しいサブフィル
ターを追加します。

3.

次のフィールドに入力します：

•
•
•
•
•

および/またはおよび
フィールドカスタムレポート Time Off Type for Time Off Entry を見つけて選択します。
演算子 選択リスト内から見つけて選択します。
比較タイプ このフィルターで指定された値を見つけて選択します。
比較値ホワイトリストに追加する有給休暇の種類を見つけて選択します。例：

–
–
–

有給休暇（日）
病気休暇（日）
病気休暇（時間）

4.［OK］をクリックして保存します。
Workspace でのディープリンクのセットアップ
この記事を参照したら、管理者に連絡して、Workday で Citrix Workspace マイクロアプリのディープリンクをセ
ットアップするように依頼してください。
以下のユースケースでは、対応するディープリンクが必要です。たとえば、ドメインがimpl.workday.comで
テナントがcitrix_gms2vの場合、経費レポートの作成用の URL は次のようになります：https://impl.

workday.com/citrix_gms2/d/task/2997$995.htmld：

•

経費レポートの作成 https://your_domain/your_tenant/d/task/2997$995.htmld

•

マイルストーンの作成 https://your_domain/your_tenant/d/task/2998$8704.htmld

•

職務変更の作成 https://your_domain/your_tenant/d/task/2997$4819.htmld

•

職務変更の承認/拒否（職務変更申請） https://your_domain/your_tenant/d/unifiedinbox

/initialinbox/2998$17139.htmld
注：
このデータを保存していない場合は、Workday アカウントにログインして、URL からコピーしてください。
統合が新しく追加されるたびに、これらのディープリンクを設定する必要があります。

Citrix Workspace マイクロアプリへの統合の追加
次の手順に従って、レガシーの Workday 統合をセットアップします。
次の手順を実行します：

1.

概要ページから、［はじめに］を選択します。
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［統合の管理］ページが開きます。

2.［新しい統合を追加］および ［Citrix 提供のテンプレートから新しい統合を追加する］を選択します。
3. Workday タイルを選択します。
4.［統合名］を入力します。
5.

前提条件として収集したコネクタのパラメーターを入力します。

• URL を入力して API 呼び出しを有効にします。これは、たとえばwd2-impl-services1など、
Workday 環境のドメインです。ベース URL の特定について詳しくは、「ベース URL の検索」を参照し
てください。

•［インスタンス URL］に Workday インスタンスを入力します。Workday 環境にログインし、イン
スタンスの URL をコピーして、インスタンスドメインを見つけます。たとえば、https://impl.
workday.comです。

• Workday の ［テナント］の場所を入力します。「ベース URL の検索」で Workday テナントを識別す
る例を見つけます。

• 前提条件の手順で収集した ［クライアント ID］と ［クライアントシークレット］を入力します。
•［ユーザー名］と ［パスワード］を入力します。
• 読み込む日数を入力して、データを読み込むときの日数の制限を設定します。
6. Workday が計算する休暇申請を作成して、データをダウンロードし、そのデータに基づいて通知を生成する
場合は、
［休暇モジュールを有効にしますか？
］を ［はい］に切り替えます。これらの URL とパスは、
「カスタ
ムレポート URL の生成」および「カスタムレポートパスの生成」の手順で収集しました。
•［Time off request details レポート URL］にカスタムレポート URL を入力します。
•［Time off types per plan report path］にカスタムレポートパスを入力します。
•［Event records for time off requests レポート URL］にカスタムレポート URL を入力します。
7. Workday が計算する職務変更申請を作成して、データをダウンロードし、そのデータに基づいて通知を生成
する場合は、
［職務変更モジュールを有効にしますか？
］を ［はい］に切り替えます。これらの URL は、
「カス
タムレポート URL の生成」の手順で収集しました。
•［Event records for change job レポート URL］にカスタムレポート URL を入力します。
•［Staffing activities レポート URL］にカスタムレポート URL を入力します。
8. Workday が計算する経費レポートを作成して、データをダウンロードし、そのデータに基づいて通知を生成
する場合は、
［経費モジュールを有効にしますか？
］を ［はい］に切り替えます。これらの URL は、
「カスタム
レポート URL の生成」の手順で収集しました。
•［Event records for expenses レポート URL］にカスタムレポート URL を入力します。
9.

注文書を作成して、データをダウンロードし、そのデータに基づいて通知を生成する場合は、
［注文書モジュー
ルを有効にしますか？］を ［はい］に切り替えます。これはパブリック API を使用しており、カスタムレポー
トが必要です。
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10.

マイルストーンアイテムを作成して、データをダウンロードし、そのデータに基づいて通知を生成する場合
は、
［マイルストーンアイテムをダウンロードしますか？
］を ［はい］に切り替えます。これらのパスは「カス
タムレポートパスの生成」の手順で収集しました。

•［Event records for milestone path］にカスタムレポート URL を入力します。
11.［追加］を選択します。
［マイクロアプリ統合］ページが開き、追加した統合とそのマイクロアプリが表示されています。ここから別の統合を
追加したり、追加設定不要のマイクロアプリのセットアップを続行したり、この統合用の新しいマイクロアプリを作
成したりできます。

レガシーの Workday マイクロアプリ
レガシーの Workday 統合テンプレートには、以下の設定済みで追加設定不要のマイクロアプリが付属しています：
職務変更申請：職務変更申請を表示して承認します。

通知またはページ

ユースケースワークフロー

承認が必要な新規職務変更申請通知

新しい職務変更の承認依頼を受け取ると、承認者は通
知を受け取ります。

職務変更の承認ページ

職務変更申請の詳細ビューを備えたアクション可能な
フォームを提供します。

承認が必要な職務変更ページ

承認者の承認待ちの職務変更申請の読み取り専用ビュ
ーを提供します。

職務変更の作成：職務変更申請を作成します。

通知またはページ

ユースケースワークフロー

職務変更の作成ページ

職務変更を作成するためのページを提供します。

Workday で Citrix Workspace マイクロアプリのデ
ィープリンクをセットアップする必要があります。

経費レポートの作成：経費レポートを作成します。
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通知またはページ

ユースケースワークフロー

経費レポートの作成ページ

経費レポートを作成するためのフォームを提供します。

Workday で Citrix Workspace マイクロアプリのデ
ィープリンクをセットアップする必要があります。

マイルストーンの作成：マイルストーンを作成します。

通知またはページ

ユースケースワークフロー

マイルストーンの作成ページ

マイルストーンを作成するためのフォームを提供しま
す。Workday で Citrix Workspace マイクロアプリ
のディープリンクをセットアップする必要があります。

有給休暇申請の作成：有給休暇（PTO）申請を提出します。
通知またはページ

ユースケースワークフロー

有給休暇申請ページ

タイプ、開始日、終了日の選択、およびオプションで
のコメントの追加を含む、有給休暇（PTO）申請を作
成するためのフォームを提供します。

経費レポート：経費レポートを表示して承認します。

通知またはページ

ユースケースワークフロー

承認が必要な新規経費レポート通知

新しい経費の承認依頼を受け取ると、承認者は通知を
受け取ります。

経費レポートの承認ページ

経費レポートの詳細ビューを備えたアクション可能な
フォームを提供します。

承認が必要な経費レポートページ

承認者の承認待ちの経費レポート申請の読み取り専用
ビューを提供します。

マイルストーン：マイルストーンの詳細を表示し、マイルストーンの更新を受信します。
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通知またはページ

ユースケースワークフロー

マイルストーン状況の更新通知

マイルストーンが更新されると、マイルストーンが割
り当てられた従業員は通知を受け取ります。

マイルストーンの詳細

ユーザーのすべてのマイルストーンの詳細ビューを提
供します。

マイルストーン

検索可能なユーザーのマイルストーンの一覧を提供し
ます。

自分の経費：パーソナライズされた、レポートの詳細と個々の経費項目の詳細を含む経費レポート一覧を表示します。

通知またはページ

ユースケースワークフロー

経費申請状況更新通知

経費の申請状況が変更されると、経費申請の所有者は
通知を受け取ります。

経費レポートの詳細ページ

ユーザーのすべての経費の詳細ビューを提供します。

経費レポート報告系統の詳細ぺージ

ユーザーの費用の 1 つの詳細ビューを提供します。

自分の経費ぺージ

ユーザーの経費の読み取り専用ビューを提供します。

自分の有給休暇申請：パーソナライズされた休暇申請一覧を表示します。

通知またはページ

ユースケースワークフロー

有給休暇申請状況更新通知

有給休暇申請の状況が変更されると、有給休暇申請の
所有者は通知を受け取ります。

自分の有給休暇申請ページ

休暇申請の提出日とその状況を含むユーザーのアクテ
ィブな休暇申請の読み取り専用ビューを提供します。

有給休暇申請の詳細ページ

ユーザーのすべての休暇申請の詳細ビューを提供しま
す。

注文書：注文書の詳細を含む注文書を表示します。

通知またはページ

ユースケースワークフロー

自分の注文書ページ

ユーザーのアクティブな注文書の読み取り専用ビュー
を提供します。
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通知またはページ

ユースケースワークフロー

注文書の詳細ページ

ユーザーのすべての注文書の詳細ビューを提供します。

有給休暇の残り日数：パーソナライズされた残りの休暇日数の一覧を表示します。

通知またはページ

ユースケースワークフロー

有給休暇の残り日数ページ

ユーザーの残りの休暇日数の読み取り専用ビューを提
供します。

有給休暇申請：有給休暇（PTO）申請を表示して承認します。
通知またはページ

ユースケースワークフロー

承認が必要な新規休暇通知

新規休暇の承認依頼を受け取ると、承認者は通知を受
け取ります。

休暇申請の承認ページ

休暇申請の詳細ビューを備えたアクション可能なフォ
ームを提供します。

承認が必要な休暇申請ページ

承認者の承認待ちの休暇申請の読み取り専用ビューを
提供します。

Zendesk の統合
June 16, 2022
Zendesk と統合して、デバイス、イントラネット、またはメッセンジャーから要求を送信および監視します。
注：

2 つの Zendesk 統合テンプレートが提供されています。ほとんどのユースケースでは、新しい HTTP 統合を
使用することをお勧めします。この HTTP 統合は、キャッシュされたデータ構造を構成するためのより強力な
機能です。各統合で使用可能なマイクロアプリについて詳しくは、「Zendesk マイクロアプリの使用」を参照
してください。
次のプロセスを使用して、Zendesk 統合を有効にします。前提条件を満たしていることを確認し、クライアント ID
とシークレットトークンを取得します。このプロセスを完了すると、Citrix マイクロアプリの使用によって実行され
たすべてのアクションを含む、既存のレベルの監査ログが保持されます。
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追加設定不要の Zendesk マイクロアプリの一覧については、「Zendesk マイクロアプリの使用」を参照してくださ
い。

必須条件の確認
専用の Zendesk アカウントを作成し、それを使用して Zendesk 統合をセットアップします。このアカウントには、
完全なデータアクセス特権を持つ管理者などの役割が割り当てられている必要があります。Zendesk でこの統合を
セットアップした後、Citrix Workspace マイクロアプリに統合を追加するには、以下のアーティファクトが必要に
なります：

•
•

ベース URL：ベース URL は次のモデルに従います：https://{ customer-id } .zendesk.com/。
顧客 ID：上記のように、URL の顧客 ID 部分を使用して、セットアッププロセス中にcustomer-idを置き
換えます。

•

ID：クライアント ID は、承認サーバーに固有のクライアント登録情報を表す文字列です。
Zendesk アカウントで OAuth クライアントを登録して、これとシークレットを収集します。

•

クライアントシークレット：クライアントシークレットは、ターゲットアプリケーション統合のセットアップ

クライアント

時に発行される一意の文字列です。

•
•

アカウント：サービスアカウントのユーザー名です。
パスワード：サービスアカウントのパスワードです。

統合プロセスを開始する前に、以下の前提条件を満たしておく必要があります：

• Citrix Gateway が Zendesk のシングルサインオンに対応するように構成して、ユーザーがログインすると、
再度資格情報を入力する必要がなく自動的に再ログインできるようにします。「Zendesk シングルサインオン
構成」の手順に従ってください。SSO の構成について詳しくは、「Citrix Gateway サービス」を参照してく
ださい。

Zendesk には、ユーザーがチケットにHoldステータスを割り当てることができる［Enable On-hold status］
オプションがあります。マイクロアプリの ［チケット］を使用すると、ユーザーは Zendesk チケットの詳細を表示
できます。また、［チケットの更新］ページには ［ステータス］フィールドがあり、ここでHoldはオプションです。

Zendesk インスタンスでHoldが許可されていない場合は、StatusリストからHoldアイテムを削除する必要があ
ります。詳しくは、「Zendesk マイクロアプリの使用」を参照してください。

Zendesk 統合のセットアップ
1. 専用ユーザーアカウントで www.zendesk.com にログインします。
2. 左側のサイドバーの ［Admin］（設定アイコン）を選択します。［Admin］で ［API］を選択します。
3.［OAuth Clients］タブを選択してから、［+］（プラス）アイコンを選択します。
4. アプリの クライアント名を入力します。
5.（オプション）説明、会社、および ロゴを追加します。
6. 自動入力された 一意の識別子の値を、後で使用するためにコピーしておきます。
7. 以下に示すようにリダイレクト URL を設定します。
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8.［Save］、［OK］の順に選択します。
9. ページが更新されると、事前設定された新しいシークレットフィールドが表示されます。生成されたシークレ
ットトークンを、後で使用するためにコピーしておきます。これは、この画面を終了した後には使用できませ
ん。

10.［保存］を選択します。
Citrix Workspace マイクロアプリで統合を完了する準備ができました。
コールバック URL の追加

URL を 追 加 し て、 プ ラ イ ベ ー ト デ ー タ へ の ア ク セ ス を 許 可 し、OAuth 認 証 済
み ユ ー ザ ー ア ク シ ョ ン を 有 効 に し ま す。 一 覧 の 最 初 の コ ー ル バ ッ ク は 変 更 さ れ ま せ ん。2 番 目 の コ ー ル バ
ッ ク は タ ー ゲ ッ ト ア プ リ ケ ー シ ョ ン に よ っ て 異 な り、 統 合 の 作 成 時 に URL ア ド レ ス バ ー に 表 示 さ れ ま す。
セ ク シ ョ ン {yourmicroappserverurl} は、 テ ナ ン ト 部 分、 リ ー ジ ョ ン 部 分、 環 境 部 分 で 構 成 さ れ て い ま す：
https://%7BtenantID%7D.%7Bregion(us/eu/ap‑s)%7D.iws.cloud.com。
インスタンス構成にカスタム

管理者として Zendesk にログインし、この統合用に以下の承認済みリダイレクト URL を追加します：

• https://{ yourmicroappserverurl } /admin/api/gwsc/auth/serverContext
• https://{ yourmicroappserverurl } /app/api/auth/serviceAction/callback

Citrix Workspace マイクロアプリへの統合の追加
次の手順に従って、Zendesk HTTP 統合をセットアップします。ほとんどのユースケースでは、新しい HTTP 統合
を使用することをお勧めします。認証オプションは事前に選択されています。プロセスの完了時に、これらのオプシ
ョンが選択されていることを確認してください。ほとんどのユースケースでは、この新しい HTTP 統合を使用するこ
とをお勧めします。この HTTP 統合は、キャッシュされたデータ構造を構成するためのより強力な機能です。
注：
デフォルトでは、この統合は 3 か月間のデータを同期します。目的やチケットの通常の有効期間に基づいて、こ
の値を変更することをお勧めします。フィルターは最終更新に基づいており、作成されません。これを変更する
には、データを読み込むエンドポイントで変数start_timeを変更する必要があります。「データ読み込み変
数の置換」を参照してください。
次の手順を実行します：

1.［マイクロアプリ統合］ページで ［新しい統合を追加］および ［Citrix 提供のテンプレートから新しい統合を
追加する］を選択します。

2.［統合］の下にある Zendesk タイルを選択します。
3.

統合の ［統合名］を入力します。

4.

コネクタのパラメーターを入力します。

•［ベース URL］を入力するか、例の{ customer-id }を顧客 ID に置き換えます。
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•

アイコンライブラリから統合のアイコンを選択するか、デフォルトの Zendesk アイコンのままにして
おきます。

•

オンプレミス接続を作成する場合は、［オンプレミスインスタンス］を有効にします。詳しくは、「オン
プレミスインスタンス」を参照してください。

5.［サービス認証］で ［認証方法］メニューから ［OAuth 2.0］を選択して認証の詳細を完了します。認証オプ
ションは事前に選択されています。プロセスの完了時に、これらのオプションが選択されていることを確認し
てください。OAuth 2.0 セキュリティプロトコルを使用して、委任されたアクセスの要求/承認トークンを
生成します。利用可能な場合は、サービス認証方法として常に OAuth 2.0 を使用することをお勧めします。

OAuth 2.0 は、統合が、構成済みのマイクロアプリとの最大限のセキュリティコンプライアンスを満たすこと
を保証します。

a)［許可の種類のフロー］メニューで ［認証コード］を選択します。これによって、クライアントが交換す
るアクセストークン用の一時コードが付与されます。コードは認証サーバーから取得され、そこでクラ
イアントが要求している情報を確認できます。この許可の種類のみが、安全なユーザーの偽装を有効に
します。これにより、アプリケーションの登録時に使用する ［コールバック URL］が表示されます。

b)［許可の種類の値］フィールドに「authorization_code」と入力します。
c)［トークン認証］メニューから ［認証ヘッダー］を選択します。
d)［トークンコンテンツの種類］メニューから ［URL エンコード形式］を選択します。
e)［認証 URL］を入力するか、例の{ customer-id }を顧客 ID に置き換えます。これが、ターゲット
アプリケーション統合をセットアップするときに提供される承認サーバーの URL です。
f)［トークン URL］を入力するか、例の{ customer-id }を顧客 ID に置き換えます。これが、アクセ
ス承認トークンの URL です。
g) アクセス要求のスコープを定義するために、［スコープ］の ［読み取り/書き込み］が入力されているこ
とを確認してください。

h)［クライアント ID］を入力します。クライアント ID は、承認サーバーに固有のクライアント登録情報を
表す文字列です。Zendesk アカウントで OAuth クライアントを登録して、これとシークレットを収集
します。統合構成ページに表示される ［コールバック URL］を追加する必要があります。
i)［クライアントシークレット］を入力します。クライアントシークレットは、ターゲットアプリケーショ
ン統合のセットアップ時に発行される一意の文字列です。

j)［ヘッダープレフィックス］を入力します。（オプション）ベアラープレフィックスがデフォルトのヘッダ
ーと異なる場合、ヘッダープレフィックスを入力します。
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a)［OAuth 2.0］認証方式を選択した場合、［+ パラメーターの追加］を選択して ［アクセストークンパラ
メーター］を含めます。アクセストークンパラメーターでは、ターゲットアプリケーション承認サーバ
ーによる要求に従って、必要に応じてアクセストークンパラメーターを定義します。

6.［サービスアクション認証］で ［［アクション］で個別のユーザー認証を使用する］を有効にします。サービス
アクション認証は、サービスアクションレベルで認証します。資格情報は、サービス認証レベルと同じです。
認証オプションは事前に選択されています。プロセスの完了時に、これらのオプションが選択されていること
を確認してください。

a)［認証方法］メニューから ［OAuth 2.0］を選択して認証の詳細を完了します。
b)［許可の種類のフロー］メニューで ［認証コード］を選択します。これによって、クライアントが交換す
るアクセストークン用の一時コードが付与されます。コードは認証サーバーから取得され、そこでクラ
イアントが要求している情報を確認できます。この許可の種類のみが、安全なユーザーの偽装を有効に
します。これにより、アプリケーションの登録時に使用する ［コールバック URL］が表示されます。

c)［許可の種類の値］フィールドに「authorization_code」と入力します。
d)［トークン認証］メニューから ［認証ヘッダー］を選択します。
e)［トークンコンテンツの種類］メニューから ［URL エンコード形式］を選択します。
f)［認証 URL］を入力するか、例の{ customer-id }を顧客 ID に置き換えます。これが、ターゲット
アプリケーション統合をセットアップするときに提供される承認サーバーの URL です。
g)［トークン URL］を入力するか、例の{ customer-id }を顧客 ID に置き換えます。これが、アクセ
ス承認トークンの URL です。
h) アクセス要求のスコープを定義するために、［スコープ］の ［読み取り/書き込み］が入力されているこ
とを確認してください。

i)［クライアント ID］を入力します。クライアント ID は、承認サーバーに固有のクライアント登録情報を
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表す文字列です。Zendesk アカウントで OAuth クライアントを登録して、これとシークレットを収集
します。統合構成ページに表示される ［コールバック URL］を追加する必要があります。

j)［クライアントシークレット］を入力します。クライアントシークレットは、ターゲットアプリケーショ
ン統合のセットアップ時に発行される一意の文字列です。

k)［ヘッダープレフィックス］を入力します。（オプション）ベアラープレフィックスがデフォルトのヘッダ
ーと異なる場合、ヘッダープレフィックスを入力します。

7.［要求レート制限］トグルが有効になっており、［時間間隔］あたりの ［要求数］が ［500］ /分に設定されてい
ます。

8.（オプション）サポートのために 24 時間のログを保持するには、［ログ］を有効にします。
9.［要求タイムアウト］フィールドは、デフォルトで 120 に設定されています。

10.［保存］を選択して続行します。
11.［OAuth 認証］で ［承認］を選択して、サービスアカウントにログインします。Webex のログイン画面がポ
ップアップで表示されます。

a)

サービスアカウントのユーザー名とパスワードを入力し、［ログイン］を選択します。
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b)［同意］を選択します。

次の手順に進み、セットアッププロセスを完了します。

データ読み込み変数の置換
デフォルトでは、完全同期中に、この統合は過去 3 か月間に変更されたチケットのみを読み込みます。これを変更す
る必要がある場合は、この統合データ読み込み設定で ［チケット］エンドポイントのstart_timeテンプレート変
数パラメーターを変更します目的やチケットの通常の有効期間に基づいて、この値を変更することをお勧めします。
フィルターは最終更新に基づいており、作成されません。

1.［マイクロアプリ統合］ページから、Zendesk 統合の横にあるメニューを選択し、［編集］を選択します。［デ
ータの読み込み］画面が開きます。設定画面が表示されている場合は、左側のナビゲーション列から ［データ
の読み込み］を選択します。

2.［チケット］エンドポイントの隣にあるメニューを選択して ［編集］を選択するか、エンドポイントの名前「チ
ケット」を選択します。

3.［データエンドポイントの編集］画面の ［テンプレート変数］で、必要に応じて、変数start_timeの値を、
変更したい時間パラメーターの値と数値に置き換えます。

4.

画面下部の ［適用］を選択し、確定します。

これで、最初のデータ同期を設定して実行する準備ができました。同期ルール、スケジュールを満たさない同期、お
よび拒否ルールについて詳しくは、「データの同期」を参照してください。

API エンドポイントとテーブルエンティティについて詳しくは、「Zendesk コネクタの仕様」を参照してください。
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Zendesk マイクロアプリの使用
既存のアプリケーション統合には、追加設定不要のマイクロアプリが付属しています。これらのマイクロアプリから
開始して、ニーズに合わせてカスタマイズします。
注：

2 つの Zendesk 統合テンプレートが提供されています。ほとんどのユースケースでは、古い Java ベースの統
合よりも新しい HTTP 統合を使用することをお勧めします。それぞれに含まれるマイクロアプリは多少異なり
ます。

Zendesk マイクロアプリの使用
Zendesk HTTP 統合には、以下の設定済みで追加設定不要のマイクロアプリが付属しています：
チケットの追加： Zendesk チケットを送信します。
通知またはページ

ユースケースワークフロー

チケット追加ページ

チケットを送信するためのフォームを提供します。

チケット：詳細な Zendesk チケットを表示します。Zendesk インスタンスでHoldが許可されていない場合は、
［チ
ケット更新］ページでStatusリストからHoldアイテムを削除する必要があります。

通知またはページ

ユースケースワークフロー

新規チケット割り当て（変更）通知

既存のチケットがユーザーに割り当てられると、ユー
ザーは通知を受け取ります。

新規チケット割り当て（新規）通知

新しいチケットがユーザーに割り当てられると、ユー
ザーは通知を受け取ります。

チケット状況変更通知

チケットの状況が変更されると、チケットの送信者は
通知を受け取ります。

チケット更新通知

チケットが更新されると、送信者は通知を受け取りま
す。

コメントの追加ページ

チケットにコメントを追加するためのページが表示さ
れます。

コメントの詳細ページ

コメントの読み取り専用ビューとコメントの詳細が表
示されます。

自分のチケットページ

パーソナライズされた、ユーザーに関連するチケット
とチケットの詳細へのリンクの一覧を提供します。

チケットの詳細ページ

チケットの詳細の読み取り専用ビューを提供します。
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通知またはページ

ユースケースワークフロー

チケット更新ページ

管理者がチケットを変更するためのページが表示され
ます。フィールドには、
［優先度］
、
［種類］
、
［ステータ
ス］などがあります。

Zendesk レガシー統合の追加
以下の手順に従って、従来の Java ベースの Zendesk 統合をセットアップします。
次の手順を実行します：

1.［マイクロアプリ統合］ページで ［新しい統合を追加］および ［Citrix 提供のテンプレートから新しい統合を
追加する］を選択します。

2.［レガシー］下で Zendesk タイルを選択します。
3.

統合の名前を入力します。
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4.

前提条件として収集したコネクタのパラメーターを入力します。

• インスタンスの ［URL］を入力します。
•［Client ID］を入力します。この値は、アプリケーションを Zendesk に登録したときに取得した一意
の識別子です。

•

クライアントシークレットを入力します。この値は、Zendesk でアプリケーションを登録したときに
コピーされたシークレットです。

•

読み込むチケットの月数の値を選択します。

5.［Zendesk アカウントでログインする］を選択して、OAuth 認証を有効にします。Zendesk サインインペー
ジが新しいタブで開きます。アカウント名の入力、アクセスの確認、パスワードの入力を求められます。

6.［追加］を選択します。
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［マイクロアプリ統合］ページが開き、追加した統合とそのマイクロアプリが表示されています。ここから別の統合を
追加したり、追加設定不要のマイクロアプリのセットアップを続行したり、この統合用の新しいマイクロアプリを作
成したりできます。
これで、最初のデータ同期を設定して実行する準備ができました。統合アプリケーションからマイクロアプリプラッ
トフォームに大量のデータをプルできるので、
［テーブル］ページを使用して、最初のデータ同期のエンティティをフ
ィルタリングし、同期を高速化することをお勧めします。詳しくは、
「必要なエンティティの確認」を参照してくださ
い。同期ルール、スケジュールを満たさない同期、および拒否ルールについて詳しくは、
「データの同期」を参照して
ください。

API エンドポイントとテーブルエンティティについて詳しくは、「Zendesk コネクタの仕様」を参照してください。
従来の Zendesk マイクロアプリ

Java ベースの Zendesk 統合には、以下の設定済みで追加設定不要のマイクロアプリが付属しています：

チケットの追加： Zendesk チケットを送信します。
通知またはページ

ユースケースワークフロー

チケットの送信ページ

チケットを送信するためのフォームを提供します。

チケット：詳細な Zendesk チケットを表示します。
通知またはページ

ユースケースワークフロー

新規チケット割り当て（変更）通知

既存のチケットがユーザーに割り当てられると、ユー
ザーは通知を受け取ります。

新規チケット割り当て（新規）通知

新しいチケットがユーザーに割り当てられると、ユー
ザーは通知を受け取ります。
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通知またはページ

ユースケースワークフロー

チケット状況変更通知

チケットの状況が変更されると、チケットの送信者は
通知を受け取ります。

チケット更新通知

チケットが更新されると、送信者は通知を受け取りま
す。

自分のチケットページ

パーソナライズされた、ユーザーに関連するチケット
とチケットの詳細へのリンクの一覧を提供します。

チケットの詳細ページ

チケットの詳細の読み取り専用ビューを提供します。

Zoom の統合
December 2, 2022
Zoom 向けの Citrix 統合を展開して、任意の場所、および任意のデバイスまたはイントラネットからミーティングを
スケジュールします。Zoom との統合により、ユーザーは次のことができるようになります：
• 1 回限りのまたは定期的な会議の作成、共同主催者の追加、異なるタイムゾーンの選択。このマイクロアプリ
は、ユーザーがスケジュールしたミーティングの招待状の詳細も提供します。

• 作成したミーティングの表示、編集、開始。
• Zoom の業務時間ミーティングのスケジュール設定。
• ミーティング終了後、ミーティング録画通知の受け取り、録画の再生。
注：
ご意見・ご要望をお待ちしています。この統合テンプレートに関するフィードバックをお送りください。また、
問題についてはサポートチームが専用のフォーラムを毎日確認いたします。
すぐに利用可能な Zoom 用のマイクロアプリの包括的な詳細については、
「Zoom 用マイクロアプリの使用」を参照
してください。

必須条件の確認
これらの前提条件は、管理者が組織の Zoom 統合セットアップの一部であることを前提としています。この Zoom
管理者アカウントには、ユーザー情報の完全な読み取り権限が必要です。Zoom でこの統合をセットアップした後、

Citrix Workspace マイクロアプリに統合を追加するには、以下のアーティファクトが必要になります：
•
•
•
•

ベース URL：https://api.zoom.us/v2/
認証 URL：https://zoom.us/oauth/authorize
トークン URL：https://zoom.us/oauth/token
クライアント ID：クライアント ID は、承認サーバーに固有のクライアント登録情報を表す文字列です。
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•

シークレット：クライアントシークレットは、ターゲットアプリケーション統合のセットアップ時に発行され
る一意の文字列です。

注：
利用可能な場合は、サービス認証方法として常に OAuth 2.0 を使用することをお勧めします。OAuth 2.0 は、
統合が、構成済みのマイクロアプリとの最大限のセキュリティコンプライアンスを満たすことを保証します。

Citrix Gateway が Zoom のシングルサインオンに対応するように構成して、ユーザーがログインすると、再度
資格情報を入力する必要がなく自動的に再ログインできるようにします。SSO の構成について詳しくは、「Citrix
Gateway サービスhttps://docs.citrix.com/en‑us/citrix‑gateway‑service/」を参照してください。
統合では Zoom インスタンスへの定期的なアクセスが必要なので、Zoom で専用のユーザーアカウントを作成する
ことをお勧めします。https://marketplace.zoom.us/docs/api‑reference/other‑references/privilegesで権
限/特権を表示できます。このアカウントには、次の権限が必要です：

•

サービスアカウントに必要な権限：完全な管理者特権

特定のリソースに対して実行できる API 要求の数は限られているため、以下をお勧めします：

• Zoom API 制限フォームのリンク：https://marketplace.zoom.us/docs/api‑reference/rate‑limits
• 推奨プラン：ビジネス
新しいサービスアカウントの作成
次にサインインします：https://zoom.us/signin。新しいサービスアカウントについては、以下の URL を参照して
ください：https://marketplace.zoom.us/docs/guides/getting‑started

OAuth サーバーの構成
Zoom 統合を介してデータを読み取るように OAuth サーバーを構成します。
1.

次の場所にサービスアカウントでログインします：https://marketplace.zoom.us/。

2.

右上の ［Develop］ドロップダウンメニューを選択します。

3.［Build App］選択します。
4. OAuth アプリ用に ［Create］を選択し、［Account‑Level App］としてアプリタイプを選択します。
5.

アプリをマーケットプレイスに公開するためのトグルを無効にして、［Create］を選択します。

6.

この統合に対して次の許可されたリダイレクト URL を ［Redirect URL］フィールドと ［Whitelist URL］
フィールドに入力します。次に、［Continue］を選択します。

• https://{ yourmicroappserverurl } /admin/api/gwsc/auth/serverContext
7.

必須フィールドに入力して、［Continue］を選択します。
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8.［Scopes］セクションで、［Add Scopes］を選択し、［Add Scopes］、［Recording］、および ［User］を
選択します。次に、［Done］を選択します。
9.［Install］を選択します。アプリを承認するための新しいタブが開き、［Install］を選択してタブを閉じます。
10.

画面に表示されている ClientId と Secret をコピーして保存します。統合を構成するときに、これらの詳細
をサービス認証に使用します。

OAuth クライアントの構成
Zoom 統合を通じてデータをライトバックするように OAuth クライアントを構成します。
1.

上記のように、サービスアカウントでログインします：https://marketplace.zoom.us/。

2.

右上の ［Develop］ドロップダウンメニューを選択します。

3.［Build App］選択します。
4. OAuth アプリ用に ［Create］を選択し、［User‑Managed App］としてアプリタイプを選択します。
5.

アプリをマーケットプレイスに公開するためのトグルを無効にして、［Create］を選択します。

6.

この統合に対して次の許可されたリダイレクト URL を ［Redirect URL］フィールドと ［Whitelist URL］
フィールドに入力します。次に、［Continue］を選択します。

• <https://{ yourmicroappserverurl } /app/api/auth/serviceAction/
callback>

7.

必須フィールドに入力して、［Continue］を選択します。

8.［Scopes］セクションで、［Add Scopes］を選択し、［Add Scopes］、［Recording］、および ［User］を
選択します。次に、［Done］を選択します。
9.［Install］を選択します。アプリを承認するための新しいタブが開き、［Install］を選択してタブを閉じます。
10.

画面に表示されている ClientId と Secret をコピーして保存します。統合を構成するときに、これらの詳細
をサービスアクション認証に使用します。

統合の追加

Zoom ミーティング統合を Citrix Workspace マイクロアプリに追加して、アプリケーションに接続します。認証オ
プションは事前に選択されています。プロセスの完了時に、これらのオプションが選択されていることを確認してく
ださい。これにより、通知とアクションが設定済みとなっている追加設定不要のマイクロアプリを、Workspace 内
で使用できるようになります。
次の手順を実行します：

1.［マイクロアプリ統合］ページで ［新しい統合を追加］および ［Citrix 提供のテンプレートから新しい統合を
追加する］を選択します。
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2. Zoom ミーティングタイルを選択します。
3.

統合の統合名を入力します。

4.

コネクタのパラメーターを入力します。

•
•

インスタンスのベース URL を入力します：https://api.zoom.us/v2/
アイコンライブラリから統合のアイコンを選択するか、デフォルトのアイコンのままにしておきます。

5.［サービス認証］で ［認証方法］メニューから ［OAuth 2.0］を選択して認証の詳細を完了します。認証オプ
ションは事前に選択されています。プロセスの完了時に、これらのオプションが選択されていることを確認し
てください。OAuth 2.0 セキュリティプロトコルを使用して、委任されたアクセスの要求/承認トークンを
生成します。利用可能な場合は、サービス認証方法として常に OAuth 2.0 を使用することをお勧めします。

OAuth 2.0 は、統合が、構成済みのマイクロアプリとの最大限のセキュリティコンプライアンスを満たすこと
を保証します。

a)［許可の種類］メニューで ［認証コード］を選択します。これによって、クライアントが交換するアク
セストークン用の一時コードが付与されます。コードは認証サーバーから取得され、そこでクライアン
トが要求している情報を確認できます。この許可の種類のみが、安全なユーザーの偽装を有効にします。
これにより、アプリケーションの登録時に使用する ［コールバック URL］が表示されます

b)［トークン認証］メニューから ［認証ヘッダー］を選択します。
c)［認証 URL］は事前に入力されています：https://zoom.us/oauth/authorize
d)［トークン URL］は事前に入力されています：https://zoom.us/oauth/token
e)

スコープに以下が入力されていることを確認します：meeting:read:admin,recording:read:admin,user:read:adm

meeting:read,meeting:write
注：
「Create a Meeting」マイクロアプリを有効にする場合：meeting:read,meeting:write, meet‑
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ing:read:admin
、「Upcoming Meetings（Current Week）」 マ イ ク ロ ア プ リ を 有 効 に す る 場 合：meet‑
ing:read,meeting:write, meeting:read:admin
、「My Office Hours」 マ イ ク ロ ア プ リ を 有 効 に す る 場 合：meeting:read,meeting:write,
meeting:read:admin
、「Meeting Recordings」マイクロアプリを有効にする場合：recording:read:admin
f)［クライアント ID］を入力します。クライアント ID は、承認サーバーに固有のクライアント登録情報を
表す文字列です。OAuth サーバーを構成したときに、クライアント ID とシークレットを収集します。
統合構成ページに表示される ［コールバック URL］を追加する必要があります。
g)［クライアントシークレット］を入力します。クライアントシークレットは、ターゲットアプリケーショ
ン統合のセットアップ時に発行される一意の文字列です。

6.［サービスアクション認証］で ［［アクション］で個別のユーザー認証を使用する］トグルを有効にします。サ
ービスアクション認証は、サービスアクションレベルで認証します。認証オプションは事前に選択されていま
す。プロセスの完了時に、これらのオプションが選択されていることを確認してください。

a)［認証方法］メニューから ［OAuth 2.0］を選択して認証の詳細を完了します。
b)［許可の種類］メニューで ［認証コード］を選択します。これによって、クライアントが交換するアク
セストークン用の一時コードが付与されます。コードは認証サーバーから取得され、そこでクライアン
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トが要求している情報を確認できます。この許可の種類のみが、安全なユーザーの偽装を有効にします。
これにより、アプリケーションの登録時に使用する ［コールバック URL］が表示されます

c)［トークン認証］メニューから ［認証ヘッダー］を選択します。
d)［認証 URL］は事前に入力されています：https://zoom.us/oauth/authorize
e)［トークン URL］は事前に入力されています：https://zoom.us/oauth/token
f)［クライアント ID］を入力します。クライアント ID は、承認サーバーに固有のクライアント登録情報を
表す文字列です。OAuth クライアントを構成したときに、クライアント ID とシークレットを収集しま
す。統合構成ページに表示される ［コールバック URL］を追加する必要があります。
g)［クライアントシークレット］を入力します。クライアントシークレットは、ターゲットアプリケーショ
ン統合のセットアップ時に発行される一意の文字列です。

7.［要求レート制限を有効にする］トグルを有効にします。［要求数］に「55」と入力し、［時間間隔］に「1 秒」
と入力します。
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8.（オプション）サポートのために 24 時間のログを保持するには、［ログ］を有効にします。
9.［保存］を選択して続行します。
10.［OAuth 認証］で ［承認］を選択して、サービスアカウントにログインします。Zoom のログイン画面がポッ
プアップで表示されます。

a) サービスアカウントのユーザー名とパスワードを入力し、［ログイン］を選択します。
b)［同意］を選択します。

［マイクロアプリ統合］ページが開き、追加した統合とそのマイクロアプリが表示されています。ここから別の統合を
追加したり、追加設定不要のマイクロアプリのセットアップを続行したり、この統合用の新しいマイクロアプリを作
成したりできます。
これで、最初のデータ同期を設定して実行する準備ができました。統合アプリケーションからマイクロアプリプラッ
トフォームに大量のデータをプルできるので、
［テーブル］ページを使用して、最初のデータ同期のエンティティをフ
ィルタリングし、同期を高速化することをお勧めします。詳しくは、
「必要なエンティティの確認」を参照してくださ
い。同期ルール、スケジュールを満たさない同期、および拒否ルールについて詳しくは、
「データの同期」を参照して
ください。

API エンドポイントとテーブルエンティティについて詳しくは、「Zoom HTTP コネクタの仕様」を参照してくだ
さい。アクセスと利用者の管理について詳しくは、「利用者を割り当てる」を参照してください。統合を削除するに
は、［マイクロアプリ統合］ページから、アンインストールする統合の横にあるメニューを選択します。［統合の削除］
を選択して確認します。

Zoom 用マイクロアプリの使用
既存のアプリケーション統合には、追加設定不要のマイクロアプリが付属しています。これらのマイクロアプリから
開始して、ニーズに合わせてカスタマイズします。
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ミーティングの作成：好みに応じてミーティングをスケジュールします。ユーザーは、ミーティングのタイトル、期
間、開始日、共同ホストなどを選択できます。

通知またはページ

ユースケースワークフロー

ミーティングの作成ページ

ユーザー設定に従って、次の詳細情報でミーティング
をスケジュールするためのフォームを提供します：ミ
ーティングのタイトル、開始時間、期間、繰り返し（1
回、毎日、毎週、毎月）
、パスワード、共同ホスト、ミ
ーティングのダイヤルイン番号。

新しい 1 回限りのミーティングページ

このページには、1 回限りのミーティングを ［詳細を
表示］ボタンを使用して作成した場合の成功メッセー
ジが表示されます。

新しい定期的なミーティングページ

このページには、作成されたミーティングの成功メッ
セージと、定期的なミーティングの ［詳細を表示］ボ
タンが表示されます。

招待ページ

ミーティングのトピック、パスワード、カレンダーの
詳細、頻度の詳細、参加 URL、開始時間、ミーティン
グ ID、ダイヤルイン番号など、ミーティングの作成後
すぐに招待状の詳細を提供します。

近日中の会議（今週）
：今週予定されているすべてのミーティングを表示します。ユーザーはミーティングを編集して
開始できます。

通知またはページ

ユースケースワークフロー

1 回限りの会議リマインダー通知

1 回限りのミーティングの開始時間が 1 時間未満の場
合、ミーティングのホストは通知を受け取ります。

定期的な会議リマインダー通知

定期的なミーティングの開始時間が 1 時間未満の場合、
ミーティングのホストは通知を受け取ります。

すべての会議ページ

トピックに基づいてミーティングをフィルタリングす
る検索オプションを使用して、今週の 1 回限りのミー
ティングおよび定期的なミーティングの今後のすべて
のミーティングに関する情報を提供します。

1 回限りの会議詳細ページ

［Edit］ボタンと［Start］ボタンのオプションを使用し
て、ミーティングのトピック、パスワード、カレンダ
ーの詳細、参加 URL、開始時間、ミーティング ID、ダ
イヤルイン番号など、今後の 1 回限りのミーティング
の招待状の詳細を提供します。
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通知またはページ
定期的な会議詳細ページ

ユースケースワークフロー
［Edit］ボタンと［Start］ボタンのオプションを使用し
て、ミーティングのトピック、パスワード、カレンダ
ーの詳細、定期的な詳細、参加 URL、開始時間、ミー
ティング ID、ダイヤルイン番号など、今後の 1 回限り
のミーティングの招待状の詳細を提供します。

1 回限りの会議編集ページ

ユーザー設定に従って、次の詳細情報で 1 回限りのミ
ーティングを編集するためのフォームを提供します：
ミーティングのタイトル、開始時間、期間、タイムゾ
ーン、頻度（1 回、毎日、毎週、毎月）
、パスワード、共
同ホスト。

定期的な会議編集ページ

ユーザー設定に従って、次の詳細情報で 1 回限りのミ
ーティングを編集するためのフォームを提供します：
ミーティングのタイトル、開始時間、期間、タイムゾ
ーン、頻度（1 回、毎日、毎週、毎月）
、パスワード、共
同ホスト。この頻度を保存し、すべての頻度を保存す
るオプション付き。

1 回限りの会議リマインダーページ

ミーティングのトピック、パスワード、カレンダーの
詳細、参加 URL、開始時間、ミーティング ID、
［Start］
ボタンと［Close］ボタンのオプションを備えたダイ
ヤルイン番号など、今後の 1 回限りのミーティングに
関する招待状の詳細を提供します。

定期的な会議リマインダーページ

ミーティングのトピック、パスワード、カレンダーの
詳細、参加 URL、開始時間、ミーティング ID、
［Start］
ボタンと［Close］ボタンのオプションを備えたダイ
ヤルイン番号など、今後の定期的なミーティングに関
する招待状の詳細を提供します。

自分の業務時間：好みに応じて、業務時間ミーティングをスケジュール設定します。ユーザーは、期間、開始日、ダ
イヤルイン番号などを選択できます。

通知またはページ

ユースケースワークフロー

Virtual Office Hours

今月のテーブルにスケジュールされた業務時間ミーテ
ィングの詳細を提供します。このページは、今月のミ
ーティングをスケジュールしなかった場合に、ユーザ
ーがその分の業務時間を作成するのにも役立ちます。
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通知またはページ

ユースケースワークフロー

Setup Virtual Hours

ユーザー設定に従って、次の詳細情報で常務時間ミー
ティングをスケジュールするためのフォームを提供し
ます：開始時間、日付、期間、タイムゾーン、頻度（1
回、毎日、毎週、毎月）
、パスワード、ミーティングの
ダイヤルイン番号。

新しいミーティング

「View Detail」ボタンを使用してミーティングが正常
に作成されると、成功メッセージが表示されます。

招待

ミーティングのトピック、パスワード、カレンダーの
詳細、頻度の詳細、参加 URL、開始時間、ミーティン
グ ID、ダイヤルイン番号など、ミーティングの作成後
すぐに招待状の詳細を提供します。

Edit Office Hours

開始時刻、期間、日付などの次のフィールドのユーザ
ー設定に従って、スケジュールされた業務時間ミーテ
ィングをユーザーが編集できるようにします。

会議録画：過去 7 日間のすべての会議の録画を表示します。また、ユーザーは任意のデバイスから録画を再生できま
す。

通知またはページ

ユースケースワークフロー

会議録画通知

新しいミーティングの録画が使用可能になると、ミー
ティングのホストは通知を受け取ります。

録画表ページ

過去 7 日間のホストのすべてのミーティング録画を表
示する表が表示されます。

Recording Details

［Play Recording］ボタンのオプションを使用して、
ミーティングのトピック、日付、時刻、ダウンロード

URL などのレコーディングの詳細情報を提供します。

統合テンプレートコネクタの仕様

June 16, 2022
テンプレートアプリケーション統合で追加設定不要のマイクロアプリを使用するか、または独自に構築するかを設定
する場合には、コネクタ仕様を使用します。開始する前に、アプリケーション統合を構成するためのベストプラクテ
ィスを確認してください。テンプレート統合とその追加設定不要のマイクロアプリの一覧については、
「テンプレート
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統合のセットアップ」を参照してください。
コネクタ仕様の詳細は次のとおりです：

• API エンドポイント
• サービスアクション
• エンティティと属性
以下のコネクタの仕様は、Citrix マイクロアプリのテンプレート統合で使用できます：

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Citrix Cloud Status Hub
Citrix Podio コネクタの仕様
Citrix DaaS コネクタの仕様
Covid‑19 自己申告コネクタの仕様
Employee Survey App コネクタの仕様
Adobe Sign コネクタの仕様
SAP Ariba HTTP コネクタの仕様
Blackboard Learn コネクタの仕様
Cherwell コネクタの仕様
SAP Concur コネクタの仕様
DocuSign コネクタの仕様
Google Analytics コネクタの仕様
Google カレンダー HTTP コネクタの仕様
Google ディレクトリ HTTP コネクタの仕様
Google ディレクトリと Google カレンダーのレガシーコネクタの仕様
Google Meet コネクタの仕様
GoToMeeting コネクタの仕様
Jira HTTP コネクタの仕様
Jira コネクタの仕様
MS Dynamics HTTP コネクタの仕様
MS Dynamics コネクタの仕様
MS Outlook コネクタの仕様
MS Teams コネクタの仕様
Oracle HCM コネクタの仕様
Podio コネクタの仕様
Power BI コネクタの仕様
Power BI HTTP コネクタの仕様
RSS コネクタの仕様
Salesforce HTTP コネクタの仕様
Salesforce コネクタの仕様
ServiceNow HTTP コネクタの仕様
ServiceNow コネクタの仕様
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•
•
•
•
•
•
•
•

SocialChorus コネクタの仕様
SAP SuccessFactors コネクタの仕様
Tableau コネクタの仕様
Webex コネクタの仕様
Workday コネクタの仕様
Workday HTTP コネクタの仕様
Zendesk コネクタの仕様
Zoom コネクタの仕様

統合とマイクロアプリのエクスポートとインポート

December 7, 2021
マイクロアプリサービスでは、統合とマイクロアプリを簡単にエクスポートおよびインポートするオプションを使用
できます。
エクスポートでは、以下が可能です：

•
•

統合のみのエクスポート。すべてのまたは選択したマイクロアプリが含まれます。
既存の統合からのマイクロアプリの個別のエクスポート。

インポートでは、以下が可能です：

•
•

統合のみのインポート。すべてのマイクロアプリが含まれます。
現在のマイクロアプリの新しいバージョンに加え、既存のエクスポートファイルからのマイクロアプリの個別
のインポート。

長所
統合とマイクロアプリのインポートおよびエクスポートは、次のシナリオで使用できます：

•
•
•
•

既存の統合とマイクロアプリをバックアップおよび復元する。
統合を含む追加のマイクロアプリの開発にかかる時間を短縮する。
本番環境の統合に影響を与えずに新しい構成のテストを実施する。
提案されたソリューションをテストする安全な方法を開発できるようにして、トラブルシューティングを実行
する。

•

組織内の他のマイクロアプリ開発者、またはより広範な Citrix マイクロアプリプラットフォーム開発者コミュ
ニティと協力する。
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エクスポート機能
エクスポート機能では、さまざまな設定と構成が、.mapp 拡張子を持つファイルにパッケージ化されます。このファ
イルはマイクロアプリ管理コンソールにインポートできます。.mapp ファイルには 2 種類あります。1 つは統合用
で、もう 1 つはマイクロアプリ用です。
注
ユーザー ID、パスワード、OAUTH クライアント ID、クライアントシークレットなどの機密データは、このエ
クスポートファイルには含まれません。
テンプレート統合の.mapp 構成ファイルには、以下が含まれています：

•
•

同期のスケジュールと構成
テーブル

–
–
–
•
•
•

スキーマ編集オプション
選択された属性
フィルターとフィルタークエリ

関係
アクション
構成

–
–
–

–
–
–
–

統合名
コネクタのパラメーター

*

サービス URL

*
*

ユーザー名

サービス認証

パスワード

ユーザー認証方法
その他のパラメーター
オンプレミス構成
ログ

注
マイクロアプリはエクスポートされますが、以前に構成されたサブスクライバーはエクスポートされません。マ
イクロアプリをインポートしたら、サブスクライバーを再構成する必要があります。詳しくは、「利用者を割り
当てる」を参照してください。

HTTP 統合の.mapp 構成ファイルには、以下が含まれています：
•

データの読み込み

–
•
•
•

データエンドポイント（チェーン化した子エンドポイントを含む）

テーブル
関係
サービスアクション
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•

構成

–
–
–
–
–
–

–

統合名
コネクタのパラメーター

*

ベース URL

アイコン
オンプレミスインスタンス
サービス認証

*

認証方法

*
*

アクションでの個別のユーザー認証の使用

サービスアクション認証

認証方法

ログ

マイクロアプリの.mapp 構成ファイルには、以下が含まれています：

•

プロパティ

– 名前
– 説明
– アイコン
– 操作（アクション）
–（アクションページ）
•

通知

–
–
–
–
–
–
•

トリガー

トグル
コンテンツ

*

アクションボタン

ターゲットページ
設定

*

条件

有効期限条件

すべてのページのプロパティとアクション
すべてのページのフォーマット
すべてのページのコンポーネントと設定
呼び出されたすべてのアクション

ローカライズ

–
•

*

ページ

–
–
–
–
•

名前

すべてのローカライズ設定

メタデータ

–
–

マイクロアプリの構築に使用された統合の識別。
統合データキャッシュ層へのマイクロアプリコンポーネントのマッピング構造は、新たな統合に適切に
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マップする必要があります。

–

利用者の設定はエクスポートされません。

構成のエクスポート
構成ファイルをエクスポートするには、次の手順に従います：

1. マイクロアプリ管理コンソールを開いて、エクスポートする統合を見つけます。
2. 統合の省略記号メニューをクリックして、［統合のエクスポート］を選択します。
3.［ベンダー］および ［説明］フィールドにオプションの値を入力します。
4. エクスポートファイルに含めるマイクロアプリを選択または選択解除します。
5.［エクスポート］を選択します。
6. 結果の.mapp ファイルを安全な場所に保存します。
統合の.mapp 構成ファイルが、ローカルマシンに.mapp ファイル形式でエクスポートされます。

マイクロアプリのエクスポート
マイクロアプリファイルをエクスポートするには、次の手順に従います：

1.
2.
3.

マイクロアプリ管理コンソールを開いて、マイクロアプリのエクスポート元の統合を見つけます。
エクスポートするマイクロアプリの省略記号メニューをクリックして、［エクスポート］を選択します。
結果の.mapp ファイルを安全な場所に保存します。
統合の.mapp 構成ファイルが、ローカルマシンに.mapp ファイル形式でエクスポートされます。

インポート機能
統合構成とマイクロアプリをインポートする場合、エクスポート/インポートワークフローを開始する前に、以下を考
慮してください：

•
•
•

インポート後の統合の状態。
エクスポートした統合の種類と構成されている設定に応じて、統合構成を更新する必要があります。
インポート後、統合ステータスに「認証構成が必要です」という警告が表示されることがあります。インポー
トを成功させるには、認証資格情報を再度構成する必要があります。

•

サービスの資格情報が更新されるまで、同期、キャッシュ、またはアクションはできません。

OAuth
OAuth を使用する統合およびマイクロアプリをエクスポートおよびインポートする場合、エクスポート/インポート
ワークフローを開始する前に、以下を考慮してください：

•

サービスアカウントまたはサービスアクション用に構成された OAuth との統合の場合、統合はクライアント
シークレットなしでエクスポートされます。
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•

これを行うと、サービス認証スキームとサービスアクション認証スキームを含めることができる OAuth を使
用する認証スキームで問題が発生します。

•
•

サービスの資格情報が更新されるまで、同期やアクションはできません。
レコードシステムから更新されたアクセストークンを取得するには、再認証が必要です。

OAUTH 資格情報を入力するには、次の手順に従います：
1.
2.
3.
4.

マイクロアプリ管理コンソールから、新しくインポートされた統合を見つけます。
統合の省略記号メニューをクリックして、［編集］を選択します。
左側の［プロパティ］をクリックします。
未入力のパスワードとシークレットを入力し、OAuth を再認証します。

マイクロアプリのインポートの制限
マイクロアプリは統合内で作成されます。マイクロアプリの親である統合は、ソース統合と呼ばれます。マイクロア
プリをインポートする場合、同じソース統合、別の統合、またはターゲット統合にインポートできます。
ターゲット統合にマイクロアプリをインポートする際に把握しておく必要がある重要な制限があります。
マイクロアプリのインポートによる既知の影響：

•
•

元のマイクロアプリが削除されると、既存の通知（フィードカードとも呼ばれる）は削除されます。
新しいフィードカードとプッシュ通知が生成されると、新しい統合の次の同期（完全または増分）が開始され
ます。

•

マイクロアプリは、ソース統合と同じ統合の種類の（テンプレート統合または HTTP 統合）ターゲット統合内
にのみインポートできます。

注
基礎となるデータ構造（スキーマとも呼ばれる）がソースおよびターゲットの統合と同じであっても、マイクロ
アプリのインポート機能で、マイクロアプリのデータ構造と、異なるタイプの統合を一致させることはできま
せん。
ターゲット統合には、ソース統合と一致するデータベース構造があります：

•

スキーマが異なるターゲット統合で、キャッシュされたテーブルが一部欠落している場合は、マイクロアプリ
は構成ミスとしてインポートされます。

•
•

構成ミスを防ぐために、ソース統合とターゲット統合のスキーマが同じになるようにしてください。
統合スキーマを移動して、マイクロアプリで必要なテーブルがスキーマに含まれていることを確認します。

マイクロアプリのテンプレートスキーマ
テンプレート統合のスキーマを表示するには、次の手順に従います：

1.
2.
3.

マイクロアプリ管理コンソールにログオンして、表示する統合を見つけます。
省略記号メニューをクリックして、［編集］を選択します。
左側のメニューから［テーブル］を選択し、ボタンをクリックしてスキーマを編集します。
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4.

テーブルを確認し、ソーススキーマとターゲットスキーマを比較します。これにより、同一のテーブルとエン
ティティがマイクロアプリデータキャッシュに同期されます。

インポート後のマイクロアプリのステータス
マイクロアプリがインポートされると、次の状態となります：

•
•

マイクロアプリには利用者は含まれません。利用者は手動で再作成する必要があります。
すべてのサブスクライバーが設定され、次の同期が行われるまで、このマイクロアプリに対して作成される通
知はありません。

•

通知は、通知トリガーの設定に基づいて自動的に生成されます（通常は次の同期の後）。

構成のインポート手順
構成をインポートするには、次の手順に従います：

1.
2.
3.
4.
5.

マイクロアプリ管理コンソールを開き、管理コンソールの上部にある ［統合を追加］をクリックします。
追加する統合の種類を選択します。
以前に構成された統合をインポートするオプションの横にある ［続行］ボタンを選択します。
統合の.mapp ファイルをドラッグするか、
［参照］を選択して特定の場所からファイルを選択します。
誤ったファイルを選択した場合、削除リンクをクリックして削除を選択できます。正しいファイルを選択した
場合は、［インポート］をクリックします。

6.

管理コンソールに、統合が他のすべての統合と並んで表示されます。

次の手順：

•
•
•

新しい統合に欠落している資格情報を追加します。
新しいマイクロアプリに利用者を追加します。
ターゲット環境上の元の統合を削除します。

マイクロアプリを既存の統合にインポートする
注
マイクロアプリには、マイクロアプリの作成で使用された、統合のデータ構造への参照が含まれています。した
がって、マイクロアプリは互換性のあるターゲット統合内にのみインポートする必要があります。
新しいマイクロアプリを既存のターゲット統合にインポートするには：

1.
2.
3.
4.

マイクロアプリ管理コンソールを開いて、ターゲット統合を見つけます。
ターゲット統合の省略記号メニューを選択し、［マイクロアプリのインポート］を選択します。
統合の.mapp ファイルをドラッグするか、
［参照］を選択して特定の場所からファイルを選択します。
誤ったファイルを選択した場合、削除リンクをクリックして削除を選択できます。正しいファイルを選択した
場合は、［インポート］をクリックします。

5.

マイクロアプリが、統合用の他のすべてのマイクロアプリと並んで表示されます。
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次の手順：

•

新しいマイクロアプリに利用者を追加します。

マイクロアプリの新しいバージョンのインポート
マイクロアプリのオプション（省略記号）メニューから、マイクロアプリを新しいバージョンに更新できます。

1.［マイクロアプリ統合］画面で、目的のマイクロアプリにある［新しいバージョンのインポート］を選択します。
2.

新しいマイクロアプリをドラッグして、［インポート］を選択します。

（オプション）古いバージョンのマイクロアプリをシステムから完全に削除する場合は、［既存のフィードカー
ドの削除］を選択します。このオプションを選択しない場合、古いマイクロアプリはシステムに残り、終了
（End‑of‑Life：EOL）フラグが付けられます。新しいバージョンがアクティブなマイクロアプリとして設定さ
れます。作成したフィードカードを正しく機能させるために、古いマイクロアプリを削除しないことをお勧め
します。

3.［インポート］をクリックします。
新しいマイクロアプリがインポートされます。
次の手順：

•
•

新しいマイクロアプリに利用者を追加します。
製品終了（EOL）：マイクロアプリを手動で製品終了に設定できます。マイクロアプリをクリックして編集
し、［プロパティ］を選択すると、
［EOL］が表示されます。

統合のアップグレード
統合をアップグレードするには、以下の手順に従います：

1.

マイクロアプリ管理コンソールを開き、管理コンソールの上部にある ［統合をアップグレード］をクリックし
ます。

2.
3.
4.

追加する統合の種類を選択します。
統合の.mapp ファイルをドラッグするか、
［参照］を選択して特定の場所からファイルを選択します。
誤ったファイルを選択した場合、削除リンクをクリックして削除を選択できます。それ以外の場合は、
［アップ
グレード］をクリックします。

5.

管理コンソールに、統合が他のすべての統合と並んで表示されます。

統合のアップグレードに関する考慮事項

• HTTP 統合のみがサポートされています。
• データ構造では、新しいテーブル、既存のテーブルの新しい列、および新しい関係などが許可されます。以下
の変更は許可されません：

–

テーブル（テーブルの削除、またはテーブル名やプライマリキーの変更）。
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–
–
•

列（列の削除、または列名、データ型、プライマリキー、一意性制約、NULL 許容の変更）
。
関係（削除や変更は一切できません）。

古い構造の一部が不要になった場合は、データ構造を空のままにするか、スクリプトを使用して値を定義でき
ます。

•

ターゲットサービスアクションの削除は許可されません。検証は、サービスアクションの汎用一意識別子

（UUID）とその定義（パラメーターなどを含む）に適用されます。

–

サービスアクションの変更が必要な場合は、それらのサービスアクションを新しいものとして構成し、
更新されたサービスアクションを呼び出すように各マイクロアプリを更新する必要があります。

統合のアップグレードが成功すると、以下のものが完全に置き換えられます：

• すべてのデータエンドポイントと webhook 定義。
• サービスアクション（古いアクションを保持して、新しく構成されたアクションを追加することと同じ）。
• HTTP 統合スクリプトの一部として準備されたすべてのスクリプト。
アップグレード後：

•

新しく組み込まれたテーブルと列をキャッシュするには、全体的な同期が必要です。正常に同期されるまで、
アプリが正しく動作しないことがあります（データが欠落しているため）。

•

統合エンティティ、関係、データエンドポイント、スクリプト、およびサービスアクションのみがインポート
され、統合アップグレードに使用できます（プロパティ、承認などはありません）。

カスタムアプリケーション統合の構築

December 7, 2021
統合により Citrix Workspace が拡張され、そのマイクロアプリによってユーザーは最先端のエクスペリエンスとユ
ーザーインターフェイスを実現します。ビジネスシステムで最も重要なユースケース、およびユーザーの Workspace
から直接アクセス可能なとアプリケーションを作成するために、直感的なマイクロアプリワークフローと組み合わせ
て、関連性のあるアクション可能な通知を配信します。
コンテキストの切り替えを減らし、1 回限りの反復のためにさまざまなアプリケーションの使用方法を学ぶ必要性を
排除することによって、時間を節約できます。これにより、ユーザーは主要な責任に集中できるため、ユーザーエク
スペリエンスが向上します。
わずかなコードを記述するだけで使用できるエディターを使用して、マイクロアプリでの作業を容易なプロセスにし
ます：

1.

ビジネスアプリを選択し、ユースケースを特定して、使用する必要がある API を判断することによって、統合
を計画します。

2.
3.

ベース URL を追加し、認証をセットアップして、統合を構成することによって、統合を作成します。
マイクロアプリを作成し、それに通知とページを追加します。
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注：
開始するために Citrix Workspace のテストインスタンスが必要な場合は、Citrix Workspace 開発者ポータ
ルにアクセスしてください。
次に、行程の詳細を掘り下げます。
統合を計画します。統合する対象の業務アプリケーションを選択し、統合ユースケースを識別して API を特定しま
す。

Citrix Workspace に統合できるアプリケーションは無数にあります。Citrix Workspace ユーザーが関心のある情
報を保持するターゲットアプリケーションを選択します。特に関心があることは、クイックタスクに定期的に使用さ
れ、ユーザーにとって直感的にアクセスできないアプリケーションです。ユーザーが Citrix Workspace 内から直接
対話できるようにするアクション可能なアプリケーションは、ユーザーの通知を有効にするだけのアプリケーション
よりもはるかに価値があります。たとえば、承認、作成、追加を行います。
完了すると、ターゲットアプリケーションのベース URL が得られます。これは、この統合に使用する Web アドレス
の一貫した部分です。例：

https://app.{ yoursaasapp } .com/api/1.0/workspaces/{ YOUR_WORKSPACE_ID }
次に、Citrix Workspace に統合する厳選されたターゲットビジネスアプリケーションの重要なユースケースを特定
します。例：

•
•
•
•
•

有給休暇の承認
有給休暇の作成
保留中の承認の検索
タスクを完了としてマーク
作成または変更された割り当て済みタスクをユーザーに通知

ユースケースを識別したら、次の手順は、ターゲットシステムから関連情報を抽出したり、そのシステム内に戻した
りできる API を特定することです。この手順には、ユースケースの特定との間を行き来する繰り返しを伴う場合があ
ります。これは、ターゲットシステムがユースケースの実装に適した API を提供しない可能性があるためです。例：

•

有給休暇を承認する API エンドポイント：PUT https://my.api.example/pending_pto_approvals

/{ id }

•
•

有給休暇を予約する API エンドポイント：POST https://my.api.example/pto/
保留中の承認を取得する API エンドポイント：GET https://my.api.example/pending_pto_approvals

/

•

タスクを完了としてマークする API エンドポイント：GET https://app.asana.com/workspaces

/{ your.workspace.id } /projects
統合を作成します。ベース URL を追加し、認証をセットアップして、統合を構成します。
計画フェーズで収集した、ターゲットアプリケーションのベース URL を使用します。
サービス認証の種類を選択します。HTTP 統合は、Basic、NTLM、Bearer、および OAuth 2.0 認証方法をサポー
トしています。
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ここで、統合を構成します。計画フェーズで収集したエンドポイントデータを使用します。このエンドポイントデー
タとサービスアクション構成は、アクション可能なマイクロアプリを作成するための基盤を形成します。
マイクロアプリを作成します。通知とページを追加します。
自身のマイクロアプリを構築し、ユーザーのニーズを満たして、毎日のワークフローを合理化する最高のエンドユー
ザーエクスペリエンスを実現します。空のマイクロアプリをアプリケーション統合に追加して、ページまたは イベン
ト通知、あるいはその両方を作成します。

•

通知は、イベント駆動型マイクロアプリであり、何らかの理由で注意が必要な場合、たとえば、Workspace
アクティビティのカードがフィードされるときに、自動的にユーザーに通知します。たとえば、
「承認のための
新しい経費レポート」や 「登録可能な新しいコース」があります。

•

ページは、ユーザーが開始するマイクロアプリであり、Workspace でアクションとして使用でき、アクショ
ンを簡単に開始できるようにします。たとえば、「有給休暇を申請する」、「ヘルプデスクチケットを送信す
る」、「ディレクトリを検索する」などです。

これで完了です。それでは開始しましょう。

次のステップ
カスタムアプリケーション統合の構築で、次の手順を確認します：

•

統合の計画

• HTTP 統合の作成
•

統合の構成

•

マイクロアプリの作成

HTTP 統合の概念
October 26, 2021
このセクションでは、HTTP 統合を作成するときに使用される基本的な概念について説明し、さまざまなコンポーネ
ントが相互にどのように機能するかを理解するためのリファレンスを提供します。これらすべての概念と、これらが
マイクロアプリにどのように関連するかについて理解するための詳細なトレーニングについては、Citrix トレーニン
グポータルを参照してください。Citrix トレーニングポータルにアクセスするには、Citrix へのログインが必要です。

URL と URI
URL（Universal Resource Location）は、インターネットを介してリソースにアクセスする方法に関する特定の
指示を含んだ一連のスキームです。
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URL は基本的に、ネットワーク上のサービスまたはリソースのアドレスです。HTTP を介してアクセスできるすべ
てのリソースは、URL によって識別されます。これらのアドレスは、特定のリソースを探す方法と場所を Web ブラ
ウザーに示します。

URI（Universal Resource Identifier）は、エンドポイントとも呼ばれます。
これは前述の URL に似ていますが、重要な部分が 1 つ追加されています。やり取りを行うリソースの名前です。こ
の文字列により、ネットワーク上の特定のリソースを一意に識別します。

URI は、ベース URL 全体（プロトコルからディレクトリまで）と、末尾に追加した実際のリソースとの組み合わせで
す。
最初の HTTP 統合を設定するときは、ターゲットアプリケーションの URL と URI が必要です。
詳しくは、「HTTP 統合」を参照してください。

HTTP メソッド
HTTP メソッドは、クライアントがサーバー上のデータまたはリソースに対して呼び出すことができるアクションを
表す動詞です。メソッドは、サーバーリソースに対してアクションを実行するために使用されます。HTTP 統合がこ
れらのメソッドをどのように使用するかについては、「API 要求メソッド」を参照してください。
必要なマイクロアプリ統合のために、データの読み込みとサービスアクションを設定してデータを読み込んで変更す
る場合、HTTP メソッドが関係してきます。

HTTP 要求および応答の構築
HTTP メソッドには、GET、PUT、POST、DELETE などがあります。HTTP 要求は、リソースに接続した後に、ク
ライアントが何をしたいのかをサーバーに伝えます。たとえば、クライアントは、データの表示（GET）
、データの作
成（PUT）、データの更新（POST）、またはデータの削除（DELETE）を行うことができます。
パスには、要求されたリソースの場所または URI が含まれています。これは、要求された特定のリソース（別名 URI）
のサーバーホスト名とサーバー上のリソースの場所で構成されています。
プロトコル（たとえば HTTP/1.1）は、2 つのシステムがやり取りするための通信の言語を定義します。

HTTP 要求は、次の基本構造で構成されています：
•

ヘッダー
要求ヘッダーフィールドにより、クライアントはその要求に関する追加情報と、クライアント自身に関する追
加情報をサーバーに渡すことができます。

•

本文
要求の最後の部分は本文です。これには、サーバーに送信されるすべてのデータが含まれます。すべての要求
に本文が必要なわけではありません。サーバーにデータを送信する場合にのみ、POST メソッドや PUT メソ
ッドのようにこの属性が必要になります。
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•

応答
サーバーは、要求メッセージを受信して解釈した後、HTTP 応答メッセージで応答します。HTTP 応答は、サ
ーバーからクライアントに送り返されるデータです。要求されたリソースを表現したものをクライアントに提
供します。

必要なマイクロアプリ統合のために、HTTP 統合、データの読み込み、サービスアクション、およびWebhook リス
ナーを設定してデータを読み込んで変更する場合、HTTP 要求および応答が関係してきます。

ページネーション
ページネーションメソッドは、データの読み込み、Webhook リスナー、およびサービスアクションを設定するとき
に構成します。必要な各ページネーションメソッドは、ターゲットアプリケーション統合によって異なります。

HTTP 統合で使用されるページネーションの種類の詳細については、データの読み込みに関する説明のページネーシ
ョンセクションを参照してください。

API の検証
優れたサンドボックス環境で API を試せるようにする、さまざまなサードパーティプラットフォーム（Postman な
ど）があります。これらのツールの使用に関する情報の多くは、特定のプログラムのプラットフォームとドキュメン
トから入手できます。

HTTP 統合とデータベース
このセクションでは、ターゲットアプリケーション統合のレコードシステム（System of Record：SoR）との HTTP
統合を構成するときに使用される、基本的なデータベースの概念について説明します。

基本的なデータベース構造
データベーステーブルは、名前付きの垂直の列と水平の行のモデルを使用した、データ要素のセットで構成されてい
ます。列と行が交差する各箇所は、セルまたはエンティティと呼ばれます。データベーステーブルは、定義された数
の列があり、任意の数の行を持つことができます。各行はレコードであり、エンティティの 1 つのインスタンスを表
します。行を一意に識別する列を特に選択したものを、プライマリキーと呼びます。

プライマリキー
プライマリキーは、テーブル内の各行または各レコードを特定する一意の識別子を含んだ、テーブル内の属性または
列です。
すべてのプライマリキーの値は、列内でグローバルに一意である必要があり、NULL 値を含めることはできません。
プライマリキーは、データの冗長性を減らし、プライマリテーブルと外部テーブルのデータ間の関係を構築するのに
役立ちます。
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プライマリキーは、データの読み込みとサービスアクションを設定するときに構成されます。

外部キー
外部キーは、別の（外部）テーブルのプライマリキーを指し示すテーブルの列です。
外部キーは、テーブル間の相互参照リンクとして機能し、統合データ構造で関係を構築する方法の基礎となります。
外部キーは、別のテーブルのプライマリキーと一致するか、NULL 値である必要があります。
データの読み込みとサービスアクション。

関係
データベース関係は、ターゲットアプリケーション統合からデータを取得するために、JOIN ステートメントを使用
して作成したテーブル間の関連付けです。

• 1 対 1（1:1）
1 対 1 のテーブル関係は、子テーブルのプライマリキーが、親テーブルのプライマリキーを参照する外部キー
でもあるという 2 つのテーブルの結び付きです。基本的にこれは、子テーブルが親のプライマリキーを共有し
ていることを意味します。

• 1 対多（1:N）
HTTP 統合の 1 対多の関係は、それぞれの子テーブルにある外部キーが、親テーブルのプライマリキーにリン
クしているという 2 つのテーブルの結び付きです。

関係は、テーブルを編集してマイクロアプリを作成する際の中心的な概念であり、カスタム関係を作成するときに使
用します。
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HTTP 統合を使用して複雑な関係を確立する方法について詳しくは、「深い統合データ構造の作成」を参照してくだ
さい。

データ型
データ型は、サービスアクションを構成するときにデータ構造を構築する際、使用されます。

•
•
•
•
•

文字列：文字と数字の英数字シーケンス。
整数：整数は正または負の場合があります。
ブール値： true または false の値。
オブジェクト： JSON 形式のキーと値のペア。
配列：値のリスト。

サービスアクションを設定するときに、データ型が定義および構成されます。

SQL クエリ
ク エ リ は マ イ ク ロ ア プ リ の デ ー タ キ ャ ッ シ ュ に 送 信 さ れ、 マ イ ク ロ ア プ リ ペ ー ジ に 値 を 返 し て 表 示 し ま す。

Workspace ユーザーは、フィードとページにデータを表示します。データは、SQL クエリを使用してマイクロアプ
リのデータキャッシュから取得されます。
マイクロアプリで SQL を表示および監視する方法について詳しくは、
「ページの詳細」を参照してください。

追加学習
マイクロアプリと Workspace について学習するためのその他のリソースは、Citrix トレーニングポータルにありま
す。Citrix トレーニングポータルにアクセスするには、Citrix へのログインが必要です。

統合の計画

December 7, 2021
統合する対象の業務アプリケーションを選択し、統合ユースケースを識別して API を特定します。

Citrix Workspace に統合できるアプリケーションは無数にあります。Citrix Workspace ユーザーが関心のある情
報を保持するターゲットアプリケーションを選択します。特に関心があることは、クイックタスクに定期的に使用さ
れ、ユーザーにとって直感的にアクセスできないアプリケーションです。ユーザーが Citrix Workspace 内から直接
対話できるようにするアクション可能なアプリケーションは、ユーザーの通知を有効にするだけのアプリケーション
よりもはるかに価値があります。たとえば、承認、作成、追加を行います。
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統合のターゲットビジネスアプリケーションの選択

Citrix Workspace ユーザーが関心のある情報を保持するターゲットアプリケーションを選択します。
特に関心があることは、クイックタスクに定期的に使用され、ユーザーにとって直感的にアクセスできないアプリケ
ーションです。また、ユーザーが Citrix Workspace 内から直接対話（アイテムの承認など）できるようにするアプ
リケーションは、ユーザーの通知を有効にするだけのアプリケーションよりもはるかに価値があります。
ターゲットシステムが JSON REST および一般的な認証メカニズム（OAuth 2.0、NTLM、Basic Auth、Bearer

Auth）を使用している場合、システムを Citrix Workspace とシームレスに統合できる可能性が高くなります。
HTTP 統合をターゲット統合の SoR（system of record）で使用できるようにするには、SoR が以下の前提条件を
満たしていることを確認します：

•

ターゲット統合アプリケーションの SOR が、JSON 形式でデータを返す REST API を使用している。

•

製品が、すべてのユーザーのデータにアクセスし、サービスアクションでユーザーに代わってライトバックで
きるサービスアカウントの使用をサポートしている（2 つの個別のアカウントの場合もあり）
。

•

製品が、単一のエンドポイントからのオブジェクトのすべてのインスタンスの取得をサポートしている。たと
えば、すべての Jira チケットを GET /search を使用して取得できますが、O365 では、ユーザーごとにメー
ルを取得する必要があります。

• SOR に典型的なデータが入力されている（データテーブルの自動生成を行うには、結果を取得し、その構造を
識別します。ネストされた JSON フィールドが SOR のデータで見つからない場合、そのテーブルは作成され
ません）。

•

製品で次の認証形式のいずれかがサポートされている：なし、基本、OAuth 2.0、NTLM、またはベアラー/ト
ークン認証。OAuth 2.0 が使用可能な場合は、必ずこの方法をデフォルトで使用して、最大限のセキュリティ
コンプライアンスを確保します。

•

製品が、ページネーションの以下の形式のいずれかをサポートしている：なし、ページ、オフセット、リンク、
ヘッダーリンク、カーソル、OData。

統合のユースケースの特定と API の特定
次に、Citrix Workspace に統合する厳選されたターゲットビジネスアプリケーションの重要なユースケースを特定
します。このアクティビティは創造力を必要とするプロセスであり、次のことを考慮する必要があります：

•
•

ユースケースを統合することで達成できる、潜在的な時間の節約
ユースケースの実装に必要な労力

ユースケースを識別したら、次の手順は、関連情報をターゲットシステムから抽出することやそのシステム内に戻す
ことができる API の特定です。この手順には、ユースケースの特定との間を行き来する繰り返しを伴う場合がありま
す。これは、ターゲットシステムがユースケースの実装に適した API を提供しない可能性があるためです。
現在最も一般的な API 標準は RESTful API であり、JSON を使用して書式設定された応答を提供します。ほぼすべ
ての最新のエンタープライズ SaaS アプリケーションは、そのような API を実装しています。
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次のステップ
統合を計画したので、次のように統合の作成と構成を行います：

• HTTP 統合の作成
•

統合の構成

HTTP 統合の作成
December 7, 2021
API を特定したので、HTTP 統合をマイクロアプリサービスに追加します。
1.［マイクロアプリ統合］ページから、［統合の追加］を選択します。
2.［HTTP Web サービスに新しい統合を作成］を選択して、構成の詳細を追加します。

3.

統合に ［名前］を付けて、収集した ［ベース URL］ を入力します。ベース URL は、この統合に使用する

Web アドレスの一貫した部分です。たとえば、https://app.asana.com/api/1.0/workspaces
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/${ YOUR_WORKSPACE_ID }です。${YOUR_WORKSPACE_ID} をお使いのワークスペース ID（例：

419224638481718）と置き換えます。
統合ごとにベース URL を 1 つだけ追加できます。さらにベース URL が必要な場合は、別の統合を作成する必
要があります。
注：

HTTP と HTTPS はどちらも SaaS 統合のベース URL として許可されていますが、HTTP は安全性の
低い接続方法と見なされており、ターゲット統合アプリケーションに使用することはほとんどありませ
ん。オンプレミス統合では、HTTP のベース URL は許可されません。

4.

統合で表示するアイコンを選択します。事前定義されたアイコンのセットから 1 つを選択するか、カスタムア
イコンを追加します。カスタムアイコンの追加について詳しくは、
「カスタムアイコンの追加」を参照してくだ
さい。

5.（オプション）オンプレミスのレコードシステム（SoR）に接続するには、［オンプレミスのインスタンス］を
オンにします。詳しくは、「オンプレミスインスタンス」を参照してください。

6.

必要に応じて、
［サービス認証］方法と ［サービスアクション認証］を選択します。詳しくは、
「サービス認証
のセットアップ」を参照してください。

7.（オプション）統合のレート制限を有効にするには、［要求レート制限］を選択します。詳しくは、「要求レート
制限」を参照してください。

8.

これらの統合の構成を保存するには、右上の ［追加］を選択します。統合の構成を続行します。詳しくは、
「統
合の構成」を参照してください。

カスタムアイコンの追加
カスタムアイコンを追加して、統合をより適切に識別することができます。HTTP 統合をより多くのユーザーに公開
すると、アイコンファイルが Azure CDN ストレージにアップロードされ、一般公開されます。
アイコンファイルは、次のパラメーターに準拠している必要があります：

•
•
•

ファイルは PNG 形式で、背景は透明です。
ファイルの解像度は正確に 128x128 ピクセルである必要があります。
最大ファイルサイズは 80KB です。

注
カスタムアイコンは、統合の概要用のみです。それらを Workspace 通知に伝達することはできません。
アイコンを追加するには、［Add an icon］を選択し、アップロードするファイルを選択します。
統合をエクスポートしてから別のインスタンスにインポートすると、そのアイコンがターゲットインスタンスのカス
タムアイコン一覧に追加されます。
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アイコンを削除するには、アイコンポップアップからアイコンを選択し、
［Remove icon］をクリックします。アイ
コンは一覧から削除されるだけで、完全に削除されるわけではありません。統合にはアイコンへのリンクが含まれて
いますが、アイコンを再度選択することはできません。

オンプレミスインスタンス
マイクロアプリサービスを使用すると、オンプレミスのレコードシステム（SoR）に接続できます。オンプレミス統
合では、HTTP のベース URL は許可されません。オンプレミス接続を作成するには、最初にコネクタアプライアンス
を使用して接続し、その後以下の手順に従ってリソース識別子 ID を収集して追加します。詳しくは、「Citrix Cloud

Connector アプライアンス」を参照してください。
1. Citrix Cloudに移動し、資格情報を使用してサインインします。
2. Citrix Cloud にサインインした後、左上のメニューから ［リソースの場所］を選択します。
3. 使用するリソースの場所を見つけ、リソース名の下にある ID アイコンを選択して、リソースの場所の ID を表
示します。

4.
5.

リソースの場所の ID をコピーします。
リソースの場所の ID を ［HTTP 統合の追加］画面に表示されるオンプレミスインスタンスの ［リソースの場
所］フィールドに貼り付けます。

6.（オプション）統合において未署名の証明書を受け入れる必要がある場合は、［SSL 証明書の検証］をオフにし
ます。
オンプレミス統合が構成されました。

サービス認証のセットアップ

HTTP 統合サービス認証を構成するときは、ターゲットアプリケーション（レコードシステム）でサービスアカウン
トを設定する必要があります。また、サービスアカウントを使用してアプリケーションにデータを書き込む場合は、
ターゲットアプリケーションの読み取り権限と書き込み権限の両方を所有している必要があります。ターゲットアプ
リケーションで必要なすべての情報（ログイン、パスワード、セキュリティ資格情報など）を収集したら、サービス
統合プロセスを開始できます。
認証方法を次から選択します：

• なし ‑ セキュリティ資格情報は必要ありません。
• Basic ‑ 認証用のターゲットアプリケーションのユーザー名とパスワードを使用します。
• NTLM ‑ HTTP 統合を構成し、一連の Microsoft プロトコルを使用して NTLM（NT（New Technology）
LAN Manager）認証サーバー経由で接続し、Microsoft Windows 資格情報を介して NTLM ユーザーを認
証します。

• Bearer ‑ ターゲット統合の認証スキームを構成して、ログイン要求への応答としてサーバーが生成したベア
ラートークンを使用します。

• OAuth 2.0 ‑ OAuth 2.0 セキュリティプロトコルを使用して、委任されたアクセスに関する要求/認証トーク
ンを生成します。OAuth 2.0 の実装はシステムによって異なりますが、OAuth 2.0 の一般的なワークフロー
は次のように機能します：
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• API キー ‑ API キーの方法を使用して、API に対してユーザー、開発者、または呼び出し元プログラムを認証
します。
注：
利用可能な場合は、サービス認証方法として常に OAuth 2.0 を使用することをお勧めします。OAuth 2.0 は、
統合が、構成済みのマイクロアプリとの最大限のセキュリティコンプライアンスを満たすことを保証します。
次の手順を実行します：

1.

統合の ［サービス認証］パラメーターを入力します。

2.（オプション）許可の種類が「認証コード」の場合は、［サービスアカウントでログインする］を選択し、ログイ
ンが完了するのを待ちます。

3.（オプション）［サービスアクション認証］をクリックし、サービスアクションレベルで認証パラメーターを入
力します。
重要：
委任権限を使用している場合、フルアクセスではない可能性があります。この場合は、［サービスアクシ
ョン認証］を使用してサービスアクションレベルで認証します。この状況では、サービスレベルで基本
認証を使用できますが、セキュリティ上の理由から、サービスアクションレベルで OAuth 2.0 を使用す
る必要があります。

4.［追加］を選択します。

OAuth 2.0 認証
OAuth 2.0 を使用すると、サードパーティ製アプリケーションで HTTP サービスユーザーアカウントへの特定のア
クセス権をアプリケーションで取得できます。これは、ユーザーアカウントを含むサービスに認証を委任することで
機能し、その後サードパーティ製アプリケーションにそのユーザーアカウントへのアクセスを許可します。

OAuth のコールバック URL
認証のためのコールバック URL は、次のパターンに従います。

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

https://{
customer_id }
.{
customer_geo }
.iws.cloud.com/admin/api/gwsc/auth/serverContext
https://{
customer_id }
.{
customer_geo }
.iws.cloud.com/app/api/auth/serviceAction/callback
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この URL の 2 行目は、ユーザーごとに認証されたアクションを定義した場合にのみ使用されます。顧客識別子と地
理識別子は、各顧客に固有の変数です。

OAuth 2.0 の許可の種類
HTTP 統合では、4 つの許可の種類から選択できます。OAuth 2.0 をセットアップするときに、メニューから許可の
種類を選択します。OAuth 2.0 を構成するときには、認証コードを使用することをお勧めします。これが最も安全な
許可フローであるからです。追加のサービスアクション認証方法が必要な場合は、「クライアント資格情報」および
「リソース所有者のパスワード」の許可の種類を使用します：

•

認証コード ‑ クライアントが交換するアクセストークン用の一時コードを付与します。コードは認証サーバー
から取得され、そこでクライアントが要求している情報を確認できます。この許可の種類のみが、安全なユー
ザーの偽装を有効にします。

•

クライアント資格情報 ‑ 許可の種類は、ユーザーのコンテキスト以外でアクセストークンを取得するために使
用されます。これは、クライアントがユーザーのリソースにアクセスするのではなく、クライアントのリソー
スにアクセスするために使用されます。

•

リソース所有者のパスワード ‑ リソースサーバーによるアクセストークンのプロビジョニングを承認するため
に、正しい資格情報を提供します。

•

暗黙的なフロー ‑ 暗黙的な許可の種類は、サービスアクション認証と開発者モードにのみ存在します。応答の
種類は、token または id_token のいずれかに設定できます。アクセストークンの自動更新は提供されてい
ません。アクセストークンの有効期限が切れたら、再度同意する必要があります。

許可の種類の入力
上記で定義した許可の種類に応じて以下のオプションが提供されるので、これらを完了して OAuth 2.0 認証を有効
にします：

•

スコープ ‑ アクセス要求のスコープを定義します。これは、ターゲット統合アプリケーションをセットアップ
するときに、承認サーバーによって定義される文字列です。

•
•

クライアント ID ‑ 承認サーバーに固有のクライアント登録情報を表す文字列を定義します。
クライアントシークレット ‑ ターゲットアプリケーション統合のセットアップ時に発行される一意の文字列を
定義します。

•
•
•

ユーザー名 ‑ ターゲットアプリケーションのアカウントのユーザー名を定義します。
パスワード ‑ ターゲットアプリケーションのアカウントのパスワードを定義します。
認証 URL ‑ ターゲットアプリケーション統合をセットアップするときに提供される承認サーバーの URL を定
義します。

•
•

トークン URL ‑ アクセス承認トークンの URL を定義します。
更新トークン URL ‑ （オプション）アクセス承認トークンの更新トークン URL を定義します。設定されてい
ない場合、トークン URL が使用されます。

•

アクセストークンパラメーター ‑ 必要に応じて、ターゲットアプリケーション承認サーバーによる要求に従っ
てアクセストークンパラメーターを定義します。
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•

サービスアカウントでのログイン ‑ ターゲットアプリケーションの承認サーバーのサービスアカウントにログ
インします。

•

ヘッダープレフィックス ‑ （オプション）ベアラープレフィックスがデフォルトのヘッダーと異なる場合、ヘ
ッダープレフィックスを入力します。

•

リレー状態 ‑ 認証を構成すると、ユーザーが資格情報を再入力する必要なく特定のマイクロアプリにアクセス
できるようにすることができます。

OAuth 2.0 に関する追加リソースは、OAuth 2.0 の質問募集ページにあります。

リレー状態
リレー状態は、次の条件が満たされた場合にのみ使用できます：

• Okta を ID プロバイダーとして使用している。
• ターゲットの SoR で、ID プロバイダーとして Okta がサポートされている。
• リレー状態が有効になっており、正しい Okta URL を使用して適切に構成されている。
Okta のセットアップが完了したら、リレー状態の［Okta URL］フィールドに、Okta で提供された統合用の
SingleSignOnService URL を入力します。例：https://{ your Okta } .okta.com/app/{ SoR
ID } /{ ID } /sso/saml。
リレー状態は完全同期や増分同期では機能せず、ユーザーの操作でのみ機能し、エンドユーザーの資格情報のみを渡
します。一部の SoR では、エンドユーザーによる同意ページの確認が必要です。リレー状態を構成してもこの要件が
不要になることはありません。

Okta の構成に関するその他の情報については、Okta の公式ドキュメントを参照してください。たとえば、「How to
Configure SAML 2.0 for Salesforce」では、Salesforce で Okta を構成する方法を確認できます。
OAuth 2.0 のトラブルシューティング
ターゲットアプリケーションをマイクロアプリプラットフォームに接続する際に問題が発生した場合は、以下のエラ
ーが考えられます。ご自身の構成を確認してください：

• invalid_request ‑ 承認要求で、必須パラメーターが欠落している、サポートされていないパラメーター値
（またはその他の許可の種類）が含まれる、パラメーターを繰り返す、複数の資格情報が含まれる、クライアン
トを認証するために複数のメカニズムを利用している、といった可能性があります。

• invalid_client ‑ クライアント認証が以下の理由で失敗しました：不明なクライアント、クライアント認証
が含まれていない、またはサポートされていない認証方法。承認サーバーは、HTTP 401（Unauthorized）
ステータスコードを返し、どの HTTP 認証スキームがサポートされているかを示します。
• invalid_grant ‑ 承認の許可または更新トークンが無効、期限切れ、取り消し済み、別のクライアントに発行
された承認要求で使用されたリダイレクト URI と一致しない、といった可能性があります。
• unauthorized_client ‑ 認証されたクライアントが、この承認の許可の種類の使用を承認されていません。
• unsupported_grant_type ‑ この承認の許可の種類は、承認サーバーがサポートしていません。
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• invalid_scope ‑ 要求されたスコープが無効、不明、不正な形式であるか、リソース所有者によって許可され
たスコープを超えています。
これらを確認してもまだ OAuth 2.0 の設定に問題がある場合、トークンの URL と認証 URL は両方とも一意である
ため、正しく入力したかどうかを確認します。また、スコープなどのその他の入力が正しいことを再確認します。問
題が解決しない場合は、統合アプリケーションサーバー側の設定を確認します。

要求レート制限（オプション）
統合のレート制限を有効にするには、
［要求レート制限］を選択します。オンにすると、ターゲットアプリケーション
から抽出される要求の数と時間間隔（1 秒または 1 分）を定義できます。ターゲットアプリケーションのドキュメン
トで定義されている、ベストプラクティスのレート制限をベースにしてレート制限を構成します。

次のステップ

HTTP 統合を作成したので、この統合を構成します：
•

統合の構成

HTTP 統合スクリプティング
October 26, 2021
HTTP 統合スクリプティングを使用すると、HTTP 統合機能のいくつかをプログラムでスクリプト化することができ
ます：

•

データの読み込み ‑ スクリプトは、レコードシステム（SoR）からデータを取得し、それを変換してキャッシ
ュに格納する 1 つ以上の同期関数を定義できます。

•

サービスアクション ‑ スクリプトは、SoR にデータを書き込み、作成または更新されたレコードに関する情報
を取得し、それをキャッシュに格納する 1 つ以上の関数を定義できます。

• Webhook ‑ スクリプトは、アプリケーションのレコードシステムによって構成およびプッシュされたデータ
に対応する 1 つ以上の関数を定義できます。
各スクリプトは、複数の同期関数とアクション関数を定義します。その後 HTTP 統合は、同期の実行中、またはマイ
クロアプリユーザーがアクションを呼び出したときに、これらの関数を呼び出します。
マイクロアプリのスクリプトに関するその他の詳細な開発者向けリソースについては、Citrix Developer ポータ
ルを参照してください。
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はじめに
スクリプティング機能を使用するということは、皆様はターゲットアプリケーションの SoR に精通していると推察
されます。統合の設定で他のあらゆる統合方法を使い果たしたのであれば、スクリプティングを使用しましょう。

HTTP 統合にスクリプティングを使用する場合は、次の一般的なプロセスに従う必要があります：
•
•

マイクロアプリ管理インターフェイス経由でインポートするスクリプトを準備します。
スクリプトは Javascript で記述する必要があります。編集にはお好みのテキストエディター/開発ツールを使
用してください。

•

準備ができたら、マイクロアプリの管理インターフェイスの統合タブからスクリプトをインポートするか、オ
プションで、スクリプティング機能のテキストエディターに直接スクリプトを入力できます。

•

インポートしたら、スクリプトをテストします。

スクリプトをインポートする
マイクロアプリ管理インターフェイスの［統合］タブを使用して、準備したスクリプトをインポートします。
次の手順を実行します：

1.［スクリプティング］を選択します。

2.［スクリプトのアップロード］を選択します。または、
［編集］を選択して、テキスト領域に直接スクリプトを入
力することもできます。
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ブレードが開きます。

3.

スクリプトをインポートポップアップにドラッグします。

4.

スクリプトが解析され、検証されます。

5.［インポート］を選択します。
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6.

スクリプトがインポートされます。

注：
スクリプティングテキストエディターでスクリプトを直接編集したり、スクリプトファイルを再度インポート
してスクリプトを更新したりすることができるようになりました。

•［データの読み込み］、［サービスアクション］、および ［Webhook］画面で、スクリプト化された同期をデー
タエンドポイントとして表示できます。

•

スクリプトによって定義されたテーブルは、［テーブル］ページに表示されます。

•

ログにスクリプト出力を表示できます。

•

スクリプトによって行われた要求は、同期ログに表示されます。

スクリプトの実行時にスクリプトを表示および監視するには、ログ画面に移動します。

よくある質問
認証 ‑ スクリプティングは、レコードシステム（System of Record：SoR）統合用に構成されたクライアントと同
じクライアントを使用するため、HTTP 統合で定義されている同じ認証にすべて一致します。
ターゲットの SoR の ［データ読み込み］および ［サービスアクション］で構成されたすべての設定は、スクリプト
に伝達されます。
スクリプトはロードされると、マイクロアプリのインポート/エクスポートに含まれます（そのため、バンドルリポジ
トリにインポート/エクスポートできます）
。

カスタム統合パラメーター
スクリプティングでは、HTTP 統合を構成する際のカスタム統合パラメーターもサポートされています。たとえば、
統合では、特定のアプリケーション ID を使用して、ユーザーワークスペース内の特定のアプリケーションを参照しま
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す。この ID はユーザーに固有であり、統合ごとに設定する必要があります。
カスタムパラメーターまたはシークレットは、構成パラメーター定義によって定義され、以下で構成されています：

•
•
•
•
•
•
•

name（文字列、スペースなし、特殊文字なし）
label（文字列）
description（文字列）
type（文字列、列の種類と同じ）
default value（インポート時に入力）
required（ブール値）
secret（ブール値）
（シークレットがマイクロアプリのキャッシュまたはログに記録されることはありません）
。

そのほかの参照先
スクリプト開発については、Citrix Developer ポータルを参照してください。
独自のスクリプト開発を始めるには、「マイクロアプリのスクリプティングを開始する」を参照してください。
マイクロアプリのスクリプトのサンプルについては、「マイクロアプリのスクリプト用 SDK」を参照してください。

SDK の最新リリースについては、「マイクロアプリのスクリプト用 SDK のリリース」より入手してください。

スクリプト変換

December 7, 2021
スクリプト変換を使用すると、データ読み込みエンドポイントとサービスアクションのインラインスクリプト変換を
有効にできます。スクリプトは、HTTP 応答から取得したレスポンスオブジェクトを受信し、ターゲット統合のレコ
ードシステム（SoR）に応じて、別のレスポンスオブジェクトに変換するように設定できます。スクリプトでは、要
求を実行したり、データを格納したりすることはできません。スクリプト変換は、HTTP 統合 JSON パーサーによっ
て解析できるように、応答を変換することのみを目的としています。

• 各 HTTP エンドポイントには、独自の編集可能なスクリプトがあります。
•［サービスをテスト］ボタンで HTTP 統合をテストする場合、スクリプトはテスト要求とともに実行されます。
• リクエスト変換で実行されるスクリプトの上限は、10,000 ステートメントです。
• スクリプトの実行は、1 分間の時間制限もあります。1 分以内にスクリプトが終了しない場合、スクリプトは
終了します。

はじめに
スクリプト変換を使用するということは、皆様はターゲットアプリケーションの SoR に精通していると推察されま
す。HTTP 統合にスクリプト変換を使用する場合は、次の一般的なプロセスに従う必要があります：
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•［データの読み込み］または ［サービスアクション］設定ページで、インポートするスクリプトを準備します。
• スクリプトは Javascript で準備する必要があります。編集にはお好みのテキストエディター/開発ツールを使
用してください。

•

準備ができたら、マイクロアプリ管理インターフェイスのスクリプト変換ボックスを使用してスクリプトを貼
り付け（または直接編集）します。

•

インポートしたら、スクリプトをテストします。

注：
スクリプト変換を使用すると、標準のスクリプト出力は、デバッグで使用するために Citrix によってログに記
録され、インデックスが付けられます。構成中に print、console.log などを使用するときは、機密情報がログ
に記録されないようにする必要があります。

スクリプト変換を有効にする
［データの読み込み］または ［サービスアクション］の設定時にスクリプト変換を有効にするには、次の手順に従いま
す：

1.［スクリプト変換］ボタンを選択します：

2.

準備したスクリプトを入力します：

3.［パラメーターを指定してテスト］、［サービスをテスト］の順に選択して、元の応答、スクリプト出力、変換さ
れた応答、および該当する場合はスクリプトエラーを確認します。
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注：
変換スクリプトを変更した場合は、テーブルも再生成する必要があります
スクリプトが ［データの読み込み］または ［サービスアクション］で正常に動作している場合は、
［追加］を選択しま
す。

スクリプト例

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

({
response }
) => {
_ = library.load("lodash")
let json = JSON.parse(response)
console.log(`loaded user count: ${
json.length }
`)
let transformed = json.filter(user => {
if (user.active === true) {
return true
}
console.log(`skipping inactive: ${
user.displayName }
`)
return false
}
).map(user => ({
name: user.displayName,
avatarUrl: user.avatarUrls["32x32"],
now: _.now(),
}
))
return JSON.stringify(transformed)

}

注：
前述の例のように文字列を返すことも、または変換された変数を返す js オブジェクト（配列）として文字列を
返すこともできます。
例：JSON 配列名before.json after.jsonの変更：
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

({
response
}
) => {
_ = library.load("lodash")
function rename(obj, key, newKey) {
if (_.includes(_.keys(obj), key)) {
obj[newKey] = _.clone(obj[key], true)
delete obj[key]
}
return obj
}

let json = JSON.parse(response)
let transformed = rename(json, 'tickets', 'new_tickets')
return JSON.stringify(transformed) }

統合の構成

December 7, 2021
HTTP 統合を追加したので、ここで統合を構成します。このエンドポイントデータとサービスアクション構成は、ア
クション可能なマイクロアプリを作成するための基盤を形成します。

データエンドポイントの追加
関連するデータをキャッシュに読み込むように、データエンドポイントを構成します。ユーザーに表示する（または
イベントやアクションのトリガーに使用する）データはキャッシュする必要があります。
データエンドポイントを追加するには、以下の手順に従います：

1.［データの読み込み］を選択します。
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2.［データエンドポイントの設定］で、エンドポイント名を入力します。
3.（オプション）必要に応じて、テンプレート変数を追加します。このフィールドは、HTTP 要求定義内で使用さ
れる動的値を提供します。
［テンプレート変数］を使用すると、次のいずれかの状況における元のエンドポイン
ト定義の全パラメーターを上書きまたは変更できます：

•
•
•

アクション前またはアクション後の更新
アクション呼び出し
増分同期

たとえば、増分同期中にテンプレート変数の動的値を使用できます。

a)［変数の追加］を選択します。
b)

新しい変数の名前を入力します。

c)

［データ型］ と ［ソース］を選択します。選択したデータ型によって、ソースの選択肢が変わります。

i.
ii.

データ型 ［DATETIME］でソースに ［静的な値］を選択した場合は、値を入力します。
データ型が ［DATETIME］でソースに ［相対日付］を選択した場合は、期間を選択します。

d)［構成］メニューを選択し、必要に応じて ［Datetime］に ［書式の種類］の詳細を入力します。
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e)［保存］を選択します。
作成した新しい変数は、HTTP 要求で使用できるようになります。変数を波ダッシュタグで挟んで入力すると、
入力した変数が存在しない場合は、ポップアップから ［変数の作成］を選択してこの変数を追加するよう求め
られます。
注：
テンプレート変数値は、標準の HTTP エンコード規則に従ってパーセントエンコーディングされます。
これを発生させたくない場合、または値が既にパーセントエンコーディングされていることがわかって
いる場合は、二重エンコーディングを防ぐために、通常の二重中括弧ではなく三重中括弧タグを使用す
る必要があります。たとえば、を} に変更します。
テンプレート変数を構成したら、次に説明するように、要求メソッド、ページネーションの種類を定義し、
［完
全同期］セクションと ［増分同期］セクションの両方についてサービスをテストする必要があります。

4.

［要求メソッド］ と URL を設定します。

5.（オプション）必要に応じて、［+ パラメーターを追加］を選択し、［QUERY］、［HEADER］、または要求本文
の各パラメーターを設定します。
注：
選択するデータ型によって、属性の形式が決定されます。この形式によってマイクロアプリのフィール
ドが決定されます。パラメーター名を参照するには、波ダッシュタグを使用します。たとえば、です。

6.［ページネーションの種類］を選択します。選択する必要があるページネーションの種類は、ターゲットアプリ
ケーション統合の API 標準によって決まります。ターゲットアプリケーション統合の API ドキュメントを参
照して、アプリケーション統合で使用されるページネーション方法を確認してください。

HTTP 統合では、次の標準的なページネーション方法から選択できます。ページ、オフセット、およびカーソ
ルの方法には、プルするページごとのレコード数を定義する ページサイズ値フィールドが含まれます。

•

なし ‑ ページネーションは定義されません。

•

ページ ‑ ページごとに復帰の限度を設定します。
例：https://example.com?limit=100&page=3

•

オフセット ‑ offset と Limit の 2 つのパラメーターを指定します。offset はスキップするレコードの
数を定義し、ページごとに表示するレコードの数を制限します。
例：https://example.com?limit=100&offset=300

•

リンク ‑ ページネーション方法を定義して、本文の次のページリンクを定義します。
例：

1
2
3

{
“ data ”

[⋯]
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4
5

•

“ next ” :

https://example.com?lpage=3

}

ヘッダーリンク ‑ リンクページネーションと似ていますが、URL ページヘッダーに基づいてページネー
ションを定義します。
例：

1
2

•

Link: <https://api.github.com/search/code?q=addClass+user%3
Amozilla&page=15>; rel="next",
<https://api.github.com/search/code?q=addClass+user%3Amozilla
&page=34>; rel="last"

カーソル ‑ カーソルのページネーションでは、特定レコードの一意の識別子がクエリする次のレコード
へのポインタとして使用され、結果のページを返します。
例：https://example.com?paginationToken=BFLMPSVZ

• OData ‑ OData 標準のページネーションを実行する場合は、OData バージョンを選択します。

7.［パラメーターを指定してテスト］を選択して、エンドポイントが正しく構成されていることを確認します。テ
ストするページ数を選択し、［パラメーターを指定してテスト］を選択します。［完了］を選択してブレードを
閉じます。

8.（オプション）戻されたレコードの条件を定義する必要がある場合は、［ページネーション境界］を切り替えま
す。これは、ページネーションの種類が ［ページ］と ［オフセット］の場合にのみ存在し、ターゲットの SoR
要件によって異なります。

9.

読み込む最大ページ数の変数を設定します（デフォルトは 10000 で、上限は 1000000）。この変数を使用し
て、必要に応じて SoR から戻されるレコードの量を制限します。［読み込む最大ページ数］は、エンドポイン
トごとに構成できます。

10.［パラメーターを指定してテスト］を選択して、エンドポイントが正しく構成されていることを確認します。
テストが成功したら、次の手順に進みます。エラーメッセージを受け取った場合は、受け取ったエラーメッセ
ージに基づいてトラブルシューティングを行います。
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スクリプト変換
スクリプト変換の設定について詳しくは、「スクリプト変換」を参照してください。

データ構造の取得
［データ構造の取得］セクションでテーブルを作成できるようになりました。

1.［テーブルの生成］を選択します。
2.［API から］または ［JSON から］を選択します：
• API から ‑ 定義されたエンドポイントから自動的にデータを取得します。
• JSON から ‑ 必要に応じて API を貼り付ける場合に「サンプル JSON から」を使用します。たとえば、
応答を受け取っているが現在は API を呼び出すことができない場合などです。
（オプション）定義されたエンドポイントからの別のルートが必要な場合は、ルートパスを定義します。
ルートパスは、JSON ポインタ表記で定義する必要があります。

3.［テーブルの生成］を選択します。
4.

プライマリキーを設定するには、
［属性の編集］鉛筆アイコンを選択し、プライマリキーとして使用される属性

（たとえば、id）で ［プライマリキー］を切り替えます。重要なのは、プライマリキー列に null 値を含めるこ
とはできないという点です。データ型を TIMESTAMP に変更しないでください。
注：
カスタマイズされた統合およびマイクロアプリを作成する場合は、必ずプライマリキーを割り当てる必
要があり、データを同期するときに完全に上書きするのではなく、正しい増分の読み込みを有効にしま
す。

5.（オプション）［テーブルの追加］を選択して、該当のターゲットアプリケーションで必要な追加のテーブルプ
ロパティを構成して、
［保存］をクリックします。その後、API エンドポイントからテーブル構造を再ロードで
きます。

6.

増分同期
増分同期を切り替えて同期をセットアップできます。つまり、前回のデータ同期以降に更新されたレコードの
みを、より頻繁にダウンロードします。これを行うには、API 呼び出しを実行する頻度を設定します。サーバ
ー時間パラメーターを最低 1 つ入力します。同期スケジュールを設定せずに終了すると、手動で同期を行うよ
う設定されます。
カスタムパラメーターが必要となるのは、ターゲットアプリケーションで必要とされる場合だけです。必要に
応じて、ターゲットアプリケーション統合ドキュメントを参照してください。同期用のカスタム文字列を作成
する場合は、角かっこで入力する必要があります。例：[updated >=] ‘YYY‑MM‑DD HHmm’
同期については詳しくは、以下の「データ同期の設定」を参照してください。

7.［データ構造の取得］セクションで、作成するテーブルのベース名を入力して、以下のいずれかを選択します：
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• API から ‑ 定義されたエンドポイントから自動的にデータを取得します。
• サンプル JSON から ‑ 必要に応じて API を貼り付ける場合に「サンプル JSON から」を使用します。
たとえば、応答を受け取っているが現在は API を呼び出すことができない場合などです。

8.［追加］を選択します。
データエンドポイントがマップされ、サービスアクションをセットアップできるようになりました。
注：
エンドポイントをセットアップして追加すると、テーブル構造がロックされます。再構築する必要がある場合
は、新しくデータ読み込みのエンドポイントを作成して構成する必要があります。

API 呼び出しの追加
アプリケーション統合用のデータエンドポイントを構成する場合、元の親エンドポイントにさらに子エンドポイント
を追加して、コールチェーンを有効にすることができます。データエンドポイントを設定したら、さらに関連するエ
ンドポイントを追加できます。
次の手順を実行します：

1.

子呼び出しを追加する統合のメニューで ［編集］を選択します。
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統合ページが開きます。

2.

追加するデータエンドポイントメニューから ［子 API 呼び出しを追加］を選択します：

3.

親テーブルを選択し、前述のデータの読み込みセクションの手順で行ったようにエンドポイントを定義します。

要求メソッドを定義するときに、パスを静的な値または列の値に設定できます。
これで、API 呼び出しチェーンが親 API 呼び出しに関連付けられました。定義した親/子エンドポイントが［データエ
ンドポイント］ページで視覚化されるようになりました。
注：
統合を作成する際には、複数ではなく 1 つのエンドポイントのみからデータをロードすることをお勧めします。
可能な場合、エンドポイント呼び出しを個別に呼び出すバッチを使用してください。
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テーブルのマージ
子 API 呼び出しを構成するとき、以下のオプションのいずれかを選択することにより、子テーブルを親テーブルにマ
ージできます：
親テーブルと子テーブルをマージしない場合は、［マージしない］を選択します。
［詳細としてマージ］を選択すると、レコードシステムからすべてのタスクと要求を要求の詳細とともに取得し、それ
らをマージします。以下は、親テーブルと子テーブルの場合の例です：

1
2
3
4
5
6
7
8

/request-list
{
“ id ” :

123,

“ Title ” :
“ Role ” :

“ Car ”

,

“ Order ”

,
“ Category ” : “ Sales ”
}

And:
1
2
3
4
5
6
7
8

/request-detail/123
{
“ id ” :

123,
“ Title ” : “ Car ” ,
“ Desc ” : “ Cabriolet ” ,
“ Date ” : “ 2020-01-01 ”
}

［詳細としてマージ］が選択されると、次の内容が返されます：

Id

役職

役割

カテゴリ

説明

日付

123

Car

Order

Sales

Cabriolet

2020‑01‑01

［サブリストとしてマージ］を選択して各子テーブルを個別に親テーブルに追加します。上記の例を使用して、サブリ
ストとしてマージすると、次のような結果になります：

Id

役職

役割

カテゴリ

id

役職

説明

日付

123

Car

Order

Sales

123

Car

Cabriolet

2020‑01‑
01
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テーブルの構成
構成を新たにセットアップせずに、テーブルのプライマリキーを再構成できます。これを行うには、テーブル画面で
個々のテーブルエントリを削除し、テーブルを再同期し、新しいプライマリキーを選択します。

サポートされる時刻形式

HTTP 統合では、レコードシステムデータで次の時刻形式をサポートしています：
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ISO 日付形式
OData 形式
"yyyy-M-dd HH:mm:ss.SSS",
"M/d/yy h:mm a",
"M/d/yyyy h:mm:ss a",
"dd/MM/yy HH:mm",
"MMM d, yyyy h:mm:ss a",
"dd-MMM-yyyy HH:mm:ss",
"MMMM d, yyyy h:mm:ss a",
"dd MMMM yyyy HH:mm:ss",
"EEEE, MMMM d, yyyy h:mm:ss a",
"EEEE, d MMMM yyyy HH:mm:ss 'o''clock'",
"h:mm a",
"HH:mm",
"h:mm:ss a",
"HH:mm:ss"

サービスアクションの追加

HTTP 統合を構成したら、サービスアクションを構成できます。サービスアクションを使用して、アプリケーション
統合のレコードのシステムにライトバックアクションを設定します。データエンドポイントと同様の方法でサービス
アクションを設定します。アプリケーション統合は、任意の数のカスタマイズされた組み合わせになる可能性がある
ため、サービスアクションの仕組みを説明する一般的なアプローチを採用します。オプションで、アクション実行前
後のデータ更新を設定することにより、ターゲットのレコードシステム（SoR）をチェックするようにサービスアク
ションを構成することもできます。
サービスアクションパラメーターとテンプレート変数を設定する場合、次の文字はサポートされません：

• Whitespace ! " ## % & ' ( ) * + , . / ; < = > @ [ \ ] ^ { | } ~ true、false、else、null、
undefined、this。
サービスアクションを追加するには、以下の手順に従います：

1.［アプリケーション名］で、作成した統合を選択します。
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2.［サービスアクション］および ［新しいサービスアクションを追加］を選択します。
3.［アクション名］を入力します（Get JIRA Ticket Info など）。
4.（オプション）
［パラメーター］セクションで ［パラメーターを追加］を選択して、パラメーターの［名前］
、
［デ
ータ型］、［値］を定義します。
［アクションシーケンス］セクションで ［アクションの実行］を定義します：

1.［エンドポイント URI］に次のパスを入力します：（/rest/api/2/issue/）。
2.

アプリケーション統合の API 要件に基づいて、［要求メソッド］を設定します。
注：
パラメーター名を参照するには、波ダッシュタグを使用します。たとえば、です。

3.［追加］を選択してサービスアクションを保存します。必要に応じてさらにサービスアクションを追加できるよ
うになりました。

アクションシーケンス
アクションの実行とアクション前後のデータ更新を通じてデータを返すように、サービスアクションシーケンスを構
成できます。アクション前後のデータ更新はオプションであり、その目的は、マイクロアプリからアクセスしている
データをしっかりとチェックすることと、アクション可能なマイクロアプリを構成するときにデータが必ず正確にな
るようにすることです。
（オプション）アクション実行前にデータ更新を構成して、マイクロアプリのエンドユーザーがアクションを実行する
ときにデータが完全に同期されるようにします。たとえば、アクション可能なマイクロアプリに表示される金額が承
認する正しい金額であり、作成から承認までの間は更新されないようにするとします。
重要：
このアクション実行前のデータ更新機能は、テキストコンポーネントでのみ機能します。つまり、アクション実
行前の他のデータ変更は、エンドユーザーに表示されません。同様に、テキストコンポーネントのページロジッ
クに値が入力された場合、チェックは実行されません。複数の Workspace ユーザーが同時に変更を行う場合、
警告は表示されません。

アクション実行前のデータ更新
実行前のデータ更新を設定するには、次の手順を実行します：

1. 更新されたレコードを取得する既存の ［データエンドポイント］を選択します。
2.（オプション）更新されたレコードの完全な詳細を取得するために子データエンドポイントが必要な場合にの
み、［子エンドポイントを含める］を有効にします。

3.（オプション）単一のレコードを取得する更新が許可される場合、通常の ［エンドポイント URI］を拡張しま
す。たとえば、データエンドポイント URI https://domain/api/itemsをhttps://domain/api
/items/itemIdに更新できます。新しいエンドポイント URI が返すデータは、元のエンドポイント URI
の場合と同じデータ構造である必要があります。そうしないと、データ解析が失敗します。
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注：
この初期セットアップ後にエンドポイント設定が変更された場合、変更内容はここに自動的には反映されませ
ん。

1.（オプション）単一レコードのフィルタリングが有効な場合、要求パラメーターを ［追加のパラメーター
を追加］で拡張します。

1.［パラメーターを指定してテスト］を選択して、エンドポイントが正しく構成されていることを確認します。テ
ストするページ数を選択し、［パラメーターを指定してテスト］を選択します。［完了］を選択してブレードを
閉じます。
テストが成功したら、次の手順に進みます。エラーメッセージを受け取った場合は、受け取ったエラーメッセ
ージに基づいてトラブルシューティングを行います。
構成が完了したら、［保存］を選択します。

アクション実行後のデータ更新
（オプション）アクションの実行後にデータが完全に同期されるようにするには、ターゲットアプリケーションのレコ
ードシステムから新しいデータを取得するようにデータ更新を構成します。
データ更新をアクション実行後に設定するには、次の手順を実行します：

1.

更新されたレコードを取得する既存の ［データエンドポイント］を選択します。

2.（オプション）更新されたレコードの完全な詳細を取得するために子データエンドポイントが必要な場合にの
み、［子エンドポイントを含める］を有効にします。

3.（オプション）単一のレコードを取得する更新が許可される場合、通常の ［エンドポイント URI］を拡張しま
す。たとえば、データエンドポイント URI https://domain/api/itemsをhttps://domain/api
/items/itemIdに更新できます。新しいエンドポイント URI が返すデータは、元のエンドポイント URI
の場合と同じデータ構造である必要があります。そうしないと、データ解析が失敗します。

4.（オプション）単一レコードのフィルタリングが有効な場合、要求パラメーターを ［追加のパラメーターを追
加］で拡張します。

5.［パラメーターを指定してテスト］を選択して、エンドポイントが正しく構成されていることを確認します。テ
ストするページ数を選択し、［パラメーターを指定してテスト］を選択します。［完了］を選択してブレードを
閉じます。
テストが成功したら、次の手順に進みます。エラーメッセージを受け取った場合は、受け取ったエラーメッセ
ージに基づいてトラブルシューティングを行います。
構成が完了したら、［保存］を選択します。
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必要なエンティティの確認
テーブルを使用して、キャッシュに保存されているテーブルおよびそれらのテーブルに適用されるフィルターの現在
のリストを確認します。
これで、カスタム関係を作成する必要がない限り、最初のデータ同期を設定して実行する準備ができました。詳しく
は、「データ同期の設定」を参照してください。

API 要求メソッド
アプリケーション統合 API の要件に基づいて、要求メソッドを構成できます。次のコンポーネントを使用します：

•
•
•
•
•

GET ‑ アプリケーション統合 SOR からリソースを取得し、変更しません。
POST ‑ アプリケーション統合 SOR に新しいリソースを作成します。
PUT ‑ アプリケーション統合の既存のリソースを更新します。
PATCH ‑ リソースを部分的に更新します。
DELETE ‑ リソースを削除します。

構成可能な次の API パラメーターを使用します：

•
•
•
•

Header ‑ 要求ヘッダーに含められるパラメーターを定義します。承認に関連しています。
Path ‑ クエリ文字列の前にある、エンドポイントのパス内にパラメーターを定義します。
Query ‑ エンドポイントのクエリ文字列にパラメーターを定義します。
Body ‑ 要求の本文に含められるパラメーターを定義します。

スクリプト変換
スクリプト変換の設定について詳しくは、「スクリプト変換」を参照してください。

カスタム関係の作成
［関係］ ページを使用して、統合内のテーブル間にカスタム接続を作成します。複数のベース URL があり、複数の統
合が必要な場合、または同じ統合でカスタム関係を作成する場合に、これを使用できます。これは高度なユースケー
スであり、複数の統合のマップを開始する前に、単一の統合でのマイクロアプリ作成に慣れるようお勧めします。

1.［マイクロアプリの管理］ページから、エンティティを確認する統合の横にあるメニューを選択します。
2.［編集］を選択してから ［関係］を選択します。
3.［新しい関係を追加］を選択します。
［関係の追加］ページが開きます。

4.

プライマリテーブルを外部テーブルにマップできます。

5.

必要なエイリアスを入力します。

各統合でセットアップしたプライマリキーに基づいて、参照列をマップして追加できるようになりました。
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重要：
テーブルを削除すると、関係もすべて削除されます。

データ同期の設定
統合アプリケーションからマイクロアプリプラットフォームにデータをプルして、キャッシュと比較できるようにし
ます。ベストプラクティスとして、完全同期が 24 時間ごとに実行され、増分同期は 5 分ごとにプルするように構成
できます。
同期ルール、スケジュールを満たさない同期、および拒否ルールについて詳しくは、
「データの同期」を参照してくだ
さい。

1.［マイクロアプリの管理］ページから、同期を設定する統合の横にあるメニューを選択します。
2.［同期］を選択します。

3.［完全］および ［増分］のデータ同期の値を設定します。
•［完全］は、ローカルキャッシュをドロップし、ソースシステムからすべてのデータをプルします。
重要：
完全同期の実行には時間がかかる場合があります。完全同期は、夜間または一般的には営業時間外
に実行することをお勧めします。
［X］アイコンを選択すると、処理中のデータ同期をいつでもキャ
ンセルできます。

•［増分］は、変更（新規および更新）されたレコードのみをプルします。削除されたデータは読み込まれ
ません。
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重要：
すべての API が増分同期をサポートしているわけではありません。
毎日または 毎週の同期を指定すると、同期は選択した時間枠内でランダムに発生します。たとえ
ば、「00‑04 毎日」の完全同期を選択すると、この期間中にランダムに選択された時間に完全な同
期を実行します。

4.［保存］を選択します。
注：
必要に応じて、矢印アイコンを選択してオンデマンドで統合を実行することもできます。

統合ログの表示
［統合ログ］を使用して、重大度別に分類された変更の履歴を表示します。これを使用して、統合に関する問題のトラ
ブルシューティングを行います。たとえば、同期が失敗したことがわかった場合は、統合ログをチェックして理由を
確認します。または、想定しているカードが表示されない場合は、統合ログをチェックして、同期が発生したかどう
かを確認します。

1.［マイクロアプリの管理］ページから、統合ログを表示する統合の横のメニューを選択します。
2.［統合ログ］を選択します。
3. エントリを確認し、必要に応じてメニューを選択してエラーでフィルタリングします。
統合構成のエクスポート
統合構成をエクスポートできます。すべての資格情報が破棄されます。これには、パスワードとクライアントの詳細
が含まれます。マイクロアプリサーバーに保存されている構成のみがエクスポートされます。たとえば、エクスポー
トでユーザー名は保持されますが、パスワードは保持されません。また、エクスポートで OAuth 構成は保持されま
すが、クライアントシークレットは保持されません。
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1.［マイクロアプリの管理］ページから、エクスポートする統合の横にあるメニューを選択します。
2.［構成のエクスポート］を選択します。
service.mapp ファイルがダウンロードされます。
次のステップ
カスタム統合を作成して構成したので、自身のマイクロアプリを構築して、ユーザーのニーズを満たし、毎日のワー
クフローを合理化する最高のエンドユーザーエクスペリエンスを実現します。詳しくは、
「マイクロアプリの作成」を
参照してください。

配列データ型

December 7, 2021
配列データ型を使用すると、サービスアクションで構成済みの JSON 形式の本文に複数の戻り値が含まれるように構
成できます。これは、ページビルダーで複数選択検索コンポーネントを使用するようにマイクロアプリを開発する場
合に役立ちます。
配列データ型を構成するには、次の手順を実行します：

•
•

配列名を入力します。
配列データ型を選択し、配列内のアイテムのサブタイプを選択します。複数選択検索の要件に応じて、配列サ
ブタイプはプリミティブデータ型または複数のパラメーターを含むオブジェクトに設定できます。プリミティ
ブデータ型の場合は値の一覧、複数のパラメーターの場合は値を含んだオブジェクトの一覧になります。

•［オブジェクトパラメーターの追加］を使用して、必要な数のパラメーターを追加します。たとえば、次の画像
に示されるように、ユーザーの配列内の各オブジェクトにuserNameおよびuserEmailのパラメーターを
含めることができます：

JSON 形式の本文の構成
配列の JSON 形式の本文を構成する場合は、Mustache タグを使用してパラメーターとテンプレートの変数名を参
照します。たとえば、です。
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その他の構成オプションとして、JSON 形式の本文では、コンテキストの変更に加え、ハンドルバー形式で定義され
たヘルパーおよびデータ変数などがサポートされています：

［パラメーターを指定してテスト］機能を使用して、構成した JSON テンプレートをテストすることができます。これ
により、JSON 形式の本文が正しく構成されているかどうかと、有効な JSON がアクション実行時に生成されるかど
うかについてフィードバックを得ることができます。

Mustache タグは、実際の値に置き換えられて、必要に応じて自動的に引用符で囲まれます（エンクォート）。また
JSON テンプレートの処理中は、null に置き換えられます。エンクォートハンドルバーヘルパーを使用して、値のエ
ンクォートを適用することもできます。
例：

配列の例：
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深い統合データ構造の作成

October 26, 2021
マイクロアプリを作成する際、親テーブルから 2 レベル以上離れたターゲットレコードシステム内のテーブルにアク
セスする必要がある場合があります。HTTP 統合に現在存在する制限であるため、これに関する解決策が提供されて
います。
この記事では、このようなユースケースが発生したときに、ターゲットのレコードシステムのテーブルにアクセスす
る方法について説明します。この解決策は単純ではありませんが、以下の説明に従うと、より深いデータ構造を作成
できます。

使用例
ユーザーが ServiceNow でリクエストを承認できるようにするマイクロアプリを構築するとします。このマイクロ
アプリを使用するには、ユーザーは以下が可能である必要があります：

•
•
•
•
•

通知を受け取って開く
承認するアイテムのリストを含むページを受け取る
各アイテムの詳細を見る
リクエストを送信したユーザーを表示する
これらのリクエストを承認する

これらの各ステップのアクションまたはページを作成するために必要な詳細は、エンドポイントを介して取得される
テーブルに保存されています。ただし、承認者のデータを含むテーブル（アイテムリストを含むデータが挿入された
テーブル）は、別のデータの場所から 2 テーブル以上離れています。
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解決策の前提条件
この回避策を作成するには、「統合の構成」で説明されている子 API 呼び出しチェーンとテーブルのマージを組み合
わせて使用する必要があります。
前提条件：

•

マイクロアプリで実行が必要な処理とエンドユーザーが表示および操作する情報を把握して、エンドツーエン
ドのユースケースを定義した。

•

ターゲットのレコードシステムから必要なテーブルデータを返すエンドポイントを作成した。

注：
構成済みのテーブルとプライマリキーは、初期設定後は編集できません。

• HTTP 統合のAPI 呼び出しの追加およびテーブルのマージ機能について十分理解した。

データ構造の表示と構築
マイクロアプリを構築する場合、マイクロアプリプラットフォームでサポートされている従来のモデルは、1 ステッ
プのみ離れたテーブル間で使用するモデル（N+1 モデル）です。
これは、HTTP 統合中に設定された統合構成をチェックすることで確認できます。たとえば、チケットはタグから 1
ステップ離れていますが、どちらも comments_w_users に直接接続されていないことがわかります。

一部の関係は、エンドポイントの構成中に自動的に作成され、統合のテーブルリファレンスに表示されます。ただし、
この特定のユースケースでは、複数の手動定義を作成してテーブル間の関係を作成する必要があります。
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データ構造マージ戦略
このようなシナリオでマイクロアプリを構築するようにデータ構造を設計する際は、次の重要な点を考慮してくださ
い：

•

マイクロアプリを構築するために実現する必要があるデータ構造に応じて、親 API 呼び出しを選択します。更
新されたデータ構造のみを返すデータセットと API の増分同期の使用方法を検討してください。この API は
親として設定する必要があります。

•

可能な場合は、多対 1 ではなく 1 対多のみを構成してください。多対 1 の構成では、API 呼び出しが繰り返さ
れ、データ同期の効率に影響します。

•

必要な通知のソースを検討すると同時に、テーブルのマージが構成されデータを複製できる場合に、ユーザー
が通知を 1 つのみ受け取るように構成する方法を検討してください。

•

親 API は常に最も揮発性の高いオブジェクトである必要があります。

特定のケースでは、次のテーブルのマージ方法を使用します：

• 1 対 1 ‑ ［詳細としてマージ］を使用します。これにより、親 API と子 API のすべての属性を含む 1 つのレコ
ードのみがデータベースに保存されます。子の値は、属性が親と子の両方の API 呼び出しに存在する場合に使
用されます。

• 1 対多 ‑ ［サブリストとしてマージ］を使用します。すべての親属性がすべての子レコードとともに保存され
ます。

•

多対 1 ‑ 通常、多対 1 は子 API 呼び出しでは使用されません。テーブルのマージを使用するか、エンティティ
関係の手動設定（マージは適用されない）を使用するかにかかわらず、最適な方法を検討する必要があります。
マージが適用されない場合、最初の子のみが保存され、重複するプライマリキーの検出により他の子は無視さ
れます。

関係の手動定義
関係を手動で定義するには、関係の構築に使用する両方のテーブルに共通の列が存在している必要があります。これ
は、データ統合の［テーブルと関係］セクションで確認できます。2 つの個別のテーブルに共通の列がある場合には、
それらのテーブル間の関係を手動で作成できます。共通の列がない場合は、次の手順に示す例に従って関係を作成す
る必要があります。

高度なユースケース
共通の列関係を使用して n+1 を超えるデータ構造を作成できない場合、API の子呼び出しとテーブルのマージを組み
合わせて使用して、フラット化されたデータ構造を作成できます。一般的な「高度なユースケース」は、次の基本原
則に従います：

1.
2.
3.
4.

統合を設定します。
テーブル構造を編集します。
プライマリテーブルから結合先テーブルへの API 呼び出しチェーンを作成します。
トップダウン方式（たとえば、親から子）でのテーブルのマージを介してテーブルをマージします。
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5.

大きなテーブルが作成されたら、親テーブルに戻り、すべてのテーブルエンティティに対して無視を設定しま
す。

たとえば、request-list>item list>item details>approverを使用してマイクロアプリを構築する
場合、マイクロアプリは承認者のリクエストと詳細を表示できる必要がありますが、n+1 の関係のみという現在の制
限があるため表示できません。テーブルのマージ機能を使用して、この問題を修正できます。
データエンドポイントを構築するときに、アイテムリスト内の親データエンドポイント（request-list）から子
エンドポイント（approver）にテーブル構造を伝達します。
その後、テーブルマージ戦略を使用して、親データエンドポイントからこの子 API にすべてをマージするように設定
できます。その結果、親テーブルにあったものがすべて子 API（item-list）のデータ構造に表示されます。
この方法で構成すると、1 つの大きなデータベーステーブルに 3 つのレベルのデータが含まれます。この新しいテー
ブルを使用して、マイクロアプリの構築を開始したときに定義したユースケースに従ってページを構築できます。こ
の方法は、多数のレベルが必要な場合に使用できます。

API 子呼び出しとテーブルのマージの例
次の例は、n+1 の関係を超えるデータに到達するテーブル構造を作成する一般的なワークフローを示しています。個
々の使用は、マイクロアプリ用に構築する個別のユースケースに基づいて構築する必要があります。ターゲット統合
レコードシステムに精通し、この方法を使用する場合の構造の結果を十分に理解している必要があります。

© 1999 – 2022 Citrix Systems, Inc. All rights reserved.

444

マイクロアプリ

API 呼び出しチェーンを作成する
1.

統合の ［データ読み込み］ページに移動します：

2.

ルートエンドポイントから対象の子エンドポイントへの子 API 呼び出しを必要な数追加します：

完了すると、［データ読み込み］ページにデータ構造を表示できます。
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親から子への API 呼び出しをマージする
対象テーブルに達するまで、ルート/親テーブルを子エンドポイントに順番にマージします：

1. 統合の省略記号メニューから ［編集］を選択します。
2. ルート統合の子エンドポイントの省略記号メニューから ［編集］を選択します。
3.［データエンドポイントの編集］ページの下部に移動し、［編集］を選択して構成テーブルのマージを選択しま
す：

対象テーブルに達するまで、子テーブルごとに、この処理を順番に必要な回数繰り返します。それにより、マ
イクロアプリを構築できます。

繰り返される API 呼び出しを無視する
マージ「チェーン」が終了したら、ルートエンドポイントに戻ります。次の手順を実行します：

1.［編集］を選択します。
2. すべてのテーブルを ［無視］ステータスに設定します：
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これにより、テーブルがキャッシュに 2 回読み込まれることがなくなり、パフォーマンスが向上します。これ
で、チェーン/マージされたテーブルを使用してマイクロアプリを構築できます。

重要な注意事項
この方法を使用してデータを構築する場合は常に、次の点を考慮してください：

•
•
•
•

すべての親および子 API 呼び出しには、独自のデータ構造があります。
これらの構造は、異なるデータセットです。
データ構造を（親から子に）マージした場合、子データ構造にすべての属性が表示されます。
完全なチェーンが維持される場合、データは「2 回」保存されます。子データ構造にすべての属性が表示され
るため、親呼び出しのデータ構造が完全に削除されていることを確認してください。

•

親 API 呼び出しのデータ構造はそのままにせず、可能な場合は削除してください。

Webhook リスナーの構成
October 26, 2021
マイクロアプリでほぼリアルタイムのデータをエンドユーザーに提供できるように、Webhook リスナー（HTTP プ
ッシュ API とも呼ばれる）を構成します。Webhook を構成して、マイクロアプリプラットフォーム側からの同期
よりもはるかに速い速度で、アプリから他のアプリケーションにデータを配信できます。MA サーバーで処理できる

Webhook 要求本文の最大サイズは 64KB です。
Webhook リスナーを追加するには、ターゲットアプリケーションのレコードシステムを熟知し、それらの場所で
Webhook を構成するために必要なツールと管理者権限が設定されている必要があります。
データ読み込みにより統合を設定した後、Webhook を構成し、次の手順に従います：

1. HTTP 統合画面の左側のバーにある ［Webhook リスナー］をクリックします：
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2.

必要な Webhook 名を入力します。

3.［コピー］を選択して、ターゲットのレコードシステム管理インターフェイスで使用する Webhook URL をコ
ピーします。

承認方法
承認方法を構成する際、［トークン］認証方法か ［なし］のいずれかを選択できます。トークンの方法を構成するに
は、次の手順に従います：

1.

認証方法のメニューで ［トークン］を選択します。

2.［トークンの生成］を選択してから ［コピー］を選択し、ターゲットのレコードシステム管理インターフェイス
で使用するためにトークンをクリップボードに追加します。

3.［トークンの読み取り元］を選択して、次から選択します：
•

カスタムヘッダー
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•
•
4.

クエリパラメーター
認証ヘッダー

選択した読み取り方法に応じて、［名前］または ［プレフィックス］を定義します。

これでトークンが設定されました。

要求メソッド

Webhook リスナーを構成するときは、次の定義を使用して呼び出しを作成します：
• PUT は、既存のリソースを更新するために使用されます。
• POST は、新しい従属リソースを作成するため、POST メソッドを使用してリソースのコレクションに新しい
リソースを作成します。

PUT と POST はどちらも、ルートテーブルのプライマリキー情報を使用して子テーブルからデータを削除し
ます。次に、既存のレコードを置き換えるか、新しいレコードを挿入します。

• DELETE は、リソースを削除するために使用されます。
DELETE には 2 つのエンドポイントがあります：
– { serviceUuid } /{ webhookListenerUuid } /{ recordId } こ こ でrecordId
は、削除するルートテーブルのレコードのプライマリキーの値です。子テーブルのレコードはそれに応
じて削除されます。

– { serviceUuid } /{ webhookListenerUuid } /?id1=1&id2=1 ここで、id1とid2
は、削除するルートテーブル内のレコードの複合プライマリキーの値を表します。子テーブルのレコー
ドはそれに応じて削除されます。

• PATCH 要求は、リソースを部分的に更新するために使用されます。
データ構造の定義
データ構造は、データ読み込み構成中のデータ構造の取得で説明したのと同様の方法で定義できます。詳しくは、
「統
合の構成」を参照してください。

Webhook データ構造を定義するには、次の手順に従います：
1.

必要なデータ保持期間を設定します。この日付より古いエントリはすべて削除されます。保存された各エント
リには、変更の日付と時刻が含まれています。これはlastModifiedです。この日付と時刻は、削除するエ
ントリを決定するときに使用されます。

2.［テーブルの生成］を選択します。
［テーブルの生成］画面が開きます。
ターゲットアプリケーションのレコードシステムからの JSON サンプルリクエストをここに貼り付けます。

3.

作成したテーブルのベース名を設定します。

4.（オプション）必要に応じてルートパスを設定します。
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5.［生成］を選択します。
このプロセスが、ターゲットアプリケーションのレコードシステム管理で入力した構成手段とともに完了したら、
［追
加］を選択します。
これで Webhook が構成されました。

スクリプトのサポート

Webhook リスナーでは、HTTP 統合スクリプティング機能で構成されたカスタムスクリプトがサポートされていま
す。
独自のスクリプトの開発と実行に関するその他の情報については、Citrix Developer ポータルを参照してください。

Webhook ログの表示
Webhook ログを使用して、すべての Webhook エンドポイントからの要求とエラーの履歴を表示します。成功、
エラー、またはすべてなど、Webhook 名と状態で絞り込むことができます。パフォーマンスの目的で、最新の 10
個の Webhook ログエントリのみが Webhook ログ画面で確認できるように保持されます。
1.［マイクロアプリの管理］ページから、統合ログを表示する統合の横のメニューを選択します。
2. Webhook ログを選択します。
3. エントリを確認し、メニューから選択して必要に応じて絞り込みます。

マイクロアプリの作成

December 7, 2021
マイクロアプリを作成する際、ターゲットアプリケーションのデータベーススキーマを理解してワークフローを計画
することが重要です。これにより、統合を構築するための API を特定できます。これはカスタム統合を構築するため
に必要です。

Citrix Workspace に統合できるアプリケーションは無数にあります。Citrix Workspace ユーザーが関心のある情
報を保持するターゲットアプリケーションを選択します。特に関心があることは、クイックタスクに定期的に使用さ
れ、ユーザーにとって直感的にアクセスできないアプリケーションです。ユーザーが Citrix Workspace 内から直接
対話できるようにするアクション可能なアプリケーションは、ユーザーの通知を有効にするだけのアプリケーション
よりもはるかに価値があります。例には、アイテムの承認、作成、追加が含まれます。
次に、Citrix Workspace に統合する厳選されたターゲットビジネスアプリケーションの重要なユースケースを特定
します。例：

•
•

有給休暇/休暇要求の作成
有給休暇/休暇要求の承認
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•
•
•
•

保留中の承認の検索
タスクを完了としてマーク
作成または変更された割り当て済みタスクをユーザーに通知
インボイスの承認

ユースケースを識別したら、次の手順は、ターゲットシステムから関連情報を抽出したり、そのシステム内に戻した
りできる API を特定することです。
以下に、インボイス承認のユースケースを使用してワークフローを設計するシナリオを示します。詳しくは、
「サンプ
ルシナリオワークフロー設計」を参照してください。

重要な注意事項
ワークフローを設計する前に、以下の考慮事項と制限を確認してください：

•

ページ上のデータにアクセスできる関係は 1 つだけです。これは、ページが作成されるとき、直接関係するデ
ータのみをアドレス指定できることを意味します。

•

すべての個人設定は、ユーザーのメールのコンテキストから行われます。つまり、通知を作成したり、個人設
定されたページを作成したりする場合、ユーザーのメールを最大 1 レベル離れた関係にできます。

•
•

通知と同じテーブルに基づくページへの通知には、［移動先ページ］アクションリンクのみを設定できます。
レコードベースの詳細ページ（つまり、recordID を使用するページ）をアクションページとして設定するこ
とはできません。コンポーネントがレコード値にマップされていないことを確認してください。たとえば、
［詳
細］ページは、
［タスクの追加］などの純粋な入力フォームでない限り、アクションページとして設定しないで
ください。

• 1 つの変更で 1 つの通知が生成されます。受信者が関連テーブルに存在する場合、関係は 1:1 である必要があ
り、1:N の関係はサポートされていません。
• プライマリテーブルは、通知イベントを作成するテーブルです。
• 最大で 1 受信者であると想定します。受信者がプライマリテーブルに存在しない場合は、プライマリテーブル
の各レコードの非プライマリテーブルに一致するレコードが 1 つしかないことを確認してください。たとえ
ば、テーブルpto_approvalに対して通知を作成したが、テーブルpto_approver内でその要求を承認
できる 2 人の異なる承認者がいて（いわゆる 1 対多の関係）、両方に通知したい場合、それは不可能です。通
知エンジンは、承認者を 1 人だけランダムにピックアップします。このようなケースが多数である場合、通知
イベントはまったく評価されません。

•

プライマリテーブルと他のテーブルの間の予想される関係は 1:1 です。これは、プライマリテーブルの各レコ
ードについて、他のテーブルに最大で 1 つのレコードがあることを意味します。したがって、通知イベントは、
プライマリテーブルの行数を超える通知メッセージを生成することはできません。この条件に違反し、プライ
マリテーブルの一部のレコードに複数のレコードがある場合、基になるデータに重複が表示されます。通知エ
ンジンは最初のレコードのみをランダムに選択し、重複を無視します。

•

プライマリキー列に値がないか、値が無効な種類である場合、同期中にレコードがスキップされ、ログ警告が
生成されます。

•

インフラストラクチャと管理ユーザーを誤った通知イベントの定義から保護するには、いくつかの厳しい制限
があります。プライマリテーブルの行数と比較した、通知クエリによって返される行数の最大比率は 1.6:1 で
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す。たとえば、プライマリテーブルに 130 行が含まれているが、通知クエリが何らかの理由で 416 行を返し
たとします。これは予想の 3.2 倍になり、この制限を超えます。この場合、通知イベントはまったく評価され
ず、代わりに警告がログに出力されます。

•

サーバーの制限のため、データベース構造は狭くする必要があります。このことは、エンドポイントを設計し
てデータベース構造を作成するときに考慮する必要があります。

•

通知メッセージは、すべての条件が評価された後に生成されます。1 回の通知の実行で生成される通知メッセ
ージの最大数は 100,000 です。

•
•

通知クエリが返すことができるレコードの最大数は 1,000,000 です。
資格情報、API キー、またはシークレットなどの機密性の高い機密データを含むカスタムフィールドを構成し
た場合、データは保護されません。そうしたデータは、デバッグログなどに表示されます。

注：

Citrix Workspace マイクロアプリにアクセスできるすべての管理者は、キャッシュにあるデータにアクセス
できます。管理者は、データソースの資格情報にアクセスできません。

マイクロアプリの基本の構築
マイクロアプリは、ページまたはイベント通知で構成され、通常は両方です。

•

通知は、イベント駆動型マイクロアプリであり、何らかの理由で注意が必要な場合、たとえば、Workspace
アクティビティのカードがフィードされるときに、自動的にユーザーに通知します。そのようなマイクロアプ
リには、
「承認のための新しい経費レポート」や 「登録可能な新しいコース」があります。以下は、使用可能な
イベントトリガーの種類です：

–
–
–

新しいレコード ‑ レコードのソース（SoR）に新しいレコードが作成されたときに通知を送信します。
変更されたレコード ‑ SoR で既存のレコードが変更されたときに通知を送信します。
一致するレコード ‑ SoR の特定の時間に、レコードが定義済みクエリと一致したときに通知を送信しま
す。

–
–
–

レコードの削除 ‑ SoR で現在のレコードが削除されたときに通知を送信します。
定期的な通知 ‑（ユーザーアクション）データによるトリガーではない通知を定期的に送信します。
定期レポート ‑ 指定された時間間隔で、まとめられたレポートデータ（グループ化）を含む定期的な通
知を送信します。

–
•

日付リマインダー ‑ レコードの日付列の値の前後の、指定された時間に通知を送信します。

ページは、ユーザーが開始するマイクロアプリであり、Workspace でアクションとして使用でき、アクショ
ンを簡単に開始できるようにします。たとえば、「有給休暇を申請する」、「ヘルプデスクチケットを送信す
る」、「ディレクトリを検索する」などです。以下は、ページの種類のテンプレートです：

–
–

詳細 ‑ SoR の個別レコードの静的な詳細を表示するページを作成します。
フォーム ‑ ページにユーザーデータを入力する機能に加えて、静的な詳細を提供する編集可能なページ
を作成します。

–

テーブル ‑ ターゲットアプリケーションの SoR から読み込む複数のデータテーブルに基づいて、ページ
を作成します。
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–

静的コンテンツ ‑ 見出し、エラーメッセージ、リマインダーなど、静的でアクションを必要としない情
報を表示するページを作成します。

新しいマイクロアプリの追加
この手順は、作成する空のマイクロアプリと同じです。
次の手順を実行します：

1.［マイクロアプリ統合］ページまたは統合ビュー（統合を選択すると開く）で、マイクロアプリを追加する統合
の横にあるメニューを選択します。

2.［マイクロアプリの追加］を選択します。
3.［空白のテンプレート］を選択し、ビジネスニーズに基づいて自身のマイクロアプリを構築します。
空のマイクロアプリを追加すると、［マイクロアプリ統合］ページの関連する統合の下に表示されます。

4.［マイクロアプリの管理］ページに戻り、統合の下にあるリストから ［空のマイクロアプリ］を選択します。
［プロパティ］ページが開きます。

5. 適切な名前と説明を付けます。
6.［マイクロアプリのアイコン］を選択し、メニューから適切なアイコンを選択します。［アプリアイコン］、［ア
クションと通知のアイコン］、および ［マイクロアプリとデータ］のアイコンから選択できます。

マイクロアプリのクローン作成
既存のマイクロアプリのクローンを作成して、新しいマイクロアプリを作成することもできます。このマイクロアプ
リは同じ統合に存在します。同じ統合内の 2 つのマイクロアプリが同じ名前を持つことはできないため、新しいマイ
クロアプリに一意の名前を付ける必要があります。

1.［マイクロアプリ統合］ページまたは統合ビュー（統合を選択すると開く）で、コピーするマイクロアプリの横
にあるメニューを選択してから、［クローン］を選択します。

2.

フィールドに新しいマイクロアプリ名を入力し、［クローン］を選択します。
新しいマイクロアプリがマイクロアプリのリストに追加されます。

注：
同じメニューから新しいバージョンのマイクロアプリをエクスポートおよびインポートすることもできます。
これらの機能について詳しくは、
「統合とマイクロアプリのエクスポートとインポート」を参照してください。

サンプルシナリオワークフロー設計
インボイス承認システムがあり、ワークフローに次のユースケースを組み込む必要がある：

•
•

新しい承認があったときに、承認者に通知する必要がある。
要求が承認または拒否されたときに、要求者に通知する必要がある。
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•

承認者が、ステータス、合計金額、要求者の詳細（名前/メール/電話番号）などインボイスに関する情報と、ラ
インアイテムの詳細（名前/金額/数量）のリストを必要としている。

•

要求者が、合計金額、承認者の詳細（名前/メール/電話番号）のリストなどインボイスに関する情報と、ライ
ンアイテムの詳細（名前/金額/数量）のリストを必要としている。

次に、データベースとそのテーブルの関係を見てみましょう：

マイクロアプリの設計
これから、4 つの通知と 5 つのページが必要であることがわかります。

4 つの通知を作成する必要があります。承認者用に 2 つ、要求者用に 2 つです。承認者と要求者のメールは、
approversおよびinvoice-detailテーブルと直接関係のあるユーザーテーブルにあります。

5 つのページを作成する必要があります。承認者のインボイスのリスト、承認者のインボイスの詳細、要求者のイン
ボイスのリスト、要求者のインボイスの詳細、および承認者と要求者のラインアイテムの詳細に、それぞれ 1 つずつ
です。

通知の構築
まず、通知を作成します。考慮事項と制限はすべて通知に適用されます。通知はユーザーが送信する必要があります。
ユーザーのメールは、テーブル内にあるか、最大 1 レベルの関係にある必要があります。

approversテーブルの承認者への通知を構築します：

•
•

テーブルの新しいレコードの通知
ステータス変更の通知

invoice_detailテーブルの要求者への通知を構築します：

•
•

テーブルの新しいレコードの通知
ステータス変更の通知
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設計上の制限（承認者）
承認者フィードカードのデータは、次のテーブルからのみ取得できます：

• approvers （プライマリテーブル）
• invoice-detail（invoice_id 関係）
• users（approver_id 関係のみ）
つまり、個人設定はユーザーのメールのコンテキストから行われるため、フィードカードへの要求者に関する
データを取得できません。たとえば、要求者名が必要な場合は、データベーススキーマを変更して、要求者名
をinvoice_detail テーブルに追加する必要があります。

設計上の制限（要求者）
要求者フィードカードのデータは、次のテーブルからのみ取得できます：

• invoice-detail（プライマリテーブル）
• users（requestor_id 関係のみ）
つまり、関係が 1:N であるため、line_itemsとapproversからのデータを取得できません。たとえば、「要求
が manager@company.com によって承認されました」などのフィードカードテキストは取得できません。この情
報が必要な場合は、データベーススキーマを変更し、この情報をinvoice_detailに追加する必要があります。

結論
これから、2 つのinvoice_detailページが必要であることを判断できます：

• approversテーブルに構築するインボイス詳細承認者
• invoice_detailテーブルに構築するインボイス詳細要求者
ここで、インボイス書詳細承認者ページに制限があることを認識できます。approvers（プライマリテーブル）、

invoice-detail（invoice_id関係）、およびusers（approver_id関係のみ）のテーブルから、すべて
のデータを追加できます。ただし、通知と同じ問題があります。要求者情報が欠落しており、line_itemsテーブ
ルが離れすぎています。これは、2 つのレベルの関係です。

回避方法

2 レベル離れた関係のテーブルからデータを取得する回避策があります。
オプション 1 GotoPage を使用します。［詳細の表示］などの 3 番目のボタンを追加して、ユーザーをこのペー
ジからインボイス詳細要求者ページに移動できます。そのページをinvoice-detailテーブルに構築するので、

requestorとline_itemsテーブルは 1 レベル離れるだけになります。
オプション

2 バインド解除されたテーブルコンポーネントを使用します：［詳細ページに関連するレコードを

使用する］トグルを選択解除してline_itemsを選択できます。これにより、すべてのアイテムを含むテーブ
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ルが作成されます。特定のインボイスのアイテムのみを選択するには、フィルターを追加する必要があります。

line_items invoice_id = approvers invoice_id。requestorにも同様のアプローチを使用できます。テー
ブルがline_itemsを超えているので、line_itemsと 1:1 または N:1 の関係をもつテーブルからデータを追加
することもできます。

ページの構築

5 つのページを構築する必要があります。次の各テーブルに 1 つずつです：
•
•
•
•
•

承認者のインボイスのリスト
承認者のインボイスの詳細
要求者のインボイスのリスト
要求者のインボイスの詳細
承認者と要求者のラインアイテムの詳細

ユーザーの割り当てに基づいて詳細な権限を許可する必要がある場合は、別のマイクロアプリを使用します。たとえ
ば、ワークフローで特定のユーザーのみが作成ページにアクセスする必要がある場合などです。ページビルダーの UI
とそのコンポーネントの完全な概要については、
「ページビルダーのコンポーネント」を参照してください。以下のク
ックブックには、コンポーネントを活用して種類が詳細およびリストのページを構築する方法について、詳細な手順
が記載されています。

マイクロアプリクックブック
例に従って、記載の材料（コンポーネント）のリストを使用して、一般的な通知とページを構築できます。

通知
新しいまたは変更されたアイテムをワークフローからユーザーにプッシュする通知を構築します。イベントトリガー
の種類から選択して、以下に示すように、ビルダーでイベントをカスタマイズします。詳しくは、
「イベント通知の構
築」を参照してください。
イベントトリガー：

•
•
•
•
•
•

新しいレコード ‑ レコードのソース（SoR）に新しいレコードが作成されたときに通知を送信します。
変更されたレコード ‑ SoR で既存のレコードが変更されたときに通知を送信します。
一致するレコード ‑ SoR の特定の時間に、レコードが定義済みクエリと一致したときに通知を送信します。
レコードの削除 ‑ SoR で現在のレコードが削除されたときに通知を送信します。
定期的な通知 ‑（ユーザーアクション）データによるトリガーではない通知を定期的に送信します。
定期レポート ‑ 指定された時間間隔で、まとめられたレポートデータ（グループ化）を含む定期的な通知を送
信します。

•

日付リマインダー ‑ レコードの日付列の値の前後の、指定された時間に通知を送信します。
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リストページ
ワークフローで使用可能なすべてのアイテムを表示するリストページを構築します。まず、次のコンポーネントを使
用します。完成したページの外観と、このページを再現するための詳細な手順については、
「リストページの構築」を
参照してください。
コンポーネント：

•

テーブル ‑ テーブルのソース、フィルターを定義し、列を定義して、テーブルを追加します。ページリンクア
クションを追加できます。データの露出を制限するには、個人設定クエリを設定する必要があります。

•

テキスト入力 ‑ データテーブル、列、値を指定することで、テキストソースを定義してユーザーが入力したペ
ージに読み込みます。このコンポーネントはオプションマークを付けることができます。フィールド幅は変更
できます。検証規則は、最小または最大の長さやテキストパターンをベースにして構成し、ユーザー入力を識
別できます。

詳細ページ
リストページを構築して、ワークフローで使用可能な 1 つのアイテムの詳細を表示します。まず、次のコンポーネン
トを使用します。完成したページの外観と、このページを再現するための完全な手順については、「詳細ページの構
築」を参照してください。
コンポーネント：

•
•
•
•

テキスト ‑ テキストソースと形式を定義して、キャッシュからページに読み込みます。
戻るボタン ‑ ユーザーが前のページに戻れるようにします。
静的テキスト ‑ ページに表示する静的テキストを定義します。
フレキシブルグリッド ‑ ページ上のコンポーネントの配置をより詳細に制御できます。大画面を備えるデバイ
ス向けにページを設計する場合に便利です。ラベルと、グリッドに含めるセルの総数を設定します。

•

テーブル ‑ テーブルのソース、フィルターを定義し、列を定義して、テーブルを追加します。ページリンクア
クションを追加できます。ユーザーのメールをベースにした個人設定クエリを設定して、データの露出を制限
することができます。

ページの作成
作成ページを構築して、ワークフローにアイテムを追加します。まず、次のコンポーネントを使用します。完成した
ページの外観と、このページを再現するための完全な手順については、「作成ページの構築」を参照してください。
コンポーネント：

•
•

静的テキスト ‑ ページに表示する静的テキストを定義します。
フレキシブルグリッド ‑ ページ上のコンポーネントの配置をより詳細に制御できます。大画面を備えるデバイ
ス向けにページを設計する場合に便利です。グリッドアイテムで構成します。ラベルと、グリッドに含めるセ
ルの総数を設定します。
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•

テキスト入力 ‑ データテーブル、列、値を指定することで、テキストソースを定義してユーザーが入力したペ
ージに読み込みます。このコンポーネントはオプションマークを付けることができます。フィールド幅は変更
できます。検証規則は、最小または最大の長さやテキストパターンをベースにして構成し、ユーザー入力を識
別できます。

•

選択 ‑ ユーザーが値の一覧から選択できるようにします。ソースシステムからデータが入力されるか、値の一
覧を手動で入力できます。アクションを追加することができます。

•
•

検索 ‑ ユーザーが大量の値を検索できるようにし、何かを検索して値を選択できるようにします。
ボタン ‑ クリックして使用する、アクションと論理が含まれたコンポーネントをページに追加します。

埋め込み
埋め込みページテンプレートでは、カスタムの Web ページを埋め込むための iFrame がレンダリングされます。

iFrame のサイズは、ページ上の使用可能なスペースに合わせて自動的に調整されます。埋め込みページにはコンポ
ーネントがなく、静的コンテンツページと同様に、データベーステーブルにバインドされていません。これは、接続
されたデータベーステーブルがないため、埋め込みページの URL がテンプレート変数を使用できないことも意味し
ます。埋め込みコンポーネントについて詳しくは、「埋め込みコンポーネント」を参照してください。

そのほかの参照先
「ビデオ：マイクロアプリの概要」で Citrix Workspace Intelligence とマイクロアプリサービスの概要を確認して
ください。
カスタム統合とマイクロアプリの作成については、「ビデオ：マイクロアプリのカスタム統合」をご覧ください。
テストインスタンスの取得について詳しくは、Citrix Workspace 開発者ポータルで確認してください。
「RSS マイクロアプリ：Citrix セキュリティ情報がある場合に通知を受け取る」にセットアップのためのクイックガ
イドがあります。
マイクロアプリディスカッションフォーラムにアクセスしてください。

ページビルダー

December 7, 2021
ページビルダーとそのコンポーネントについて理解することで、アクションページを作成できるようになります。ペ
ージビルダーのさまざまなコンポーネントとセクションについては、以下のセクションで説明します。自身の要件に
応じて、追加のフィールドとボタンを追加し、カスタマイズします。
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ページビルダーのチュートリアル
次のスクリーンショットは、各セクションがコールアウトされた完全な状態のページビルダーです。番号が付いてい
る各セクションを参照しながら、以下で説明していきます：

1.

上部のバーの左側には、選択可能なパンくずリストがあります。ページ名（右端に太字で表示され、開いてい
ることを示すメニューアイコンが付いている）を選択すると、ページ間をすばやく移動できます。バーの中央
で、標準モニターまたはモバイルビューのいずれかを選択できます。バーの右側には、プレビューオプション
があります。［ページのプレビュー］は、ビルダーで表示するこのページのビューを表示します。［マイクロア
プリのプレビュー］は、マイクロアプリのアクションのモックワークフローを提供します。ここですべてのペ
ージを開いて、通知とアクションを表示できます。

2.

画面左側には、マイクロアプリの各画面へのクイックナビゲーションオプションがあります。上から下にかけ
て、このマイクロアプリ内のすべての通知またはページのリスト、ローカリゼーション画面、および、名前、
説明、アイコンを変更できるプロパティ画面が表示され、それぞれに移動できます。詳しくは、次を参照して
ください：

•
•
•
3.

通知の構築
マイクロアプリのローカライズ
新しいマイクロアプリの追加

コンポーネントは左側のペインにあります。それらを選択して、画面中央のビルダーキャンバスにドラッグし
ます。
「ページビルダーのコンポーネント」を参照してください。コンポーネントは、
［入力］
、
［表示］
、および

［レイアウト］に分けられています。

•

入力コンポーネントは、ボタン、テキスト入力、ラジオボタンなど、アクション可能なセクションをペ
ージ上に作成します。
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•

表示コンポーネントは、テーブル、静的テキスト、画像など、マイクロアプリのエンドユーザーに情報
を提供します。

•

レイアウトコンポーネントは、ページのレイアウトを設定するためのグリッドコンポーネントを備えて
います。

4.

ビルダーキャンバスは中央のセクションです。コンポーネントをこのあたりに移動して、必要に応じて配置で
きます。ここでコンポーネントを選択して、右側ペインに表示されるコンポーネントのプロパティ、アクショ
ン、その他のタブを有効にします。

5.

コンポーネントをカスタマイズし、右側ペインにページの詳細を追加します。［ページの詳細］ タブでは、名
前を入力し、情報のフィルターを設定し、ページコンポーネントに論理を追加することで、作成するページを
構成できます。また、情報デバッグ機能を使用できます。このタブはページに対し同じままで、このタブは選
択したコンポーネントに依存しません。その他のタブは、選択したコンポーネントによって異なります。使用
可能なタブには、次のようなものがあります：

•

プロパティ：各ページビルダーのコンポーネントには、さまざまなオプションを備えた固有のプロパテ
ィメニューがあり、コンポーネントに応じて選択できます。

•
•

入力検証規則：一部のコンポーネントでは、そのコンポーネントに固有の検証規則が有効になります。
アクション：コンポーネントに応じて、さまざまなアクションを使用できます。アクションは、マイク
ロアプリの受信者（Workspace ユーザー）がアクション可能な入力で応答できるようにします。

1 つのコンポーネントに固有のその他のタブについては、下記の「表示コンポーネント」および「レイアウト
コンポーネント」セクションで、関連するコンポーネントとともに詳しく説明しています。
使用可能なコンポーネントプロパティフィールド、トグル、および選択可能な要素をすべて示すリストとそれらの説
明については、「コンポーネントのプロパティ」を参照してください。

ページテンプレート
ページを作成するとき、必要な情報に応じて、次の基本的なページレイアウトから選択できます：各テンプレートは、
目的のページを作成するアクティビティを高速化することのみを目的としています。

•
•
•

詳細 ‑ 静的な詳細を提供し、キャッシュから特定のレコードに接続されるページテンプレートです。
フォーム ‑ ページにユーザーデータを入力する機能に加えて、静的な詳細を提供するページを作成します。
テーブル ‑ ターゲットのアプリケーション統合から読み込むデータテーブルに基づいて、複数のレコードを一
覧表示するページを作成します。

•

静的コンテンツ ‑ 見出し、エラーメッセージ、リマインダーなど、静的でアクションを必要としない情報を提
供するページコンポーネントをセットアップします。

•

埋め込み ‑マイクロアプリにカスタム Web ページを埋め込むためのインラインフレーム（iFrame）をレンダ
リングするページを作成します。
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ページビルダーのコンポーネント
ページビルダーでは、さまざまなページコンポーネントから選択することができ、マイクロアプリの出力、情報、お
よび表示のカスタマイズと設定を行うことができます。以下に記載されたコンポーネントを使用し、予測とニーズに
基づいてページマイクロアプリを構築します。たとえば、ユーザーのリストを表示する場合は、テーブルコンポーネ
ントを使用して構築します。さまざまなテンプレートページに、デフォルトで使用可能なさまざまなコンポーネント
機能があります。以下のリストは、使用可能なすべてのオプションを網羅しています。

入力コンポーネント
入力セクションには、ボタン、テキスト入力、ラジオボタンなど、アクション可能なセクションをページ上に作成す
るコンポーネントがあります。

ボタン
クリックして使用する、アクションと論理が含まれたコンポーネントをページに追加します。ボタンのサイズとスタ
イルを調整できます。アクションとして、
［サービスアクションの実行］
、
［URL に移動］
、
［通知トリガーの実行］のオ
プションがあります。たとえば、アクションを使用すると、ボタンでユーザーを別のページに誘導したり、エントリ
を送信したりできます。ボタンアクションについて詳しくは、「アクション」を参照してください。

テキスト入力
ページでユーザーに表示されるデータテーブル、列、および値を指定することで、表示されるデータのテキストソー
スを定義します。このコンポーネントはオプションマークを付けることができます。フィールド幅は変更できます。
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検証規則は、最小または最大の長さやテキストパターンをベースにして構成し、ユーザー入力を識別できます。この
コンポーネントの使用例については、「作成ページの構築」および「リストページの構築」を参照してください。

テキスト領域
ページでユーザーに表示されるデータテーブル、列、および値を指定することで、表示されるデータのテキストソー
スを定義します。このコンポーネントはオプションマークを付けることができます。検証規則は、最小または最大の
長さやテキストパターンをベースにして構成し、ユーザー入力を識別できます。

番号入力
ページでユーザーに表示されるデータテーブルと列を指定して、表示されるデータのソースを定義します。時間、日
付などの形式を定義できます。コンポーネントをオプションとしてマークしたり、フィールド幅を変更したりできま
す。検証規則は、最小または最大の長さやテキストパターンをベースにして構成し、ユーザー入力を識別できます。
精度では合計桁数を定義します。スケールでは小数点の右側の桁数を定義します。

選択
ユーザーが値の一覧から選択できるようにします（値の上限は 100 個）。ソースシステムからデータが入力されるか、
値の一覧を手動で入力できます。コンポーネントをオプションとしてマークしたり、フィールド幅を変更したりでき
ます。時間、日付などの形式を定義できます。このコンポーネントの使用例については、
「作成ページの構築」を参照
してください。

検索
ユーザーが大量の値を検索できるようにし、何かを検索して値を選択できるようにします。データのプール元を指定
する必要があります。このコンポーネントはオプションマークを付けることができます。このコンポーネントの使用
例については、「作成ページの構築」を参照してください。
注
「次を含む」戦略に沿って検索コンポーネントを構成すると、検索用語の読み込みに時間がかかる可能性があり
ます。パフォーマンスとユーザーエクスペリエンスに影響するかどうかを確認するには、まとまった量のサン
プルデータを使用してテストすることをお勧めします。または、「次から始まる」戦略を使用してパフォーマン
スを向上させることができますが、この場合は検索用語で始まるレコードのみが返されます。

複数選択検索
複数選択検索は検索コンポーネントと同様に機能するため、ユーザーは、取り得る値を検索することで、大量の値を
検索して選択できます。
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たとえば、ユーザーは会議をスケジュールするときに複数のユーザーまたはユーザーのメールアドレスを検索して追
加したり、Jira チケットを作成するときに複数のラベルを追加したりできます。複数選択検索コンポーネントで使用
するデータのプール先を指定するには、HTTP 統合でサービスアクションを構成するときに配列データ型を構成する
必要があります。
複数選択のユースケース例：

•
•
•
•
•

Webex ‑ 会議出席依頼を送信する複数のユーザーを選択します。
Smartsheet ‑ シートを共有する複数のユーザーを選択します。
Jira ‑ 1 つの Jira チケットに割り当てる複数のラベルを選択します。
Office 365 のカレンダー ‑ イベントをスケジュールするときに、複数の参加者を選択します。
Office 365 のメール ‑ 複数のメール受信者を選択します。

構成
構成については検索コンポーネントの場合とほぼ同じですが、2 つの構成オプション：「最大アイテム数」と「新規ア
イテムを作成可能」が追加されています。複数選択検索を構成するには、ページビルダーの標準的な構成オプション
以外に以下を定義します：
レコード値へのマップ ‑ 事前に選択された値のデータソースを定義します。詳細ページでのみ使用できます（レコー
ド ID が必要です）。選択の場合と異なり、複数選択検索では 1 つの値に制限されません。
オプションのデータソース ‑ドロップダウンリストのオプションのデータソースを定義します。
検索語一致戦略 ‑ 検索語がデータベース値の最初の部分と一致するか、またはデータベース値内の任意の部分と一致
するかを選択します。
最大アイテム数 ‑ 検索中に選択されるアイテムの最大数を設定します。
新規アイテムを作成可能 ‑ ユーザーは検索の選択で提供されていないアイテムを作成できます（例：Jira チケットに
新しいラベルを追加）。

整合性チェック
整合性チェックは、検索と同様に機能しますが、選択されるアイテムの最大数を負でない値にする必要があります。
データソースのテーブルが存在し、値、表示値、追加データのテーブル列が外部キーを使用してデータテーブルに正
しくマップされている必要があります。
複数のエントリが返されるように配列を構成する方法について詳しくは、「データ型」を参照してください。

チェックボックス
ソース（データテーブルと列）とデフォルト（有効または無効）を定義して、ページに選択可能なコンポーネントを
追加します。このコンポーネントはオプションマークを付けることができます。
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ラジオ

1 つしか選択できないオプションのセットを追加します。ソースシステムからデータが入力されるか、値の一覧を手
動で入力できます。このコンポーネントはオプションマークを付けることができます。

日付/時刻
マイクロアプリで表示される日付、時間、または日付と時間のいずれかと、ページに読み込むデフォルト時間（選択
前に表示されている時間）を定義します。コンポーネントをオプションとしてマークしたり、フィールド幅を変更し
たりできます。

ファイルアップロードコンポーネント
送信時や更新時に、生ファイルを SoR にアップロードすることができます。このアクションを有効にするには、ファ
イルのアップロードをサポートする特別なサービスアクションを作成します。
このコンポーネントを使用すると、既存のレコードへの添付ファイルとして、またレコード作成時の添付ファイルと
して、ファイルを SoR にアップロードするためのユーザーワークフローが可能になります。例：

•
•
•
•

Jira：ログファイルとスクリーンショットをアップロードして、課題チケットに添付する。
Salesforce：開示同意書をアップロードし、アカウントまたは商談に添付する。
SAP Concur：経費報告書を管理するときに領収書を添付する。
ServiceNow：送信ワークフローの一部として添付ファイルをアップロードする。

サービスアクションの作成
ファイルのアップロードを有効にするには、スクリプトを使用してサービスアクションを構成する必要があります。
この機能をサポートするパラメーターのタイプに FILES があります。一般的な概要については、「HTTP 統合スクリ
プティング」を参照してください。

はじめに

•
•

マイクロアプリ管理インターフェイス経由でインポートするスクリプトを準備します。
スクリプトは Javascript で記述する必要があります。編集にはお好みのテキストエディター/開発ツールを使
用してください。

•

準備ができたら、マイクロアプリの管理インターフェイスの統合タブからスクリプトをインポートするか、オ
プションで、スクリプティング機能のテキストエディターに直接スクリプトを入力できます。

•

インポートしたら、スクリプトをテストします。

以下は、複数のファイルを一度に JIRA にアップロードするサービスアクションの例です。その他のスクリプトにつ
いては、このスクリプトリポジトリを参照してください。
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```javascript
function addAttachmentsSingleRequest({
client, actionParameters }
) {
console.log(`attaching file(s) to issue ${
actionParameters.issueKey }
`);
const formData = new FormData();
const url = `/rest/api/2/issue/${
actionParameters.issueKey }
/attachments`;
actionParameters.attachments.forEach(file => {
formData.append("file", file);
}
);
const response = client.fetchSync(url, {
method: 'POST',
headers: {
"Content-Type": "multipart/form-data",
"X-Atlassian-Token": "nocheck"
}
,
body: formData
}
);
if (response.ok) {
console.log('Attachment(s) posted');
}
else {
const errorMessage = `Request failed(${
response.status }
: ${
response.statusText }
)`
console.error(errorMessage)
throw new Error(errorMessage)
}
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45
46
47

}
<!--NeedCopy--> ```

スクリプトのインポート
準備したスクリプトをインポートするには、次の手順に従います：

1. 統合の構成画面で、左側のナビゲーションから ［スクリプティング］を選択します。
2.［スクリプトのアップロード］を選択します。または、
［編集］を選択して、テキスト領域に直接スクリプトを入
力することもできます。

3. スクリプトをインポートポップアップにドラッグします。
4. スクリプトが解析され、検証されます。
5.［インポート］を選択します。
6. スクリプトがインポートされます。
スクリプティングの詳細

•
•

スクリプトの開発を開始するには、Citrix Developer ポータルを参照してください。
スクリプティングによってカスタム統合を設定するエンドツーエンドのプロセスについては、「マイクロアプ
リのスクリプティングを開始する」を参照してください。

•

マイクロアプリのスクリプトのサンプルについては、「マイクロアプリのスクリプト用 SDK」を参照してくだ
さい。

ファイルアップロードコンポーネントの構成
次に、ファイルをアップロードするために作成する統合のマイクロアプリのページに戻ります。ファイルアップロー
ドコンポーネントをビルダーにドロップした後、ファイルアップロードプロパティの入力を完了します。

1.

必要に応じて ［ラベル］の値を変更します。デフォルトでは「ファイルアップロード」となっています。ラベ
ルは必須ではありません。この値は、Citrix Workspace のドロップフレームの上に表示されます。

2.

必要に応じて ［最大ファイル数］の値を変更します。デフォルトでは「1」となっています。この値は、Citrix

Workspace のドロップフレームの下にある ［ファイルのアップロード上限］の横に表示されます。複数のフ
ァイルを選択した場合、各ファイルのメタデータのアップロードとコンテンツのアップロードは個別に行われ
ます。この機能は SoR によって制限されます。

3.

必要に応じて ［最大ファイルサイズ（MB）］の値を変更します。デフォルトでは「5」となっています。この
値は、Citrix Workspace のドロップフレームの下にある ［合計サイズ制限］の横に表示されます。ファイル
サイズは SoR によって制限されます。リソースの浪費を防ぐために、最大ファイルサイズを実際に必要なサ
イズに設定することをお勧めします。

4.［ファイル拡張子（例：.jpeg、.png、.pdf）］に値を入力します。値の入力は必須ではありません。この値は、
Citrix Workspace のドロップフレームの下にある ［許容されるファイル形式］の横に表示されます。このフ
ィールドでは大文字と小文字は区別されず、特殊文字は使用できません。
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5.

このページを送信するためにファイルを追加する必要がある場合は、［必須］トグルを有効にします。［このフ
ィールドは必須です］ラベルは、Citrix Workspace のドロップフレームの上に表示されます。

6.

ドロップフレームを選択不可にして Citrix Workspace で使用できないようにする場合は、［有効］トグルを
無効にします。

7. Citrix Workspace でドロップフレームを非表示にする場合は、［表示］トグルを無効にします。

注意事項
ユーザーは、コンテンツをアップロードするときに次の制限を考慮する必要があります：

•

ファイル名の末尾には、許可されている接尾辞のいずれかを付ける必要があります。ヌルバイト（\0）を除く
すべての文字を使用できます。

•

マイクロアプリサービスではファイルストレージは提供されません。ファイルは SoR に直接アップロードさ
れます。マイクロアプリサービスではアップロードの際、まずユーザーのコンピューターから安全な一時スト
レージにファイルを転送し、すぐにそのファイルを SoR にストリーミングします。一時ストレージで処理さ
れたファイルは、その時点から誰も、いかなる目的でもアクセスできなくなり、しばらくすると削除されます。

•
•

ユーザーは、アップロードを確認する前に、以前に選択して事前にアップロードしたファイルを削除できます。
ファイルタイプ（MIME タイプ）は、ファイルの拡張子に基づいて Web ブラウザーによって検出されます。
マイクロアプリサービスは、チェックにファイルタイプを使用しません。

表示コンポーネント
表示セクションには、テーブル、静的テキスト、画像など、マイクロアプリのエンドユーザーに情報を提供するコン
ポーネントがあります。アクションページの作成時に、データを抽出するための変数としてユーザーのメールを選択
できるところでは、Active Directory ユーザープリンシパル名（UPN）属性を使用できます。これには、ページとコ
ンポーネントのフィルター、制約、およびサービスアクションの各パラメーターが含まれます。
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テーブル
テーブルのソース、フィルターを定義し、列を定義して、レコード一覧を表示するテーブルを追加します。ユーザー
を別のページに誘導するページリンクアクションを追加できます。配置は変更できます。
このコンポーネントを選択すると、右側ペインで ［列］タブが有効になります。次の設定をするのに必要な数の列を
追加します：列タイトル、データ型、データテーブル、データ列、形式、および 条件付き書式。これらのフィールド
の説明については、「コンポーネントのプロパティ」を参照してください。
データの露出を制限するには、個人設定クエリを設定する必要があります。個人用のクエリのないテーブルは、利用
者に対するデータリレーションとは関係なく、テーブルフィルターに一致するすべてのレコードを公開します。デー
タ公開を制限しない限り、潜在的に機密性の高いデータがすべてのマイクロアプリユーザーに公開される可能性があ
ります。データフィルター機能を使用して、ページへのデータアクセスを制御します。コンポーネントビルダーペイ
ンで、テーブルを選択します。
［テーブルのプロパティ］を選択した後、
［データフィルター］を選択します。
［+ 条件
を追加］を選択して、必要に応じて制約を追加します。このコンポーネントの使用例については、「詳細ページの構
築」を参照してください。

リスト/グリッド

Citrix Workspace のユーザーにデータのリストを表示します。事前構成されたレイアウトから選択して、データに
最適な方法で適切な情報を表示します。リスト内のアイテムを手動で定義するか、キャッシュからプルすることがで
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きます。
［リストのプロパティ］タブで、次のいずれかを選択します：

•［データテーブル］は、キャッシュからデータをプルします。［リストのデータソース］、［リストのアイテムデ
ータソース］
、および ［レイアウト & スタイル］タブを使用できます。
［リストのデータソース］と ［リストの
アイテムデータソース］のプロパティの説明は、「コンポーネントのプロパティ」で確認できます。

•［手動で指定］は、リスト内のアイテムを定義します。［リストのアイテム］および ［レイアウト & スタイル］
タブを使用できます。
［リストのアイテム］の場合、リストに含めるアイテムを定義します。プロパティの説明
は「コンポーネントのプロパティ」にあります。
［レイアウト & スタイル］タブは、リストのプロパティの両タイプで使用できます。［レイアウト］メニューには、事
前構成されたレイアウトの選択肢があります。次のオプションから、ニーズに合った最適なレイアウトを選択してく
ださい：

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

リスト ‑ アコーディオン：拡張可能なテキストのみのコンテンツ単位を表示します。
リスト ‑ 基本：テキストのみのリストを表示します。
リスト ‑ 箇条書き：順序付けられていない箇条書きのテキストのみのリストを表示します。
リスト ‑ 番号付き：順序付けられた番号付きのテキストのみのリストを表示します。
リスト ‑ サムネイル：サムネイルとスタイルのリストを表示します。
グリッド ‑ ヒーロー画像カード側面：側面に大きな画像があるカードを表示します。
グリッド ‑ ヒーロー画像カード上部：上部に大きな画像があるカードを表示します。
グリッド ‑ 画像：複数列からなる画像ユニットを表示します。
グリッド ‑ サムネイル側面：サムネイル付きの複数列のリストを表示します。
グリッド ‑ サムネイル上部：中央揃えのコンテンツ単位を表示します。

テキストのみのレイアウトでは、
［タイトルの表示］と ［説明の表示］を切り替えることができます。これらのオプシ
ョンのいずれかを無効にすることはできますが、両方を無効にすることはできません。サムネイルレイアウトは、
［画
像の表示］トグルと、その他の画像の書式設定オプションを開きます。その他のプロパティの説明は、
「コンポーネン
トのプロパティ」にあります。

テキスト
ページに読み込むテーブルのテキストソースと形式を定義します。データソース、テーブル、列はすべて、入力する
テキストに対して選択されています。時間、日付などのテキスト形式を指定することも、パラメーターに基づいて条
件付き形式にすることもできます。
［ページに移動］
、
［URL に移動］
、
［メールの送信］
、または［電話する］のアクショ
ンを追加することもできます。このコンポーネントの使用例については、「詳細ページの構築」を参照してください。
［テキスト］コンポーネントは、単一のデータベース値を表示するように設計されています。整合性チェックが実行さ
れ、ページがレコード ID に依存している場合はユーザーに警告します。アクションページとして設定されている詳細
ページまたはフォームの種類ページの場合、一意のレコードを呼び出すためにページデータフィルターが必要です。
この問題を警告するために、このメッセージを表示します。マイクロアプリがそのまま動作することがありますが、
一意のレコードがページに渡されない場合、コンポーネントは間違ったデータを表示する可能性があります。
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静的テキスト
ページに表示する静的テキストを定義します。アクションを追加することができます。配置は変更できます。テキス
トがヘッダーの場合は区別することができます。太字と斜体のフォントスタイルが利用可能です。フォントサイズは、
通常、細字、小さい、小さい細字から変更できます。
［ページに移動］
、
［URL に移動］
、
［メールの送信］
、または［電話
する］のアクションを追加することもできます。このコンポーネントの使用例については、
「作成ページの構築」およ
び「詳細ページの構築」を参照してください。

静止画像
事前定義された静的な URL ソースから参照された静止画像を表示します。画像のサイズと配置を指定できます。ア
クションの追加はできません。

画像
キャッシュに格納された URL（データテーブルと列）と、ページに表示するための書式設定を使用して画像を表示し
ます。画像を読み込めない場合に表示するテキストを追加します。配置、サイズ、形状などの画像フォーマットも構
成できます。

区切り線
区切り線を使用して、無関係の情報とグループに関連する情報を分離します。プロパティの変更はできません。

戻るボタン
ユーザーが前のページに戻れるようにします。変数（データテーブル、データ列、形式）を指定できます。このコンポ
ーネントの使用例については、「詳細ページの構築」を参照してください。

Power BI
Workspace で BI レポートを表示します。ソースと形式を定義します。ユーザーが Citrix Workspace でこの
Power BI コンポーネントを表示すると、最初に Power BI ログインのプロンプトが表示されます。
このコンポーネントを選択すると、右側ペインで ［Power BI コンポーネントプロパティ］タブが有効になります。
このコンポーネントが最初に追加されたとき、サービスアクションは選択されておらず、コンポーネントを編集する
ことができません。ユーザー認証用のサービスアクションを設定する必要があります。サービスアクションを設定し
たら、コンポーネントで認証を設定します。完全な手順については、
「Power BI コンポーネントのサービスアクショ
ンの構成」を参照してください。
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Concur 受領書ビューア
受領書の画像を表示します。データテーブルと列を使用してソースを、形式とともに定義します。
［Concur 受領書ビ
ューア］コンポーネントは、Concur 統合テンプレートでのみ表示されます。

Tableau
Tableau レポートを表示します。データテーブルと列を使用してソースを定義します。
HTML コンテンツ
プルしたソース（RSS フィードなど）から HTML コンテンツを正しく表示します。データテーブルと列を使用して
ソースを定義します。基本的なテキスト要素がサポートされています。以下は、許可される要素です。

•「p」、「div」、「h1」、「h2」、「h3」、「h4」、「h5」、「h6」、「ul」、「ol」、「li」、「blockquote」、「b
」
「
、i」
「
、font」
「
、s」
「
、u」
「
、o」
「
、sup」
「
、sub」
「
、ins」
「
、del」
「
、strong」
「
、strike」
「
、tt」
「
、code」
「
、big」
「
、small」
「
、br」
「
、span」
「
、em」
。
• 属性「target」および「href」のみの「a」要素。
• 属性「height」、「width」、「src」のみの「img」要素。
• また、「style」属性はすべての要素で許可されます。

添付ファイル
データソースから添付ファイルを一覧表示し、エンドユーザーが添付ファイルをダウンロードできるようにします。
画像と PDF は直接プレビューできます。データテーブル、URL のデータ列、および名前のデータ列を指定して、ソ
ースを定義します。

•

データの MIME の種類（メディアの種類）が構成されていない場合、添付ファイルのプレビューアイコンは?
を表示します。

•

ファイルサイズが構成されていない場合、添付ファイルのプレビューではサイズに 0B が表示されます。

［添付ファイル URL セキュリティ］オプションを選択します：

•

継承：添付ファイルは、統合がアクセスするドメインと同じドメインに格納する必要があります。そうでない
場合、添付ファイルは表示されず、ダウンロードできません。たとえば、これは Google 統合の既知の問題で
す。

•

パブリック：認証方法が必要ない場合は、他のドメインからのパブリックの添付ファイルを表示できます。

埋め込み
ビルダーを使用して Web ページをマイクロアプリに埋め込み、Citrix Workspace に表示できるようにします。サ
ポートされているコンテンツには次のようなものがあります：公開されている YouTube ビデオ、Google Maps、

Podio/Google/Microsoft フォーム、パブリックに応答する Web ページのほとんど、および Web サイトに埋め込
まれて iFrame に表示されるようにプロバイダーが設計したコンテンツ。
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一部の外部コンテンツは、埋め込みを念頭に置いて設計されていないか、厳格に禁止されています。例

• X-Frame-Options "SAMEORIGIN";ヘッダーの送信による埋め込みを明示的に禁止する Web ページ。
顕著な例はhttps://google.comです。

•

ページビルダーのコンポーネント構成で指定されているものとは異なるドメインにリダイレクトする Web ペ
ージ。

•

認証が必要な Web ページを埋め込むと、問題が発生する可能性があります。管理者は慎重にテストする必要
があります。

• Cookie 使用の同意を含む Web ページ（GDPR 要件などに対応）では、選択内容が埋め込みコンポーネント
にキャッシュされません。サイトで Cookie のSameSite: none; secure=true属性を使用しない限
り、ユーザーが埋め込みサイトに再度アクセスするたびに、Cookie 使用の同意を再確認する必要があります。

埋め込みコンポーネントの構成
埋め込みコンポーネントをビルダーにドロップした後、埋め込みプロパティの入力を完了します。
注
一部の Web サイトからのコンテンツを正常に埋め込むには、直接の URL や共有リンクではなく、その Web
サイトから直接生成された埋め込みコードを使用する必要があります。
たとえば、［Share］オプションを使用して Google Maps の埋め込みリンクを生成する場合は、［Send a

link］ではなく ［Embed a map］で生成したリンクを使用します。
1.

埋め込むコンテンツの ［URL］を入力します。

2.［高さモード］オプションの 1 つを選択して、埋め込みコンテンツのサイズを決定する方法を選択します。
•

幅の倍率：［倍率（パーセント）］フィールドを有効にします。埋め込みコンテンツの幅に対するパーセ
ンテージ値を入力します。たとえば、
「50」と入力すると、表示されるコンテンツは幅の半分の高さにな
ります。

•

固定：［高さの絶対値（ピクセル単位）］フィールドを有効にします。埋め込みコンテンツの高さを決め
るピクセル数を入力します。

埋め込みコンテンツのプレビューはビルダーでは使用できません。
［マイクロアプリのプレビュー］を選択して、埋め
込まれたコンテンツがどのように見えるかを確認します。

© 1999 – 2022 Citrix Systems, Inc. All rights reserved.

472

マイクロアプリ

注意事項
コンテンツを埋め込むときは、次の点を考慮してください：

•

可能な場合は、埋め込み可能なバージョンの Web ページを使用します。これらのページは、既にコンテン
ツプロバイダーにより埋め込み用に最適化されています。たとえば、ID XXXの YouTube ビデオはhttps:

//www.youtube.com/watch?v=XXXお よ びhttps://www.youtube.com/embed/XXXで ア ク
セスできます。最初の URL はサイト全体につながり、2 つ目の URL は埋め込み可能なビデオにつながります。

• URL を指定する場合、テンプレート変数を使用してパラメーターをリモート URL に渡すことができま
す。同じ YouTube の例で、ビデオ ID を含むvideo_idというデータテーブルがあると仮定した場合
は、［URL］フィールドに「https://www.youtube.com/embed/{ video_id }」を入力します。
文字列{ video_id }は、テーブルの行の値に置き換えられます。

•

埋 め 込 ま れ た ペ ー ジ は、 次 の 属 性 を 持 つ サ ン ド ボ ッ ク ス 化 さ れ た

iFrame

に 表 示 さ れ ま す：

allow-scripts allow-same-origin allow-popups allow-popups-to-escapesandbox allow-forms allow-pointer-lock allow-downloads。これらのフラグにより、
サードパーティのコンテンツが Citrix Workspace から完全に分離されますが、リモートページの一部の機能
が破損する可能性があります。

•

埋め込みコンポーネントは、カスタムの Web ブラウザープラグインを必要とするドキュメントを表示できま
せん。このため、PDF は埋め込みコンポーネント内に表示できません。
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レイアウトコンポーネント
レイアウトセクションには、ページのレイアウトを設定するためのグリッドコンポーネントがあります。

•

フレキシブルグリッド ‑ コンポーネントの「スナップイン」を容易にするため、ページ上のコンポーネントの配
置をより詳細に制御できます。このオプションは、大画面のデバイス向けにページを設計する場合に便利です。
このコンポーネントを選択すると、右側ペインで ［フレキシブルグリッドプロパティ］タブが開きます。グリ
ッドに必要な列と行の数を設定し、配置をカスタマイズします。このコンポーネントの使用例については、
「作
成ページの構築」および「詳細ページの構築」を参照してください。

ページの詳細
名前を入力し、情報のフィルターを設定し、ページコンポーネントに論理を追加することで、作成するページを構成
します。また、情報デバッグ機能を使用します：

• ページ名 ‑ ページの名前を設定します。
• データフィルター ‑ アクションデータに制約を設定するために使用します。
• SQL を表示 ‑ これを使用して、デバッグのために SQL を表示します。
• 論理 ‑ これを使用して、コンポーネントの論理を追加および表示します。論理の追加について詳しくは、次の
セクションを確認してください。

論理の追加
［ページの詳細］タブにある［論理の追加］ボタンを選択して、論理の構成を開きます。これにより、特定のページコン
ポーネントの論理を構成できます。このページでコンポーネントの動作または外観を指定します。標準の論理引数を
使用して条件を作成し、コンポーネントに必要な動作に応じたさまざまな成果を達成します。1 つのボタンに複数の
スタックアクションを追加して、1 回のクリックで複数のアクションの効果を作成できます。各サービスアクション
が正常に実行されると、一連のアクションがすべてが完了するまで実行されます。使用可能な操作は次のとおりです：

•
•

条件の評価 ‑ 論理引数を介して条件の設定と編集を行います。
コンポーネントの値を設定 ‑ ボタンのコンポーネントの値を設定して、アクションをコミットします。
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•
•
•
•
•
•

コンポーネントを表示 ‑ コンポーネントを表示する条件を設定します。
コンポーネントを非表示 ‑ コンポーネントを非表示にする条件を設定します。
コンポーネントを有効化 ‑ コンポーネントを有効にする条件を設定します。
コンポーネントを無効化 ‑ コンポーネントを無効にする条件を設定します。
コンポーネントを必須に設定 ‑ コンポーネントを必要とする条件を設定します。
コンポーネントを不要に設定 ‑ コンポーネントを除外する条件を設定します。

コンポーネントのプロパティ
各ページビルダーのコンポーネントには、以下のようなさまざまなオプションを備えた固有のプロパティメニューが
あり、コンポーネントに応じて選択できます：

•

ラベル ‑ ボタン、テキスト、画像などのラベルをカスタマイズします。

•

プレースホルダーテキスト ‑ このコンポーネントの使用方法をユーザーに説明します。たとえば、ユーザーが
検索できる属性を一覧表示します。

•

コンテンツ ‑ エンドユーザーに表示する静的テキストを入力します。

•

配置 ‑ 表示されるテキストまたは画像の配置を設定します。

•

テキストタイプ ‑ 表示されるテキストのテキストサイズを設定します。

•

フォントスタイル ‑ 表示されるテキストのフォントスタイルを設定します。

•

フォントサイズ ‑ 表示されるテキストのフォントサイズを設定します。

•

フィールド幅 ‑ コンポーネントが表示する幅を設定します。

•

形式 ‑ ユーザーに表示するときのデータの形式を定義します。たとえば、日付、時刻、小数、パーセントなど
です。

•

デフォルト値 ‑ 入力コンポーネントで、手動または変数を使用して、デフォルト値を設定するのに使用されま
す。

•

スタイル ‑ ボタンコンポーネントで、事前定義されたさまざまな色と形式を切り替えるのに使用されます。

•

ページに関連するレコードを使用する ‑ テーブルコンポーネントで、ページに表示されるレコードに関連する
レコードをフィルタリングするのに使用されます。たとえば、アカウントに関するデータを表示するページが
あり、この特定のアカウントに関連する連絡先のリストを含むテーブルを表示する場合などです。

•

レコード値にマップ ‑ 入力コンポーネントで、キャッシュから特定のレコードのデータに表示を切り替えます。
たとえば、これらの値が変更される前に実際のデータをエンドユーザーに表示する場合は、
［種類の編集］ペー
ジを作成するときにこの切り替えを有効にします。一方、［レコードの種類の作成］ページを作成する場合は、
このページは既存のレコードに関連付けられていないため、［レコード値にマップ］を有効にしないでくださ
い。つまり、入力コンポーネントをレコードにマップしても意味がないということです。

•

種類の選択 ‑ 選択コンポーネントとラジオコンポーネントのオプションのソースを選択します。
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–［値を手動で入力］を選択した場合は、
［値］と［ラベル］を入力する必要があります。
［値］はサービスア
クションで使用され、［ラベル］は Citrix Workspace でエンドユーザーに対して表示されるものです。
–［データベースから選択］を選択した場合は、次のフィールドに入力する必要があります：［オプションの
データソース］
、
［オプションのデータテーブル］
、
［オプションラベルのデータ列］
、および ［オプション
値のデータ列］
。
［オプション値のデータ列］はサービスアクションで使用され、
［オプションラベルのデ
ータ列］は Citrix Workspace でエンドユーザーに対して表示されるものです。

–［種類の選択］と ［レコード値へのマップ］の組み合わせは、さまざまなユースケースで使用できます。
たとえば、
［データベースからの選択］と、有効にした［レコード値へのマップ］は、通常、
［種類の編集］
ページで使用されます。このシナリオでは、
［データテーブル］と［データ列］は現在のデータを表示す
るのに使用され、
［オプションのデータソース］
、
［オプションのデータテーブル］
、
［オプションラベルの
データ列］、［オプション値のデータ列］は、エンドユーザーがレコードの編集中にキャッシュから使用
できる他のすべてのオプションを表示するのに使用されます。

•

データソース ‑ 表示された要素のデータソースを選択します。

–
–

キャッシュから特定の列を 1 つ表示する場合は、
［列の値］を使用します。
キャッシュからさまざまな属性の文字列を表示する場合は、［テンプレート］を使用します。たとえば、
アカウントアドレスがキャッシュ内で 3 つの列に分割されているが、それらをすべて 1 つのコンポーネ
ントにまとめて表示したい場合です。

•

データテーブル ‑ 表示された要素のデータテーブルを選択します。

•

データ列 ‑ 表示された要素のデータ列を選択します。

•

条件付き書式 ‑ 要素の条件付き書式を設定します。

•

変数の挿入 ‑ ページ要素に変数を追加して、アプリケーション統合データを自動的に表示します。

•

データフィルター ‑ 表示されるデータの制約を設定します。［フィルターを設定］を選択してから、［追加］を
クリックして、必要に応じて条件の制約を追加します。

•

データの順序 ‑ 表示されるデータの順序を設定します。［順序を設定］を選択してから、［規則の追加］をクリ
ックして、必要に応じて規則の制約を追加します。

•

追加データ列の表示トグル ‑ 検索コンポーネントで、検索実行中にユーザーに追加表示する列を定義するのに
使用されます。

•

検索用語一致戦略 ‑ 検索コンポーネントで、検索戦略を定義するのに使用されます。

–

次の文字で始まる ‑ この検索方法は、キャッシュを過負荷にしないため、最速です。定義されたキャッ
シュ属性の値の最初の文字を検索します。ほとんどのユースケースでは、この検索方法で十分です。

–

次の文字を含む ‑ データ収集のサイズによっては、この検索方法は非常に遅くなる可能性があります。
定義されたキャッシュ属性の値のすべての文字を検索します。

•

フィールド幅 ‑ 入力コンポーネントで、入力フィールドの幅を定義するのに使用されます。

•

必須トグル ‑ 入力コンポーネントで、構成済みのサービスアクションがアクション可能なときに、ボタンを押
す前にデータを入力するようエンドユーザーに求めるのに使用されます。
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•

有効トグル ‑ 入力コンポーネントで、エンドユーザーが変更できないようにする特定のレコードについて、デ
ータを表示するのに使用されます。

•

表示トグル ‑ ［ページの論理］や［移動先ページ］などの追加データが必要だが、この情報をエンドユーザー
に表示したくない場合に使用されます。

•

空の場合は非表示 ‑ 使用可能なデータがないときはエンドユーザーにこのコンポーネントをまったく表示した
くないという場合に、一部の表示コンポーネントで使用されます。

•

代替テキスト/代替属性 ‑ 画像コンポーネントで使用されます。画像の表示に問題があるかどうかを示すテキス
トを入力します。

• URL プレフィックス ‑ 画像コンポーネントで、URL の静的プレフィックスを構成するのに使用され、［データ
テーブル］と ［データ列］フィールドから URL の残りの部分を取得します。
•

画像サイズ ‑ 表示される画像のサイズを選択します。たとえば、
［サムネイル］または ［全幅］などです。

•

画像の形状 ‑ 画像の形状を選択します。たとえば、
［円］や ［角丸］などです。

•

レイアウト ‑ リストコンポーネントで、事前設定されたレイアウトから選択します。

入力検証規則
一部の入力コンポーネントに規則を追加して、ユーザーが入力できるデータ形式を制限します。各コンポーネントで
使用できる固有の検証規則があります。常に、設定できる最小と最大のオプションがあります。
このタブは、次のコンポーネントで使用できます：テキスト入力、日時、テキスト入力領域、および番号入力。詳し
くは、各コンポーネントの説明を参照してください。

アクション
アクションメニューはボタンコンポーネントで使用でき、マイクロアプリの受信者（Workspace ユーザー）がアク
ション可能な入力で応答できるようにします。コンポーネントごとに異なるアクションが存在します。

ページアクションボタンを有効にする
ページアクションボタントグルを有効にして、Citrix Workspace のページブレードのフッターに、ボタンコンポー
ネントを表示します。このトグルに基づいて、ボタンコンポーネントでさまざまなアクションのサブセットを使用で
きます。以下に注意してください：

•

ボタンがブレードフッターに表示されている場合、ユーザーが Citrix Workspace でフッターボタンを選択す
ると、ブレードは自動的に閉じられます。

•［ページに移動］や［URL に移動］などのアクションを追加する場合は、Citrix Workspace がエンドユーザー
を次の画面に誘導できるよう、ブレードフッターにボタンを表示しないでください。
［ページに移動］などのア
クションは、このトグルを有効にした場合は使用できません。
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アクションの追加
統合で設定した設定済みサービスアクションから、ボタンによって実行されるアクションを定義します。アクション
には以下のものがあります：

•

サービスアクションの実行 ‑ 統合で設定した構成済みサービスアクションから、ボタンによって実行されるア
クションを定義します。例については、「サービスアクションパラメーターの設定」を参照してください。

•

メールの送信 ‑ 事前構成された属性に基づいてメールを送信します。例については、
「［メールの送信］アクシ
ョンの追加」を参照してください。

• G Suite イベントの追加 ‑ 事前構成された属性に基づいて、Google カレンダーイベントを作成します。
• 戻る ‑ ユーザーを前のページに移動します。
• ページに移動 ‑ ユーザーを事前構成されたマイクロアプリページに移動します。例については、「［ページに移
動］アクションの追加」を参照してください。

• URL に移動 ‑ ユーザーを事前構成された URL に移動します。例については、「［URL に移動］アクションの
追加」を参照してください。

•

通知トリガーの実行 ‑ 事前構成された通知イベントを実行します。例については、
「［通知トリガーの実行］ア
クションの追加」を参照してください。

［ページに移動］アクションの追加
事前構成されたマイクロアプリページにユーザーを移動するアクションを定義します。

1.

ボタンコンポーネントをビルダーに追加し、［ボタンのプロパティ］タブで名前をつけたら、［アクション］タ
ブを選択します。

2.［ページアクションボタン］トグルを無効にします。［アクションの追加］フィールドで、［ページに移動］を選
択します。

3.［アクション］下の ［ページに移動］を選択します。［アクションラベル］フィールド、［アプリ］セレクタ、お
よび ［ページ］セレクタが開きます。

4.［アプリ］で、ページを選択するマイクロアプリを選択します。
5.［ページ］で、ボタンで開くページを選択します。
6.（オプション）構成済みページのデータをフィルタリングする場合は、［ターゲットページレコード］で、［条件
の設定］を選択します。たとえば、ユーザーがアカウントデータのあるページを表示しているとします。この
場合、ユーザーは、商談というラベルの付いたボタンを選択し、ターゲットページのレコード条件に基づいて、
特定の値よりも高い期待値を持つ関連するすべての商談のリストのページに移動します。

7.（オプション）ターゲットページのフィールドに事前入力する場合は、［ターゲットページの入力］で ［フィー
ルドの編集］を選択します。たとえば、ユーザーが Jira チケットを表示していて、同じプロジェクトで新しい
チケットを作成したいとします。この場合、ユーザーは新規というラベルの付いたボタンを選択し、
［プロジェ
クト］フィールドに前のページの値が事前入力されているページに移動しますが、他のすべての属性は手動で
入力する必要があります。

［通知トリガーの実行］アクションの追加
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通知をトリガーして、通知イベントの評価を実行し、ターゲットオーディエンスへの通知メッセージを送信するアク
ションを定義します。このアクションは、ページ本文またはブレードフッターに表示できます。

1.

ボタンコンポーネントをビルダーに追加し、［ボタンのプロパティ］タブで名前をつけたら、［アクション］タ
ブを選択します。

2.

ページのフッターにボタンを表示するには、
［ページアクションボタン］トグルを有効のままにします。ページ
の本文にボタンを表示するには、トグルを無効にします。

3.［アクションの追加］フィールドで、［通知トリガーの実行］を選択します。
4.［アクション］で ［通知トリガーの実行］を選択します。
5.［イベント］で、実行するイベントトリガーを選択します。このボタンでは複数のイベントを選択できます。

パラメーターとしてのコンポーネント値の使用
［メールの送信］および ［URL に移動］アクションのパラメーターとして、コンポーネント値を使用することができ
ます。この機能により、次のことが可能になります：

•（メールの送信）Workspace ユーザーは、特定のアクションについて、Workspace のフィールドにメールの
受信者を入力できます。

•（URL に移動）Workspace で開かれた URL テンプレートの一部として、Workspace フォームからのユーザ
ーの入力を使用できます。
ユースケースに応じて、以下の手順に従ってください。

［メールの送信］アクションの追加

1.

ボタンコンポーネントをビルダーに追加し、［ボタンのプロパティ］に名前を入力したら、［アクション］タブ
を選択します。

2.［ページアクションボタン］トグルを無効にします。［アクションの追加］フィールドで、［メールの送信］を選
択します。

3.［宛先］で ［変数の挿入］を選択します。
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4.［変数の挿入］画面で、［種類］から ［コンポーネント値］を選択します。
5.［コンポーネント］で、ユーザーが Workspace フォームで入力する必須の入力コンポーネントを選択しま
す。［宛先］フィールドにコンポーネント ID が入力されます。
6.

必要に応じて、メッセージの件名と本文を追加します。

Workspace では、ユーザーはこのコンポーネントによって有効にされたフィールドにメールアドレスを入力
できます。メールアドレスを送信すると、メールが開き、事前に入力されたメッセージが表示されます。この
メッセージは、必要に応じて変更して送信できます。

［URL に移動］アクションの追加

1.

ボタンコンポーネントをビルダーに追加し、［ボタンのプロパティ］に名前を入力したら、［アクション］タブ
を選択します。

2.［ページアクションボタン］トグルを有効のままにしておきます。［アクションの追加］フィールドで、［URL
に移動］を選択します。

3.［URL テンプレート］フィールドに、開きたいターゲットサイトの URL を入力します。
4.［URL テンプレート］フィールドで ［変数の挿入］を選択します。
5.［変数の挿入］画面で、［種類］から ［コンポーネント値］を選択します。
6.［コンポーネント］で、必要なコンポーネントを選択します。［URL テンプレート］フィールドには、入力した
URL に追加されたコンポーネント ID が入力されます。
Workspace で、ユーザーはこのコンポーネントによって有効になったフィールドに値を入力できます。クエ
リを送信すると、選択したコンポーネント値が、Web ブラウザーで開かれている URL の変数として使用され
ます。
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注：
テンプレートフィールドの横にある情報アイコンを選択して、使用されているコンポーネントに関する詳細な
注釈を表示します。

Power BI コンポーネントのサービスアクションの構成
Power BI テンプレートに付属している追加設定不要のマイクロアプリには、必要に応じてコンポーネントが構成さ
れています。マイクロアプリに変更を加えたり、マイクロアプリを追加したりする場合は、モデルとして次の手順に
従ってください。重要な考慮事項は次のとおりです：

• 初めてレポートを表示するときには、ユーザーは Power BI にログインする必要があります。
• Power BI マスターアカウントが生成できる埋め込みトークンの数には制限があります。容量は追加で購入でき
ます。詳しくは、https://docs.microsoft.com/en‑us/power‑bi/developer/embedded/embedded‑
faq#technicalを参照してください。
• AS Azure または AS OnPrem のライブ接続レポートでは、再バインド後に遅延が発生する場合があります。
詳しくは、「https://docs.microsoft.com/en‑us/rest/api/power‑bi/reports/RebindReport」を参照
してください。
ログインユーザーがダッシュボード、レポート、またはタイルを表示する前にログインユーザーを承認するには、

Power BI コンポーネントの設定が必要です。Power BI コンポーネントを設定するには、ユーザーのトークンを生
成するサービスアクションを構成する必要があります。ダッシュボード、レポート、およびタイルにこのサービスア
クションを構成します。承認は通常のサービスアクションとして機能します。たとえば、サービスアクションの設定
用に別個の OAuth 2.0 認証方法がある場合、ユーザーは Power BI にログインするよう求められ、コンポーネント
で目的のコンテンツが表示されます。

1.

統合の ［編集］画面で、左側のナビゲーション列の ［サービスアクション］を選択するか、メニューから［サ
ービスアクション］を選択します。

2.

これらの Power BI エンドポイントを使用して、必要に応じて次の新しいサービスアクションを構成します：

•

ダ ッ シ ュ ボ ー ド https://docs.microsoft.com/en-us/rest/api/power-bi/

embedtoken/dashboards_generatetokeningroup

•

レポート https://docs.microsoft.com/en-us/rest/api/power-bi/embedtoken

/reports_generatetokeningroup

•

タ イ ル https://docs.microsoft.com/en-us/rest/api/power-bi/embedtoken/

tiles_generatetokeningroup

3.［サービスアクションの追加］を選択します。このアクションには、groupId、dashboardId、reportId、
tileId などのパラメーターが必要です。たとえば、以下のモデルを使用します：
4.［アクションの実行］で［BODY］タブを選択します。
［コンテンツの種類］の一覧から［JSON］を選択します。
{
“accessLevel”: “View”
}
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ここで、この新しく構成されたサービスアクションを使用して、コンポーネントに承認を設定します。以下の
一般的な例を参照してください：

5.

マイクロアプリ（ダッシュボードのデータをプルしているマイクロアプリなど）で、Power BI コンポーネン
トがあるページを選択します。

6. Power BI コンポーネントを選択し、右側にある ［Power BI の承認］タブを選択します。
7.［パラメーターの編集］選択し、以下に示すようにフィールドに入力します：
8.［保存］を選択して終了します。

リストページの構築

May 28, 2021
レコードシステムで使用可能なすべてのレコードを表示するリストページを構築します。これは、たとえば、特定の
ユーザーに属するすべての課題（パーソナライズ）、または特定のプロジェクトのすべての課題として定義できます。
ここでは、このワークフロー用のマイクロアプリが既に作成されていることを前提とします。手順については、
「新し
いマイクロアプリの追加」を参照してください。
マイクロアプリのリストページを追加するには、開始テンプレートから選択し、ビルダーでページをカスタマイズし
ます。このリストページのの場合は、テーブルビルダーコンポーネントが既に利用可能になっているテーブルテンプ
レートで開始します。次に、テキスト入力コンポーネントを追加して、テーブルを検索します。このページでは、次
のビルダーコンポーネントを使用します：

•

テーブル ‑ テーブルのソース、フィルターを定義し、列を定義して、テーブルを追加します。ページリンクア
クションを追加できます。データの露出を制限するには、個人設定クエリを設定する必要があります。

•

テキスト入力 ‑ このコンポーネントは検索入力として使用します。これは、テキストソースまたはデフォルト
を定義しないことを意味します。

次の画像は、上記のコンポーネントを使用して構築した詳細ページへのリンクとチケットの詳細を示すリストページ
の例です。
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重要：
個人用のクエリのないテーブルは、利用者に対するデータリレーションとは関係なく、テーブルフィルターに
一致するすべてのレコードを公開します。データ公開を制限しない限り、潜在的に機密性の高いデータがすべ
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てのマイクロアプリユーザーに公開される可能性があります。データフィルター機能を使用して、ページへの
データアクセスを制御します。
ページ内のコンポーネントビルダーペインで、テーブルを選択します。
［テーブルのプロパティ］を選択し、
［デ
ータフィルター］を選択します。次に ［+ 条件を追加］を選択して、必要に応じて制約を追加します。
次の手順を実行します：

1.

ページを追加するマイクロアプリを選択します。［ページ］を選択し、
［新しいページを追加］を選択します。

2.

ページに名前を付け、テーブルテンプレートを選択します。

3.［データソース］を確認し、テーブルのレコードの取得元となる ［データテーブル］を選択します。［フィール
ドの選択］を選択して、ページに追加するフィールドを選択します。［追加］を選択します。
新しいページが ［ページ］リストに追加され、カスタマイズする準備ができました。ビルダーページに、選択
したフィールドが入力されます。それでは、ページをカスタマイズしましょう。

4.

検索ボックスを追加するには、テキスト入力コンポーネントをビルダーにドラッグし、テーブルコンポーネン
トの上に配置します。

•［Text Input Properties］タブを選択します。［ラベル］フィールドに「Search」と入力します。
•［データ列にマップ］を無効にします。
•［デフォルト値］は設定しないでください。
• このフィールドでは、［必須］をアクティブにしないでください。
5.

ビルダーで使用可能になっているテーブルコンポーネントを選択します。

•［Table Properties］タブを選択します。［ラベル］フィールドに、「Tickets」と入力します。
• テーブルに表示する ［データテーブル］を選択します。このテーブルに表示する列を追加する必要があ
ります。追加するモデルについては、上のスクリーンショットを参照してください。

•［データフィルター］で ［フィルターを設定］を選択して検索が実行される列にマッピングします。
a)［追加］を選択します。
b)［列を選択］の値を選択します。
c)［アクション］で contains を選択します。これにより、部分的な入力や完了していない文字列入力
で、結果を取得できます。

d)［値の種類］でコンポーネント値を選択します。
e)［コンポーネント］で検索テキスト入力を選択します。
f)［Only with value］を有効にします。
g)（オプション）その他のフィルターを追加することもできます。たとえば、アクティブなレコードの
フィルターです。また、
［すべて］や ［1 回限り］を選択したり、論理式を記述したりして、フィル
ターのルールを組み合わせることもできます。

h)［保存］を選択します。
•［列］を選択し、表示されている最初の項目を選択します。［列のタイトル］で列に名前を付けます。たと
えば、列に Ticket Number という名前を付けますが、マップするデータ列は issue_key という名前で
す。事前に入力されているデータテーブルの値を選択し、データ列を選択して正しい列にマッピングし
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ます。

•［+］を選択して、説明、問題の種類、優先度というラベルの列でも繰り返します。
•［アクション］タブで既に作成した ［詳細］ページを選択します。これによって、右側に ［詳細の表示］
リンクが表示され、対象となる課題の詳細が入力されたページへのリンクが構築されます。
リストページの構築が完了しました。最後の手順では、このページをマイクロアプリのアクションページとし
て選択し、この統合のアクションのリストに表示します。

6.［プロパティ］を選択します。これは、ビルダーの左側に表示される歯車です。
7.［アクション］で ［アクションとして有効化］をオンにし、［アクションページ］メニューでこのページを選択
します。
これでリストページの準備が完了しました。

詳細ページの構築

October 26, 2021
詳細ページを作成して、レコードシステムで使用可能な 1 つのレコードの詳細を表示します。これらのページは、必
要に応じて設計およびカスタマイズできます。ここでは、このワークフロー用のマイクロアプリが既に作成されてい
ることを前提とします。手順については、「新しいマイクロアプリの追加」を参照してください。
マイクロアプリの詳細ページを追加するには、開始テンプレートから選択し、ビルダーでページをカスタマイズしま
す。この詳細ページでは、選択したフィールドが表示されているテキストコンポーネントがビルダーに事前に入力す
る詳細テンプレートで開始します。次のコンポーネントを使用して、このサンプル詳細ページを構築します。

•
•
•
•

テキスト ‑ テキストソースと形式を定義して、キャッシュからページに読み込みます。
戻るボタン ‑ ユーザーが前のページに戻れるようにします。
静的テキスト ‑ ページに表示する静的テキストを定義します。
フレキシブルグリッド ‑ ページ上のコンポーネントの配置をより詳細に制御できます。大画面を備えるデバイ
ス向けにページを設計する場合に便利です。ラベルと、グリッドに含めるセルの総数を設定します。

•

テーブル ‑ テーブルのソース、フィルターを定義し、列を定義して、テーブルを追加します。ページリンクア
クションを追加できます。ユーザーのメールをベースにした個人設定クエリを設定して、データの露出を制限
することができます。

次の画像は、上記のコンポーネントを使用して構築したチケットの詳細を示す詳細ページの例です。
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次の手順を実行します：

1.

ページを追加するマイクロアプリを選択します。［ページ］を選択し、
［新しいページを追加］を選択します。

2.

ページに名前を付け、詳細テンプレートを選択します。

3.［データソース］を確認し、テーブルのレコードの取得元となる ［データテーブル］を選択します。［フィール
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ドの選択］を選択して、ページに追加するフィールドを選択します。［追加］を選択します。
新しいページが ［ページ］リストに追加され、カスタマイズする準備ができました。ビルダーページに、選択
したフィールドが入力されます。それでは、ページをカスタマイズしましょう。

4.

戻るボタン要素を選択して、ビルダーパネルの上部にドラッグします。

5.

静的テキスト要素を選択して、［戻る］ボタンの下のビルダーパネルの上部にドラッグします。

•［静的テキストのプロパティ］を選択して、［コンテンツ］フィールドで「Ticket Detail」と入力します。
•［テキストの種類］で ［ヘッダー］を選択します。
6.

フレキシブルグリッド要素を選択して、ビルダーパネルにドラッグします。Grid Items を使用して、既存の
テキストコンポーネントを配置します。

•

新しいセルを追加する必要があります。［Flexible Grid Properties］タブを選択して ［セル数合計］
の値を 8 に変更します。

•
7.

既存のテキストコンポーネントを選択し、フレキシブルグリッド内の配置する場所にドラッグします。

次に、テーブルコンポーネントを選択してビルダーにドラッグします。下部に配置します。

•［Table Properties］タブを選択します。［ラベル］フィールドに、「Comments」と入力します。
•［詳細ページに関連するレコードを使用する］を有効にします。
• テーブルに表示する ［データテーブル］を選択します。この場合、コメント
です。このテーブルに表示する列を追加する必要があります。追加するモデルについては、上のスクリ
ーンショットを参照してください。

•［列］を選択し、表示されている最初の項目を選択します。［列のタイトル］で列に名前を付けます。たと
えば、「Author Name」という名前を付けます。事前に入力されているデータテーブルの値を選択し、
データ列を選択して正しい列にマッピングします。

•［+］を選択して、本文および作成日というラベルを付ける列でも繰り返します。日付列については、［形
式］を選択して、使用する時間形式を指定します。たとえば、必要に応じてコメントの詳細ページへの
アクションを構築できます。

•

特定の条件に基づいてテーブル内のデータをフィルタリングする必要がある場合は、［フィルターを設
定］を選択します。

•

テーブルのアイテムを特定の順序で表示する場合は、［順序を設定］を選択します

これで詳細ページの準備が完了しました。

作成ページの構築

December 7, 2021
レコードシステムにレコードを追加するための作成ページを構築します。ここでは、このワークフロー用のマイクロ
アプリが既に作成されていることを前提とします。手順については、
「新しいマイクロアプリの追加」を参照してくだ
さい。
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以下の理由により、このページを別のマイクロアプリに格納することをお勧めします。ワークフローを設計するとき
は、次の考慮事項に留意してください：

•

マイクロアプリごとに 1 つのアクションしか使用できません。つまり、アクションとして使用する場合、検索
ページと作成ページの両方を同じマイクロアプリで使用することはできません。

•

必要に応じて、さまざまなユーザー権限設定を許可します。

注：
作成機能は、API ライトバックアクセスに基づいて制限されます。
この作成ページの場合、フォームテンプレートから開始して、次のビルダーコンポーネントを使用します：

•
•

静的テキスト ‑ ページに表示する静的テキストを定義します。
フレキシブルグリッド ‑ ページ上のコンポーネントの配置をより詳細に制御できます。大画面を備えるデバイ
ス向けにページを設計する場合に便利です。グリッドアイテムで構成します。ラベルと、グリッドに含めるセ
ルの総数を設定します。

•

テキスト入力 ‑ データテーブル、列、値を指定することで、テキストソースを定義してユーザーが入力したペ
ージに読み込みます。このコンポーネントはオプションマークを付けることができます。フィールド幅は変更
できます。検証規則は、最小または最大の長さやテキストパターンをベースにして構成し、ユーザー入力を識
別できます。このコンポーネントがレコード値にマップされていない場合、ユーザーはフィールドを使用して
テキストを入力します。

•

選択 ‑ ユーザーが値の一覧から選択できるようにします。ソースシステムからデータが入力されるか、値の一
覧を手動で入力できます。アクションを追加することができます。

•
•

検索 ‑ ユーザーが大量の値を検索できるようにし、何かを検索して値を選択できるようにします。
ボタン ‑ クリックして使用する、アクションと論理が含まれたコンポーネントをページに追加します。

次の画像は、作成ページの例です。上記のコンポーネントを使用して構築し、以下に一覧表示されたデータ列に詳細
をマップします。このページとマイクロアプリでは、次のデータ列にマップする必要があります：

•
•
•
•

プロジェクト
問題の種類
優先度
担当者名
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次の手順を実行します：

1.

この作成アクション用のマイクロアプリを追加したあと、そのマイクロアプリを選択します。手順について
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は、
「新しいマイクロアプリの追加」を参照してください。
［ページ］を選択し、
［新しいページを追加］を選択
します。

2.［ページ］に名前を付け、［フォーム］テンプレートを選択します。
3.［データソース］を確認し、アクセスする ［データテーブル］を選択します。［追加］を選択します。
新しいページが ［ページ］リストに追加され、カスタマイズする準備ができました。ビルダーページに、選択
したフィールドが入力されます。それでは、ページをカスタマイズしましょう。

4.

静的テキスト要素を選択して、ビルダーパネルの上部にドラッグします。

•［静的テキストのプロパティ］を選択して、［コンテンツ］フィールドで「Create Ticket」と入力します。
•［テキストの種類］で ［ヘッダー］を選択します。
5.

フレキシブルグリッド要素を選択して、ビルダーパネルにドラッグします。グリッドアイテムを使用して、他
のコンポーネントを配置します。新しいセルを追加する必要があります。［Flexible Grid Properties］タ
ブを選択して ［セル数合計］の値を 8 に変更します。

6.［タイトル］フィールドを追加するには、［テキスト入力］コンポーネントを左上のグリッドアイテムにドラッ
グします。

•［Text Input Properties］タブを選択します。［ラベル］フィールドに、「タイトル」と入力します。
•［Map to Record Value］を無効にします。
•［必須］をオンにします。
7.［プロジェクト］ドロップダウンセレクターを追加するには、［選択］コンポーネントを右上のグリッドアイテ
ムにドラッグします。

•［プロパティの選択］タブを選択します。［ラベル］フィールドに、「プロジェクト」と入力します。
•［種類の選択］で、［データベースから選択］を選択します。
•［Map to Record Value］を無効にします。
• メニューから ［データテーブル］、［データ列］を選択します。この例では、project と id です。
•［必須］をオンにします。
8.［問題の種類］ドロップダウンセレクターを追加するには、［選択］コンポーネントを左中央のグリッドアイテ
ムにドラッグします。

•［プロパティの選択］タブを選択します。［ラベル］フィールドに、「問題の種類」と入力します。
•［種類の選択］で、［データベースから選択］を選択します。
•［Map to Record Value］を無効にします。
• メニューから ［データテーブル］、［データ列］を選択します。この例では、issue_type と name です。
•［必須］をオンにします。
9.［担当者名］ドロップダウンセレクターを追加するには、
［検索］コンポーネントを中央右のグリッドアイテムに
ドラッグします。このコンポーネントを使用すると、ユーザーが大量の値を簡単に検索できるようになります。

•［Lookup Properties］タブを選択します。［ラベル］フィールドに、「担当者名」と入力します。
•［種類の選択］で、［データベースから選択］を選択します。
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•

メニューから、
［検索するデータテーブル］
、
［検索するデータ列］
、
［値として使用するデータ列］を選択
します。この例では、user および display_name です。

•［追加のデータ列を表示］を無効にします。
10.［説明］フィールドを追加するには、［テキスト入力］コンポーネントを左下中央のグリッドアイテムにドラッ
グします。

•［Text Input Properties］タブを選択します。［ラベル］フィールドに、「説明」と入力します。
•［Map to Record Value］を無効にします。
• このフィールドでは、［必須］をオンにして、（オプションの）タグをフィールドに自動的に追加しない
でください。

11.［優先度］ドロップダウンセレクターを追加するには、［選択］コンポーネントを右下中央のグリッドアイテム
にドラッグします。

•［プロパティの選択］タブを選択します。［ラベル］フィールドに、「優先度」と入力します。
•［種類の選択］で、［データベースから選択］を選択します。
•［Map to Record Value］を無効にします。
• メニューから ［データテーブル］、
［データ列］を選択します。この例では、priority および name です。
• このフィールドでは、［必須］をアクティブにしないでください。これにより、フィールドに （オプショ
ンの）タグが自動的に追加されます。

12.［作成］ボタンを追加するには、［ボタン］コンポーネントを左下のグリッドアイテムにドラッグします。
•［ボタンのプロパティ］タブを選択します。［ラベル］フィールドに、「作成」と入力します。
•［スタイル］オプションを ［プライマリ］のままにして、青色のオプションボタンにします。
•［アクション］タブを選択します。［ページアクション］ボタンがオンになっていることを確認します。こ
れにより、ブレードのフッターにボタンが表示され、アクションが完了するとワークスペースブレード
が閉じます。

•［アクションの追加］ドロップダウンリストをクリックし、［サービスアクションの実行］を選択します。
•［サービスアクションの実行］テキストをクリックします。［データ］ドロップダウンリストをクリックし
て、接続する統合を選択します。
［アクション］ドロップダウンリストをクリックして、実行するアクシ
ョン（この場合は ［問題を作成］）を選択します。

•［パラメーターを編集］を選択して、ページ用に作成したフィールドに基づいて必要なすべてのパラメー
ターを入力します。次の例に従ってモデル化できます：
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13.［キャンセル］ボタンを追加するには、［ボタン］コンポーネントを右下のグリッドアイテムにドラッグします。
これにより、ユーザーは変更を送信せずにページを再読み込みできます。

•［ボタンのプロパティ］タブを選択します。［ラベル］フィールドに、「キャンセル」と入力します。
•［スタイル］オプションで ［セカンダリ］を選択し、灰色のオプションボタンにします。
•［アクション］タブを選択します。［アクションの追加］ドロップダウンリストをクリックし、［ページに
移動］を選択します。アプリでこのマイクロアプリとページで作成しているこのページの名前を選択す
ると、キャンセルを選択したときにこのページが自動的に更新されます。
作成ページの構築が完了しました。最後の手順では、このページをマイクロアプリのアクションページとして
選択し、この統合のアクションのリストに表示します。

14.［プロパティ］を選択します。これは、ビルダーの左側に表示される歯車です。
15.［アクション］で ［アクションとして有効化］をオンにし、［アクションページ］メニューでこのページを選択
します。
これで作成ページの準備が完了しました。

イベント通知の構築

December 7, 2021
新しい有給休暇申請や、レコードが変更されたという通知など、クライアントアプリケーションに送信されるイベン
トのトリガーを作成します。テンプレートの種類から選択して、ビルダーでイベントをカスタマイズします。ここで
は、このワークフロー用のマイクロアプリが既に作成されていることを前提とします。手順については、
「新しいマイ
クロアプリの追加」を参照してください。
イベント通知を作成するには、以下の手順に従います：

•

通知/アクションを送信する条件、および対象利用者を作成します。
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•
•
•

利用者の通知カードを設定します。
アクション項目を設定します。
有効期限の条件と期間を設定します。

注：
既存の通知の設定を編集するときは、保存する前に、その特定の統合のすべての同期を停止してください。

通知の作成
［定期的な通知］、［定期的なレポート］
、または ［日付リマインダー］を設定する場合、次の動作が適用されます：

•［時間間隔］をスケジュール設定すると、その間隔は前の実行が完了してから実行されるように設定されます。
たとえば、5 分に設定されている通知の場合、通知が 10:00 に実行され、10:02 に完了すると、10:07 に再び
実行されます。

•［毎日］の通知をスケジュール設定すると、通知はその期間内の選択されたランダムな時間に実行されます。た
とえば、通知が 14:00 に実行されるように設定されている場合、実行は 14:00 から 14:05 の間でランダムに
開始されます。

1.

イベントを追加するマイクロアプリを選択します。ページの右上にある ［通知を追加］を選択します。

2.

通知イベントの ［通知名］を入力します。

3.

必要なトリガーと通知の種類を以下から選択します：セットアップの手順は、選択した特定のイベントトリガ
ーの種類によって若干異なります。

•
•
•

新しいレコード ‑ レコードのソース（SoR）に新しいレコードが作成されたときに通知を送信します。
変更されたレコード ‑ SoR で既存のレコードが変更されたときに通知を送信します。
一致するレコード ‑ SoR の特定の時間に、レコードが定義済みクエリと一致したときに通知を送信しま
す。

•
•
•

レコードの削除 ‑ SoR で現在のレコードが削除されたときに通知を送信します。
定期的な通知 ‑（ユーザーアクション）データによるトリガーではない通知を定期的に送信します。
定期レポート ‑ 指定された時間間隔で、まとめられたレポートデータ（グループ化）を含む定期的な通
知を送信します。

•

日付リマインダー ‑ レコードの日付列の値の前後の、指定された時間に通知を送信します。
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4.［データソース］を確認し、変更の追跡元となる ［データテーブル］を選択します。
［追加］を選択します。新し
い通知が［通知］リストに追加され、構成する準備ができました。
注：

Citrix Workspace マイクロアプリは、統合間共通のマイクロアプリをサポートしているので、［データ
ソースを選択］リストには、使用可能なすべての統合データソースが表示されます。
通知の編集画面が開きます。通知を構成するには、以下の手順を実行します。通知が正しく構成されたら、ページの
上部までスクロールして ［保存］を選択する必要があります。

通知名
［通知名］で通知名を入力します。また、オプションで、ターゲットのアプリケーション統合と同期した直後に通知イ
ベントを実行するかどうかを選択できます。
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コンテンツ
コンテンツでは、通知に表示される情報を構成できます。ここでは、表示カードの画像に加えて、通知アイコン、通
知タイトル、および本文コンテンツを構成できます。オプションで変数を入力して、ターゲットのアプリケーション
統合から生成された要素を組み込むことができます。

ターゲットページ
ターゲットページでは、通知が選択されたときに表示されるページを選択できます。ターゲットのマイクロアプリと
ターゲットページを選択し、オプションでページをプレビューして、マイクロアプリの受信者が受け取る内容を確認
できます。

© 1999 – 2022 Citrix Systems, Inc. All rights reserved.

495

マイクロアプリ

設定
設定では、通知のトリガー条件と通知の受信者を定義できます。オーディエンスでは、統合から通知の受信者を定義
し、
［条件の追加］を選択してユーザーへの通知をトリガーする条件を設定できます。少なくとも 1 つの条件が設定さ
れた後、［条件の編集］のオプションがあります。

注：
複雑なブール式は、定義後に内部的に解析される際に単純化され、冗長な形式と判断された場合は一部が削除
されます。
たとえば、「1 AND (2 AND 3) OR (4 AND 5)」と定義すると、冗長な括弧が定義から削除されて「1 AND 2

AND 3 OR 4 AND 5」と表示されます。

通知のしきい値を上げる
より優れたパフォーマンスを実現するために、マイクロアプリサービスでは、ユーザーあたりの通知ジョブごとに生
成される通知カードの最大数が制限されます。デフォルトでは、これは 50 であり、この値を超えて生成された通知
カードはすべて失われます。
この値は、詳細設定オプションを使用して増やすことができます。ただし、多数の通知で Workspace ユーザーのア
クティビティフィードがあふれる可能性があります。これによって、通知カードを生成する意味がなくなり、読まれ
なくなる可能性が高くなります。この値を増やす前に、ユーザーにとって最適な Workspace エクスペリエンスとは
どのようなものかを検討してください。許可される最大値は 300 です。
たとえば、同期時間が 10 分ごとに設定されている統合があるとします。サブスクライブされた各ユーザーは、この
期間中に発生した変更と同じ数の通知を、しきい値まで受信します。しきい値は、デフォルトの 50 または最大 300
に変更したとします。この値を超えて行われた変更は、ユーザーのアクティビティフィードの通知として生成されま
せん。同期中のこの期間（この例では 10 分）が経過すると、新しい同期が実行され、設定に応じて新たに 50 または

300 の変更がキャプチャされます。
1.［Settings］で、［Audience］メニューから ［All subscribers］を選択します。詳細設定は、オーディエン
ス（Audience）がすべてのサブスクライバー（All subscribers）に設定されている場合にのみ表示されます。
2.［Show advanced settings］を有効にします。
3.［Notification generation threshold for a single user］で［Edit］を選択します。デフォルト値の 50
が事前に入力されています。
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4.

新しい値を入力します。最大値 300 を超えないようにしてください。

5.

すべての変更を保存するには、ページの上部にある ［Save］を選択します。フィールドは無効になります。
フィールドを再度有効にするには、［編集］を選択する必要があります。

グループ化 ‑ 定期的なレポート通知
［定期的なレポート］通知の場合、設定の下にグループ化機能があります。この機能を使用して、複数のイベントを 1
つの通知に収集します。例：

•

指定された期間（1 日など）に 10 の作業チケットが発行されているが、ユーザーに送られる通知を 1 通のみ
にする場合。

•

就業時間内にユーザーは多くの承認をクリアしているが、ユーザーに送られる残りの承認に関する通知を 1 日
の終わりの 1 通のみにする場合。

［Group data by］のデータ列の値を選択し、期間を選択します。［Time period］フィールドは、上の ［Run

frequency］フィールドでイベントを実行するように設定してからの期間を定義します。たとえば、［Today］は、
イベントトリガーが実行されるのと同じ日に通知のグループが送信されることを意味します。［Custom Interval］
を選択すると、詳細の from および to フィールドが開きます。

リマインダーの送信 ‑ 日付リマインダー通知
日付リマインダー通知の場合、ページの上部にある ［Run frequency］フィールドは、同期を実行するタイミング
を定義します。
［設定］の ［Send a reminder］フィールドは、通知が送信されてからイベントまで、またはイベン
トから通知が送信されるまでの時間を定義します。
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有効期限
有効期限では、通知を削除する条件を定義できます。統合のレコードが利用できなくなったときに通知を期限切れに
するように設定できます。定義された期間の後に通知を期限切れにできます。ターゲット統合のデータに変更があっ
た場合に通知を期限切れにするように統合トリガー条件を構成することもできます。

通知が正しく構成されたら、ページの上部までスクロールして ［保存］を選択します。

イベントを実行
通知ビルダーの一番上のバーで ［イベントを実行］を選択して、このイベント通知を手動でトリガーして実行しま
す。
［イベントログを表示］を選択して、重大度別に分類された変更の履歴を表示します。マイクロアプリの通知概要
画面の一番上のバーからイベント ［すべてを実行］することもできます。

すべての通知をクリア
マイクロアプリからすべての通知を消去するには、マイクロアプリの通知概要画面にある個別通知の編集メニューで
［すべての通知をクリア］を選択します。新しいデータ構造を使用しているときに通知を再編成または再生成する必要
がある場合（テスト時など）に、この機能で通知を削除します。
統合内のすべてのマイクロアプリのすべての通知を削除することもできます。
［マイクロアプリ統合］概要ページから、
すべての通知を削除する統合の横にあるメニューを選択します。［すべての通知をクリア］を選択して、確定します。

マイクロアプリのローカライズ

December 7, 2021
Citrix Workspace マイクロアプリを使用すると、翻訳された JSON ファイルをローカライズのためにエクスポート
およびインポートできます。マイクロアプリのローカリゼーションオプションを使用してこれらのファイルをエクス
ポートし、必要なローカライズ言語で編集して、ローカライズされたマイクロアプリファイルをマイクロアプリプラ
ットフォームに戻すと、ユーザーが使用できるようになります。
ローカリゼーションでは現在、以下の定義済みの言語セットのみをサポートしています：
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

英語（デフォルト、マイクロアプリのフォールバック言語）
中国語（簡体字）
オランダ語
フランス語
ドイツ語
日本語
スペイン語
ポルトガル語（ブラジル）
イタリア語

追加の言語サポートは、今後の更新プログラムで提供されます。マイクロアプリが目的の言語にローカライズされる
と、その言語はエンドユーザーのブラウザーロケールに基づいて表示されます。
マイクロアプリでのローカライズ機能の使用には、以下の操作が含まれます：

1.
2.
3.

目的のマイクロアプリ構成ファイルをエクスポートします。
ファイルを編集し、エンティティを必要な言語に翻訳します。
翻訳されたファイルをマイクロアプリプラットフォームにインポートします。

翻訳用ファイルのエクスポート
ローカリゼーションファイルをエクスポートするには、関連するマイクロアプリのハンバーガーボタンを選択して、
マイクロアプリ編集画面を開きます。
次の手順を実行します：

1.

左の列で ［ローカリゼーション］を選択します。

［ローカリゼーション］ページが開き、現在ローカライズされているすべての言語が表示されます。

2.［エクスポート］を選択します。
3.

ローカライズ用にエクスポートする言語を選択し、欠落している翻訳文字列のみをエクスポートするかどうか
を選択します。

4.［エクスポート］を選択します。
JSON ファイルがローカルマシンにダウンロードされます。
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ローカリゼーションファイルの使用
次に、任意のテキストエディターで対象のローカリゼーション JSON ファイルを開いて編集し、準備ができたら、フ
ァイルを JSON 形式で保存して、マイクロアプリ管理コンソールにインポートできるようにします。

ローカリゼーションのインポート
ローカライズされた JSON ファイルを準備したら、それらをマイクロアプリプラットフォームにインポートして戻し
ます。
次の手順を実行します：

1.［インポート］を選択します。
翻訳ファイルのインポートブレードが開きます。

2.

利用可能な言語から、必要なローカライズ言語を選択します。

3.

翻訳された JSON ファイルをドラッグします：

4.［インポート］を選択します。
これで翻訳ファイルがインポートされ、利用者はその言語でアプリを利用できます：
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ユーザープロバイダーの構成

October 26, 2021
ユーザープロバイダーを構成すると、レコードシステム（SoR）の ID プロバイダーの構成設定で作成および管理され
るユーザーグループを複製および同期する必要がなくなるため、管理効率を向上できます。
マイクロアプリ管理者は、SoR からユーザーおよびユーザーグループのデータを収集し、このデータを使用してすべ
ての統合でマイクロアプリのサブスクリプションを管理するようにユーザープロバイダーを構成できます。ユーザー
プロバイダーを構成するには、アプリケーションの SoR でユーザー/ユーザーグループを公開する API が提供されて
いる必要があります（ServiceNow、Salesforce、Jira など）。

ユーザープロバイダーの作成
新しいユーザープロバイダーを手動で作成するか、既に構成されているユーザープロバイダーをインポートできます。
次の手順を実行します：

1.［マイクロアプリ統合］ページで、上部のバーにある ［ユーザープロバイダー］タブを選択します。

2.

ユーザープロバイダーの種類を選択します。［HTTP Web サービスから新しいユーザープロバイダーを作成
する］を選択して、このユーザープロバイダーを手動で構成します。
［以前に構成したユーザープロバイダーを
インポートする］こともできます。インポートについて詳しくは、「インポート」を参照してください。

3.

接続の ［ユーザープロバイダー名］を入力します。
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4.

ユーザープロバイダーの ［ベース URL］を入力します。

5.

アイコンライブラリからユーザープロバイダーのアイコンを選択するか、デフォルトのアイコンのままにして
おきます。

6.［サービス認証］方法を選択し、使用する認証方法に基づいて必要なすべての詳細を入力します。認証方法につ
いて詳しくは、「サービス認証のセットアップ」を参照してください。

7.（オプション）必要に応じて ［要求レート制限の有効化］トグルを有効にし、［要求数］と ［時間間隔］を入力
します。

8.（オプション）必要に応じて ［要求のタイムアウト］の値を入力します。
9.［追加］を選択して、ユーザープロバイダーの作成を終了します。

次に、スクリプトをインポートして終了します。

スクリプトのインポート
マイクロアプリのユーザープロバイダースクリプト機能を使用して、ユーザープロバイダーのセットアップを完了す
るためのスクリプトをアップロードする必要があります。スクリプトの要件と JavaScript モデルを以下に示しま
す。「スクリプトの準備」を参照してください。スクリプトに関する一般的な情報については、「HTTP 統合スクリプ
ティング」を参照してください。
（前述の手順で）ユーザープロバイダーを追加すると、ページが開き、ユーザープロバイダーのビューが表示されます。
次の手順に従って、スクリプトを追加します。

1.［ステータス］下にある ［スクリプトの追加］を選択します。
2.［スクリプトのインポート］を選択します。
3.

スクリプトをインポートポップアップにドラッグするか、ファイルを参照します。スクリプトは、1MB 以下
の.js ファイルである必要があります。
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スクリプトが解析され、検証されます。

4.［インポート］を選択して終了します。
スクリプトの詳細は、ユーザープロバイダーの ［ユーザープロバイダースクリプト］ビューにある ［スクリプ
トハンドラー］の下に表示されます。スクリプトによって作成された要求を表示するには、ユーザープロバイ
ダーエントリの横にあるメニューを選択し、［ログの同期］を選択します。
サブスクライバーを割り当てるときに、新しいユーザープロバイダーを使用できるようになりました。詳しくは、
「利
用者の管理」を参照してください。

スクリプトの準備
スクリプトを準備するときは、次の要件を考慮してください：

•

インポートスクリプトは、組み込みライブラリ microapp‑user‑groups を読み込むことにより開始する必要
があります。このライブラリは、データベースに保存する必要があるオブジェクトを定義します：const {

User, Group, UserGroupMapping } = library.load("microapp-user-groups");

•

オブジェクトには次の構造またはプロパティがあります：

– User(accountName, displayName, email, domain, userPrincipalName,
userId) メールアドレスはユーザープロバイダー内で一意である必要があります

– Group(accountName, displayName, domain, userPrincipalName, groupId,
parentGroupId) グループ階層も parentGroupId を使用して定義されます
– UserGroupMapping(userId, groupId) ユーザーをグループにマッピングします
•

すべてのプロパティはデータ型がSTRINGです。

• User.email は、Citrix Workspace にログインしているユーザーのメールと一致する必要があります。
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モデルスクリプト
以下の JavaScript コードをモデルとして使用します。
注
次のモデルは、ServiceNow SoR 専用に作成されています。このスクリプトは他のサービスと互換性がありま
せん。

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

const {
User, Group, UserGroupMapping }
= library.load("microapp-user-groups");
function fullSync(params) {
fullSyncUsers(params);
fullSyncGroups(params);
fullSyncUserGroupMapping(params);
}

function fullSyncUsers({
client, dataStore }
) {
let offset = 0;
do {
const response = client.fetchSync(
`/api/now/table/sys_user?sysparm_fields=sys_domain_path%2
Cname%2C%20sys_id%2Cuser_name%2Cemail&sysparm_query=
emailISNOTEMPTY^active%3Dtrue&sysparm_limit=100&
sysparm_offset=${
offset }
`
);
if (!response.ok) {
console.log("Error status:", response.status, response.
statusText);
console.log("Error body:", response.textSync());
throw new Error("Network response was not ok");
}
console.log("fetch done");
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34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

const users = response.jsonSync().result;
console.log("users");
users.map((user) =>
console.log(
user.user_name,
user.name,
user.email,
user.sys_domain_path,
user.name,
user.sys_id
)
);
dataStore.save(
User.tableModel,
users.map(
(user) =>
new User(
user.user_name,
user.name,
user.email,
user.sys_domain_path,
user.user_name,
user.sys_id
)
)
);
offset = offset + 100;
console.log(`offset: ${
offset }
`);
}
while (offset < 300);
}

function fullSyncGroups({
client, dataStore }
) {
let offset = 0;
do {
const response = client.fetchSync(
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79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121

`/api/now/table/sys_user_group?sysparm_query=active%3Dtrue&
sysparm_limit=100&sysparm_offset=${
offset }
`
);
if (!response.ok) {
console.log("Error status:", response.status, response.
statusText);
console.log("Error body:", response.textSync());
throw new Error("Network response was not ok");
}

const groups = response.jsonSync().result;
groups.map((group) =>
console.log(
group.name,
group.name,
"/",
group.name,
group.sys_id,
group.parent.value
)
);
dataStore.save(
Group.tableModel,
groups.map(
(group) =>
new Group(
group.name,
group.name,
"/",
group.name,
group.sys_id,
group.parent.value
)
)
);
offset = offset + 100;
console.log(`offset: ${
offset }
`);
}
while (offset < 400);
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122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163

}

function fullSyncUserGroupMapping({
client, dataStore }
) {
let offset = 0;
do {
const response = client.fetchSync(
`/api/now/table/sys_user_grmember?&sysparm_limit=100&
sysparm_offset=${
offset }
`
);
if (!response.ok) {
console.log("Error status:", response.status, response.
statusText);
console.log("Error body:", response.textSync());
throw new Error("Network response was not ok");
}

const mappings = response.jsonSync().result;
mappings.map((mapping) =>
console.log(mapping.user.value, mapping.group.value)
);
dataStore.save(
UserGroupMapping.tableModel,
mappings.map(
(mapping) =>
new UserGroupMapping(mapping.user.value, mapping.group.
value)
)
);
offset = offset + 100;
console.log(`offset: ${
offset }
`);
}
while (offset < 400);
}
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164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177

integration.define({
synchronizations: [
{
name: "snowUserGroups", // Logical name
fullSyncFunction: fullSync,
}
,
],
model: {
tables: [User.tableModel, Group.tableModel, UserGroupMapping.
tableModel],

178
179
180
181
182

}
,
}
);
<!--NeedCopy-->

データの同期

June 24, 2021
管理者は、設定した同期スケジュールを詳細に制御できます。ただし、ジョブがスケジュールを逃さないように、同
期時間をどのように設定するかに注意を払う必要があります。これを防ぐための対策として、同じ期間のタイムテー
ブルをランダム化しました。
関連するジョブには 3 つのタイプがあります：

•
•
•

完全同期 ‑ 完了するまでに時間がかかる可能性のある膨大なデータ量に最適化されています。
増分同期 ‑ 小規模で頻繁な更新用に最適化されています。
通知ジョブ ‑ 通知イベントの評価とターゲットオーディエンスへの通知メッセージの送信。通知ジョブは、各
完全同期および増分同期の後、サービスアクションの後に実行されますが、独立して実行もされます。

同期ルール
開始するには、特定の統合について、増分同期を実行する前に 1 つの完全同期が正常に終了している必要があります。
特定の統合では、一度に 1 つのタイプのジョブのみを実行できます。たとえば、完全同期の実行中は、増分同期の実
行も通知ジョブの実行もできません。これは、増分同期および通知ジョブの場合と同じ状況です。
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ただし、複数の通知ジョブは同時に実行可能です。すべての統合を合わせたジョブの最大数は、マイクロアプリサー
ビスのインスタンスごとに 3 つです。
完全同期と増分同期のスケジュールが重複する場合があります。どちらが成功し、どちらが失敗するかを予測するこ
とはできません。この状況を管理するルールはありません。この場合、ランダム化と、インスタンスあたり 3 つのジ
ョブの限られたスループットに依存しているため、完全同期と増分同期が同時に開始して衝突する確率が低下します。

スケジュールに合わない同期
ジョブがスケジュールどおりに実行されない場合、ジョブは失敗としてマークされ、システムは失敗したジョブをで
きるだけ早くスケジュールしようとします。スケジュールを逃す可能性がある理由：

•
•

このインスタンスで現在実行されている他のジョブは既に 3 つあります。
ジョブは、繰り返し間隔で設定されているものよりも完了までに時間がかかります。この例では 15 分ごとに
増分同期を設定しましたが、何らかの理由でジョブが完了するまでに 20 分かかります。

注
プライマリキー列に値がないか、値が無効な種類である場合、同期中にレコードがスキップされ、ログ警告が生
成されます。

拒否権ルールの詳細
ジョブが開始されるたびに、ジョブをキャンセルできる拒否ルールがチェックされます。拒否ルールは、ジョブの種
類によって異なります。

•

完全な同期化の場合、同じデータ統合に対して別の通知または同期化ジョブが既に実行されていると、ジョブ
は拒否されます。この場合、ジョブは 5 秒で再トリガーされます。

•

増分同期で統合の完全同期が成功しなかった場合、スケジューラーは 1 回限りのジョブとしてではなく完全同
期を開始します。また、上記のように、同じデータ統合のために別の通知/同期ジョブが既に実行されていて、
ジョブが 5 秒後に再トリガーされた場合、ジョブは拒否されます。

•

通知イベントで統合の完全同期が成功したことがない場合、ジョブは拒否されます。通知ジョブは同時に実行
されます。これは、複数の通知ジョブを同時に実行できることを意味します。ただし、最適化の理由から、プ
ライマリテーブルごとに 1 つの変更ログテーブルしかありません。したがって、一度に変更ログテーブルを更
新する通知ジョブは 1 つだけです。その結果、1 つの通知ジョブが変更ログテーブルを更新している間、他の
通知ジョブは待機します。これが完了すると、他の通知ジョブを実行できます。

データ同期の設定
統合アプリケーションからマイクロアプリプラットフォームにデータをプルして、キャッシュと比較できるようにし
ます。ベストプラクティスとして、完全同期が 24 時間ごとに実行され、増分同期は 5 分ごとにプルするように構成
できます。
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スケジュールされた同期ジョブは、最後に正常に実行された後に定義された間隔で実行されます。たとえば、間隔が

5 分に設定されている場合、ジョブは 10:05 から開始し、実行され（たとえば 15 分間）、成功すると 5 分間隔で一時
停止して再開します。したがって、ジョブは 10:05 から開始し、10:20 まで正常に実行され、その後 10:25 から再開
します。

1.［マイクロアプリの管理］ページから、同期を設定する統合の横にあるメニューを選択します。
2.［同期］を選択します。

3.［完全］および ［増分］のデータ同期の値を設定します。
•［完全］は、ローカルキャッシュをドロップし、ソースシステムからすべてのデータをプルします。
重要：
完全同期の実行には時間がかかる場合があります。完全同期は、夜間または一般的には営業時間外
に実行することをお勧めします。
［X］アイコンを選択すると、処理中のデータ同期をいつでもキャ
ンセルできます。

•［増分］は、変更（新規および更新）されたレコードのみをプルします。削除されたデータは読み込まれ
ません。
重要：
すべての API が増分同期をサポートしているわけではありません。
毎日または毎週の同期を指定すると、同期は選択した時間枠内でランダムに発生します。たとえ
ば、「00‑04 毎日」の完全同期を選択すると、この期間中にランダムに選択された時間に完全な同
期を実行します。

4.［保存］を選択します。
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注：
必要に応じて、矢印アイコンを選択してオンデマンドで統合を実行することもできます。

カスタマイズのシナリオ

February 19, 2020
統合をセットアップしたら、マイクロアプリをカスタマイズします。次の表は、4 つの重要なユースケースおよび必
要なアクティビティを示しています。以下のユースケースのシナリオの概要を確認したり、リンクから該当するシナ
リオに移動したりすることもできます。

HTTP コネクタを使用し
テンプレート統合用の既

て構築したカスタム統合

テンプレート統合用のマ

存のマイクロアプリのカ

用の新しいマイクロアプ

マイクロアプリのインポ

イクロアプリの作成

スタマイズ

リの作成

ート

必要なテーブルエンティ

必要なテーブルエンティ

必要に応じたエンティテ

必要なテーブルエンティ

ティの確認と必要に応じ

ティの確認と必要に応じ

ィの追加

ティの確認と必要に応じ

た新しいエンティティの

た新しいエンティティの

た新しいエンティティの

追加

追加

追加

空のマイクロアプリの追

既に存在する

加

空のマイクロアプリの追

マイクロアプリのインポ

加

ート

ページまたは通知、ある

ページまたは通知、ある

ページまたは通知、ある

ページまたは通知、ある

いはその両方の作成

いはその両方の作成、ま

いはその両方の作成

いはその両方の作成、ま

ビルダーを使用したペー

たは既存のページや通知

たは既存のページや通知

を開く

を開く

ビルダーを使用したペー

ビルダーを使用したペー

ビルダーを使用したペー

ジと通知のカスタマイズ、 ジと通知のカスタマイズ、 ジと通知のカスタマイズ、 ジと通知のカスタマイズ、
および通知カードのカス

および通知カードのカス

および通知カードのカス

および通知カードのカス

タマイズ

タマイズ

タマイズ

タマイズ

アクセスとサブスクリプ

アクセスとサブスクリプ

アクセスとサブスクリプ

アクセスとサブスクリプ

ションの管理

ションの管理

ションの管理

ションの管理

テンプレート統合用のマ

テンプレート統合用の既

HTTP コネクタを使用し

マイクロアプリのインポ

イクロアプリの作成

存のマイクロアプリのカ

て構築したカスタム統合

ート

スタマイズ

用の新しいマイクロアプ
リの作成
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テンプレート統合用のマイクロアプリの作成
ビジネスニーズに合わせてマイクロアプリを追加します。テンプレート統合には、堅牢なデータベース接続が備えら
れています。必要なテーブルエンティティが既に使用可能であることを確認してから、マイクロアプリビルダーを使
用して最初からマイクロアプリを作成します。新しいページと通知を追加して、事前設定します。
次の手順を実行します：

•
•
•
•
•
•

必要なテーブルエンティティの確認と必要に応じた新しいエンティティの追加
マイクロアプリの追加
ページまたは通知、あるいはその両方の追加
ビルダーを使用したページと通知のカスタマイズ
アクセスの管理
サブスクリプションの管理

シナリオ全体の詳細については、「テンプレート統合用のマイクロアプリの作成」を参照してください。

テンプレート統合用の既存のマイクロアプリのカスタマイズ
マイクロアプリの作成と同様に、新しいページと通知を追加できます。この場合、マイクロアプリビルダーを使用し
て、既存の通知とページを編集することもできます。
次の手順を実行します：

•
•
•
•
•

必要なテーブルエンティティの確認と必要に応じた新しいエンティティの追加
ページまたは通知、あるいはその両方の追加、または既存のページや通知を開く
ビルダーを使用したページと通知のカスタマイズ
アクセスの管理
サブスクリプションの管理

シナリオ全体の詳細については、
「テンプレート統合用の既存のマイクロアプリのカスタマイズ」を参照してください。

HTTP コネクタを使用して構築したカスタム統合用の新しいマイクロアプリの作成
この場合、カスタム統合用のデータベース接続を手動で追加してから、アプリを追加し、ビルダーを使用して最初か
らマイクロアプリを作成する必要があります。
次の手順を実行します：

•
•
•
•
•
•

必要に応じたエンティティの追加
マイクロアプリの追加
ページまたは通知、あるいはその両方の追加
ビルダーを使用したページと通知のカスタマイズ
アクセスの管理
サブスクリプションの管理
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シナリオ全体の詳細については、「HTTP コネクタを使用して構築したカスタム統合用の新しいマイクロアプリの作
成」を参照してください。

マイクロアプリのインポート
別のインスタンスで作成したマイクロアプリをインポートします。次に、既存のマイクロアプリを編集するか、ペー
ジと通知を追加します。
次の手順を実行します：

•
•
•
•
•
•

マイクロアプリを含む.mapp ファイルをアプリケーション統合にアップロード
必要なテーブルエンティティの確認と必要に応じた新しいエンティティの追加
ページまたは通知、あるいはその両方の追加、または既存のページや通知を開く
ビルダーを使用したページと通知のカスタマイズ
アクセスの管理
サブスクリプションの管理

シナリオ全体の詳細については、「マイクロアプリのインポート」を参照してください。

テンプレート統合用の新しいマイクロアプリの作成

October 26, 2021
ビジネスニーズに合わせて新しいマイクロアプリを追加できます。テンプレート統合には、堅牢なデータベース接続
が備えられています。必要なテーブルエンティティが既に使用可能であることを確認してから、マイクロアプリビル
ダーを使用して最初からマイクロアプリを作成します。新しいページと通知を追加して、事前設定します。
次の手順を実行します：

1.
2.
3.
4.
5.
6.

必要なテーブルエンティティを確認します。必要に応じて新しいエンティティを追加します。
マイクロアプリを追加します。
ページまたは通知、あるいはその両方を追加します。
ビルダーを使用してページと通知をカスタマイズします。
アクセスを管理します。
サブスクリプションを管理します。

必要なテーブルエンティティの確認と必要に応じた新しいエンティティの追加
既存の統合をチェックして、必要なテーブルが既にマイクロアプリに存在することを確認します。必要なテーブルが
見つからない場合は、追加する必要があります。詳しくは、
「データベーステーブルエンティティのマップ」を参照し
てください。
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1.［統合］ページから、マイクロアプリを追加する統合の横にあるメニューを選択します。
2.［編集］を選択します。
［テーブル］ページが開き、そこにデータベースがどのようにデータベーステーブルに分割されているかが概説
されています。

3.

必要なテーブルを見つけるには、
［スキーマを編集］を選択し、必要なエンティティを対象としてフィルタリン
グし、テーブルが存在することを確認します。

マイクロアプリを追加する準備ができました。

マイクロアプリの追加
追加設定不要のマイクロアプリから選択するか、ゼロからマイクロアプリを作成します。新しいマイクロアプリを追
加すると、［統合］ページの関連する統合の下に表示されます。
開始する前に、必要なテーブルエンティティを検証または追加したことを確認します。

1.［統合］ページから、マイクロアプリを追加する統合の横にあるメニューを選択します。
2.［マイクロアプリの追加］を選択します。
3.

追加設定不要のマイクロアプリのいずれかを選択するか、または ［空白のテンプレート］を選択し、ビジネス
ニーズに基づいて自身のマイクロアプリを構築します。
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空のマイクロアプリを追加すると、［統合］ページの関連する統合の下に表示されます。

4.［統合］ページに戻り、統合の下にあるリストから ［空のマイクロアプリ］を選択します。
［プロパティ］ページが開きます。

5.

適切な名前と説明を付けます。

6.［マイクロアプリのアイコン］を選択し、メニューから適切なアイコンを選択します。［アプリアイコン］、［ア
クションと通知のアイコン］、および ［マイクロアプリとデータ］のアイコンから選択できます。
ページまたは通知を追加する準備ができました。

新しいページと通知の追加
マイクロアプリの準備とデータベースエンティティの用意が完了したら、アクションページまたは通知、あるいはそ
の両方を作成する必要があります。
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アクションページの追加
このマイクロアプリのアクションページを追加します。開始テンプレートから選択し、ビルダーでページをカスタマ
イズします。
次の手順を実行します：

1.

ページを追加するマイクロアプリを選択します。
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2.［ページ］を選択し、［新しいページを追加］を選択します。
3.

ページに名前を付けます。

4.

ページの開始テンプレートを選択します：

•
•
•
•

詳細
フォーム
テーブル
静的コンテンツ

次のスクリーンショットは、［新しいページ］画面がどのように表示されるかを示しています：

5.

ページに自動入力されるテーブル列を設定するには、
［フィールドの選択］をクリックして、関連するフィール
ド名を選択します。

6.［列の設定］を選択し、［追加］を選択します。
新しいページが ［ページ］リストに追加され、カスタマイズする準備ができました。

イベント通知の追加
新しい有給休暇申請や、レコードが変更されたという通知など、クライアントアプリケーションに送信されるイベン
トのトリガーを作成します。テンプレートの種類から選択して、ビルダーでイベントをカスタマイズします。
次の手順を実行します：

1.

イベントを追加するマイクロアプリを選択します。

2.

ページの下部にある ［新しい通知の作成］を選択します。
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3.

通知に名前を付けます。

4.

必要なトリガーと通知の種類を以下から選択します：

•
•
•
•
•
•
•

新しいレコード ‑ 新しいレコードが作成されたときに通知を送信します。
変更されたレコード
一致するレコード
レコードの削除
定期的なレポート
定期的な通知（ユーザーアクション）
日付リマインダー

次のスクリーンショットは、［新しい通知］画面がどのように表示されるかを示しています：

5.

データソースを確認し、データテーブルを選択します。

6.［追加］を選択します。
新しい通知が ［通知］リストに追加され、構成する準備ができました。
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ビルダーを使用したページと通知のカスタマイズ
ページと通知のカスタマイズについて詳しくは、「ページビルダーのコンポーネント」および「イベント通知の構築」
を参照してください。

サブスクリプションの管理
マイクロアプリの利用者を管理して、組織内の特定のユーザーおよびユーザーグループに対してマイクロアプリを有
効にします。詳しくは、「利用者を割り当てる」を参照してください。

テンプレート統合用の既存のマイクロアプリのカスタマイズ

October 26, 2021
新しいマイクロアプリの作成と同様に、新しいページと通知を追加できます。この場合、マイクロアプリビルダーを
使用して、既存の通知とページを編集することもできます。
次の手順を実行します：

1.
2.
3.
4.
5.

必要なテーブルエンティティを確認します。必要に応じて新しいエンティティを追加します。
ページまたは通知、あるいはその両方を追加するか、既存のページまたは通知を開きます。
ビルダーを使用してページと通知をカスタマイズします。
アクセスを管理します。
サブスクリプションを管理します。

必要なテーブルエンティティの確認と必要に応じた新しいエンティティの追加
既存の統合をチェックして、必要なテーブルが既にマイクロアプリに存在することを確認します。必要なテーブルが
見つからない場合は、追加する必要があります。詳しくは、
「データベーステーブルエンティティのマップ」を参照し
てください。
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1.［統合］ページから、マイクロアプリを追加する統合の横にあるメニューを選択します。
2.［編集］を選択します。
［テーブル］ページが開き、そこにデータベースがどのようにデータベーステーブルに分割されているかが概説
されています。

3.

必要なテーブルを見つけるには、
［スキーマを編集］を選択し、必要なエンティティを対象としてフィルタリン
グし、テーブルが存在することを確認します。

マイクロアプリをカスタマイズする準備ができました。

新しいページと通知の追加
必要なエンティティを確認したら、アクションページまたは通知、あるいはその両方を作成する必要があります。
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アクションページの追加
このマイクロアプリのアクションページを追加します。開始テンプレートから選択し、ビルダーでページをカスタマ
イズします。
次の手順を実行します：

1.

ページを追加するマイクロアプリを選択します。
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2.［ページ］を選択し、［新しいページを追加］を選択します。
3.

ページに名前を付けます。

4.

ページの開始テンプレートを選択します：

•
•
•
•

詳細
フォーム
テーブル
静的コンテンツ

次のスクリーンショットは、［新しいページ］画面がどのように表示されるかを示しています：

5.

ページに自動入力されるテーブル列を設定するには、
［フィールドの選択］をクリックして、関連するフィール
ド名を選択します。

6.［列の設定］を選択し、［追加］を選択します。
新しいページが ［ページ］リストに追加され、カスタマイズする準備ができました。

イベント通知の追加
新しい有給休暇申請や、レコードが変更されたという通知など、クライアントアプリケーションに送信されるイベン
トのトリガーを作成します。テンプレートの種類から選択して、ビルダーでイベントをカスタマイズします。
次の手順を実行します：

1.

イベントを追加するマイクロアプリを選択します。

2.

ページの下部にある ［新しい通知の作成］を選択します。
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3.

通知に名前を付けます。

4.

必要なトリガーと通知の種類を以下から選択します：

•
•
•
•
•
•
•

新しいレコード ‑ 新しいレコードが作成されたときに通知を送信します。
変更されたレコード
一致するレコード
レコードの削除
定期的なレポート
定期的な通知（ユーザーアクション）
日付リマインダー

次のスクリーンショットは、［新しい通知］画面がどのように表示されるかを示しています：

5.

データソースを確認し、データテーブルを選択します。

6.［追加］を選択します。
新しい通知が ［通知］リストに追加され、構成する準備ができました。
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ページと通知のカスタマイズ
ページと通知のカスタマイズについて詳しくは、「ページビルダーのコンポーネント」および「イベント通知の構築」
を参照してください。

サブスクリプションの管理
マイクロアプリの利用者を管理して、組織内の特定のユーザーおよびユーザーグループに対してマイクロアプリを有
効にします。詳しくは、「利用者を割り当てる」を参照してください。

HTTP コネクタを使用して構築したカスタム統合用の新しいマイクロアプリの作成
October 26, 2021
この場合、カスタム統合用のデータベース接続を手動で追加してからマイクロアプリを追加し、マイクロアプリビル
ダーを使用して最初からマイクロアプリを作成する必要があります。
次の手順を実行します：

1.
2.
3.
4.
5.
6.

必要に応じてエンティティを追加します。
マイクロアプリを追加します。
ページまたは通知、あるいはその両方を追加します。
ビルダーを使用してページと通知をカスタマイズします。
アクセスを管理します。
サブスクリプションを管理します。

エンティティの追加
この統合を追加したので、必要なエンティティをすべて追加する必要があります。詳しくは、
「データベーステーブル
エンティティのマップ」を参照してください。
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マイクロアプリの追加
追加設定不要のマイクロアプリから選択するか、ゼロからマイクロアプリを作成します。新しいマイクロアプリを追
加すると、［統合］ページの関連する統合の下に表示されます。
開始する前に、必要なテーブルエンティティを検証または追加したことを確認します。

1.［統合］ページから、マイクロアプリを追加する統合の横にあるメニューを選択します。
2.［マイクロアプリの追加］を選択します。
3.

追加設定不要のマイクロアプリのいずれかを選択するか、または ［空白のテンプレート］を選択し、ビジネス
ニーズに基づいて自身のマイクロアプリを構築します。
空のマイクロアプリを追加すると、［統合］ページの関連する統合の下に表示されます。

4.［統合］ページに戻り、統合の下にあるリストから ［空のマイクロアプリ］を選択します。
［プロパティ］ページが開きます。

5.

適切な名前と説明を付けます。

6.［マイクロアプリのアイコン］を選択し、メニューから適切なアイコンを選択します。［アプリアイコン］、［ア
クションと通知のアイコン］、および ［マイクロアプリとデータ］のアイコンから選択できます。
ページまたは通知を追加する準備ができました。

© 1999 – 2022 Citrix Systems, Inc. All rights reserved.

525

マイクロアプリ

新しいページと通知の追加
マイクロアプリの準備とデータベースエンティティの用意が完了したら、アクションページまたは通知、あるいはそ
の両方を作成する必要があります。
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アクションページの追加
このマイクロアプリのアクションページを追加します。開始テンプレートから選択し、ビルダーでページをカスタマ
イズします。
次の手順を実行します：

1.

ページを追加するマイクロアプリを選択します。

2.［ページ］を選択し、［新しいページを追加］を選択します。
3.

ページに名前を付けます。

4.

ページの開始テンプレートを選択します：

•
•
•
•

詳細
フォーム
テーブル
静的コンテンツ

次のスクリーンショットは、［新しいページ］画面がどのように表示されるかを示しています：

5.

ページに自動入力されるテーブル列を設定するには、
［フィールドの選択］をクリックして、関連するフィール
ド名を選択します。

6.［列の設定］を選択し、［追加］を選択します。
新しいページが ［ページ］リストに追加され、カスタマイズする準備ができました。
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イベント通知の追加
新しい有給休暇申請や、レコードが変更されたという通知など、クライアントアプリケーションに送信されるイベン
トのトリガーを作成します。テンプレートの種類から選択して、ビルダーでイベントをカスタマイズします。
次の手順を実行します：

1.

イベントを追加するマイクロアプリを選択します。

2.

ページの下部にある ［新しい通知の作成］を選択します。

3.

通知に名前を付けます。

4.

必要なトリガーと通知の種類を以下から選択します：

•
•
•
•
•
•
•

新しいレコード ‑ 新しいレコードが作成されたときに通知を送信します。
変更されたレコード
一致するレコード
レコードの削除
定期的なレポート
定期的な通知（ユーザーアクション）
日付リマインダー

次のスクリーンショットは、［新しい通知］画面がどのように表示されるかを示しています：
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5.

データソースを確認し、データテーブルを選択します。

6.［追加］を選択します。
新しい通知が ［通知］リストに追加され、構成する準備ができました。

ビルダーを使用したページと通知のカスタマイズ
ページと通知のカスタマイズについて詳しくは、「ページビルダーのコンポーネント」および「イベント通知の構築」
を参照してください。

サブスクリプションの管理
マイクロアプリの利用者を管理して、組織内の特定のユーザーおよびユーザーグループに対してマイクロアプリを有
効にします。詳しくは、「利用者を割り当てる」を参照してください。
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マイクロアプリのインポート

October 26, 2021
別のインスタンスで作成したマイクロアプリをインポートします。その後、ページまたは通知を編集するか、新しく
追加するか、あるいはその両方を実行できます。
次の手順を実行します：

1.
2.
3.
4.
5.

マイクロアプリを含む.mapp ファイルを、アプリケーション統合にアップロードします。
必要なテーブルエンティティを確認します。必要に応じて新しいエンティティを追加します。
ページまたは通知、あるいはその両方を追加するか、既存のページまたは通知を開きます。
ビルダーを使用してページと通知をカスタマイズします。
アクセスを管理します。

マイクロアプリを含む.mapp ファイルを、アプリケーション統合にアップロード
新しいマイクロアプリをアップロードすると、［統合］ページの関連する統合の下に表示されます。

1.［統合］ページから、マイクロアプリを追加する統合の横にあるメニューを選択します。
2.［インポート］を選択し、.mapp 形式で利用可能なマイクロアプリファイルを選択して、インポートパネルに
ドラッグします。
インポートしたマイクロアプリを追加すると、［統合］ページの関連する統合の下に表示されます。

1.

マイクロアプリの詳細を変更するには、
［統合］ページに戻り、統合の下にあるリストから新しくインポートさ
れたマイクロアプリを選択します。

［プロパティ］ページが開きます。

2.

必要に応じて、マイクロアプリの名前と説明を変更します。

3.

必要に応じて、
［マイクロアプリのアイコン］を選択し、メニューから適切なアイコンを選択します。
［アプリア
イコン］、［アクションと通知のアイコン］
、および ［マイクロアプリとデータ］のアイコンから選択できます。

必要なテーブルエンティティを確認して追加する準備ができました。
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必要なテーブルエンティティの確認と必要に応じた新しいエンティティの追加
既存の統合をチェックして、必要なテーブルが既にマイクロアプリに存在することを確認します。必要なテーブルが
見つからない場合は、追加する必要があります。詳しくは、
「データベーステーブルエンティティのマップ」を参照し
てください。

1.［統合］ページから、マイクロアプリを追加する統合の横にあるメニューを選択します。
2.［編集］を選択します。
［テーブル］ページが開き、そこにデータベースがどのようにデータベーステーブルに分割されているかが概説
されています。

3.

必要なテーブルを見つけるには、
［スキーマを編集］を選択し、必要なエンティティを対象としてフィルタリン
グし、テーブルが存在することを確認します。

マイクロアプリをカスタマイズする準備ができました。

新しいページと通知の追加
必要なエンティティを確認したら、アクションページまたは通知、あるいはその両方を作成する必要があります。
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アクションページの追加
このマイクロアプリのアクションページを追加します。開始テンプレートから選択し、ビルダーでページをカスタマ
イズします。
次の手順を実行します：

1.

ページを追加するマイクロアプリを選択します。
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2.［ページ］を選択し、［新しいページを追加］を選択します。
3.

ページに名前を付けます。

4.

ページの開始テンプレートを選択します：

•
•
•
•

詳細
フォーム
テーブル
静的コンテンツ

次のスクリーンショットは、［新しいページ］画面がどのように表示されるかを示しています：

5.

ページに自動入力されるテーブル列を設定するには、
［フィールドの選択］をクリックして、関連するフィール
ド名を選択します。

6.［列の設定］を選択し、［追加］を選択します。
新しいページが ［ページ］リストに追加され、カスタマイズする準備ができました。

イベント通知の追加
新しい有給休暇申請や、レコードが変更されたという通知など、クライアントアプリケーションに送信されるイベン
トのトリガーを作成します。テンプレートの種類から選択して、ビルダーでイベントをカスタマイズします。
次の手順を実行します：

1.

イベントを追加するマイクロアプリを選択します。

2.

ページの下部にある ［新しい通知の作成］を選択します。
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3.

通知に名前を付けます。

4.

必要なトリガーと通知の種類を以下から選択します：

•
•
•
•
•
•
•

新しいレコード ‑ 新しいレコードが作成されたときに通知を送信します。
変更されたレコード
一致するレコード
レコードの削除
定期的なレポート
定期的な通知（ユーザーアクション）
日付リマインダー

次のスクリーンショットは、［新しい通知］画面がどのように表示されるかを示しています：

5.

データソースを確認し、データテーブルを選択します。

6.［追加］を選択します。
新しい通知が ［通知］リストに追加され、構成する準備ができました。
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ビルダーを使用したページと通知のカスタマイズ
ページと通知のカスタマイズについて詳しくは、「ページビルダーのコンポーネント」および「イベント通知の構築」
を参照してください。

サブスクリプションの管理
マイクロアプリの利用者を管理して、組織内の特定のユーザーおよびユーザーグループに対してマイクロアプリを有
効にします。詳しくは、「利用者を割り当てる」を参照してください。

利用者を割り当てる

May 28, 2021
マイクロアプリの利用者を管理して、組織内の特定のユーザーとユーザーグループのマイクロアプリページおよび通
知を有効にします。サブスクリプションは、個々のユーザーまたはグループとして管理されます。サブスクリプショ
ンはマイクロアプリレベルで管理され、各マイクロアプリに個別に割り当てられます。

管理者アクセスを有効にする
開始する前に、利用者を追加するための正しい管理者アクセスを、マイクロアプリに付与します。この委任権限プロ
セスを使用して、管理者が利用者を追加できるようにします。

1. Citrix Cloud にサインイン後、メニューで［ID およびアクセス管理］を選択し、次に［管理者］を選択します。
アカウント内の現在の管理者がすべて一覧表示されます。

2.

管理する管理者を見つけ、メニュー（省略記号）ボタンを選択し、［アクセスの編集］を選択します。

3.［カスタムアクセス］を選択します。
4.

次のチェックボックスがオンにされていることを確認してから、［保存］を選択します：

•［一般管理］の下で、［ドメイン］と ［ライブラリ］を選択します。
•［microappsNew］の下で、［管理者、フルアクセス］を選択します。
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利用者を追加する必要があるすべての管理者に対して、この手順を繰り返します。新しい管理者の追加など、管理者
の管理について詳しくは、「Citrix Cloud アカウントに管理者を追加する」を参照してください。
注：
ドメインとライブラリ管理者アクセスを付与すると、管理者はリソースを割り当てられるようになります。詳し
くは、
「ライブラリを使用してサービスオファリングにユーザーとグループを割り当てる」を参照してください。

利用者の管理
次に、組織内に特定のユーザーとユーザーグループを追加します。サブスクリプションはマイクロアプリレベルで管
理され、各マイクロアプリに個別に割り当てられることを思い出してください。ユーザーを機能のサブセットにサブ
スクライブするには、アプリケーションを複数のマイクロアプリに分割することをお勧めします。
次の手順を実行します：

1.［統合］ページから、利用者を追加するマイクロアプリを選択し、［サブスクリプション］を選択します。
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2.［手順 1：ドメインの選択］で、このマイクロアプリに使用するドメインを選択します。
3.［手順 2：グループまたはユーザーの選択］で、検索機能を使用して、マイクロアプリにサブスクライブするグ
ループまたはユーザーを見つけます。1 つ以上のグループまたはユーザーを選択します。

利用者が次の利用者リストに表示されます。ステータスが ［サブスクライブ済］と表示されていることを確認できま
す。
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注：
マイクロアプリからユーザーまたはグループのサブスクリプションを解除後、Citrix Workspace で変更が
有効になるまで約 5 分の遅延が発生します。この間、ユーザーはこの影響を受けるマイクロアプリに Citrix

Workspace でアクセスできます。

次のステップ

ID プロバイダーとアカウントの定義の詳細については、「ID およびアクセス管理」を参照してください。

ワークフローの最適化

June 16, 2022
Citrix Workspace を使用して重要なワークフローを簡素化するために、現在利用可能なマイクロアプリテクノロジ
と追加設定不要のテンプレートを活用します。これらのユースケースは、従業員が活用するレガシーシステムに関係
なく、一貫性のある最新のエクスペリエンスを提供し、重要な部門別のワークフローを実行するための簡素化された
効果的な方法を提供します。

ワークスペースツールスターターパック

Citrix Workspace を使用すると、企業はどのデバイスでも一貫した作業環境を提供できるため、従業員は必要なと
きに必要な IT リソースをすばやく見つけることができます。ワークスペース内の、従業員のエンゲージメントおよび
セルフサービスのマイクロアプリという新しい製品ラインを活用することで、組織は、従業員が IT タスクに費やす時
間を削減することや、IT サービスの従業員全体の NPS を改善することや、一貫性を持って関連情報を従業員とやり
取りおよび共有することができます。
このスターターパックは、Citrix Workspace を活用して従業員のエクスペリエンスを向上させる IT 管理者向けのガ
イドであり、従業員への Workspace の提供を開始した際には、最高クラスのデジタル環境で従業員を従事させ使用
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状況とフィードバックをモニターし投資の ROI を測定するための、Citrix による簡単なツールを提供します。

統合オプションには、Citrix Cloud 管理ステータス、Citrix DaaS サービスセルフサービスアプリ、従業員用ブロー
ドキャスト、FAQ が含まれており、また、エンゲージメントを測定し、フィードバックを取得し、Citrix Workspace
に対する従業員の満足度を把握するためのアンケートが含まれています。
推奨されるアプリおよび統合：

• Citrix Cloud 管理ステータス
• Citrix DaaS セルフサービス
• 従業員用ブロードキャスト
• 従業員用 FAQ
• 従業員エクスペリエンスアンケート
詳しくは、「ワークスペースツールスターターパック」を参照してください。

IT セルフサービス
IT セルフサービスワークフローにより、従業員は必要なときに必要な IT リソースをすばやく見つけることができま
す。ワークスペース内の IT セルフサービスマイクロアプリのこの新しいポートフォリオを活用することで、組織は
IT タスクに従業員が費やす時間を削減し、IT サービスの従業員全体の NPS を改善し、IT の件数を減らすことができ
ます。
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このユースケースは、マイクロアプリサービスを通じて、追加設定不要のテンプレートと以下との統合によって利用
できます：

• ServiceNow 統合：インシデントマイクロアプリと複数インシデントマイクロアプリの送信
• Zendesk 統合：チケットマイクロアプリと複数チケットマイクロアプリの追加
• Jira：チケットマイクロアプリと複数チケットマイクロアプリの作成
詳しくは、「IT セルフサービス」を参照してください。

HR セルフサービス
ビジネスを差別化し、レベルアップさせるクラス最高の従業員エクスペリエンスを提供することに新たな重点を置く
ことにより、企業が人材戦略について再考することがこれまで以上に重要になっています。ワークスペース内の HR
セルフサービスマイクロアプリの新しいポートフォリオを使用することで、組織はプロセスの効率を改善し、時間を
節約し、HR 案件数を減らすことができます。

このユースケースは、マイクロアプリサービスを通じて、追加設定不要のテンプレートと以下との統合によって利用
できます：

• Workday 統合：［有給休暇申請の作成］マイクロアプリと［有給休暇の残り日数］マイクロアプリ
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• SAP SuccessFactors：［ディレクトリ］マイクロアプリと［学習］マイクロアプリ
• Kronos Workforce Central：Request Time Off マイクロアプリと My Accrual Balance マイクロアプリ
詳しくは、「HR セルフサービス」を参照してください。

販売の生産性
営業チームは組織において重要です。営業チームが事業推進により多くの時間を費やしたり、複数のシステム間で情
報の検索や入力に費やす時間を短縮したりできるようにします。ワークスペース内で新しい「販売の生産性」マイク
ロアプリを使用すると、組織は取引先に関する深い洞察により終了までの時間を短縮し、販売の例外とプロセス遅延
の可視性を高め、管理タスクに費やす時間を削減できます。また、リードの作成、商談の転換、タスク管理などのワ
ークフローを簡素化します。

このユースケースは、マイクロアプリサービスを通じて、追加設定不要のテンプレートと以下との統合によって利用
できます：

• Salesforce 統合：リードの作成、連絡先の作成、契約の作成、商談の作成、タスクの作成、契約、および商談
のマイクロアプリ

• MS Dynamics CRM 統合：リードの作成、連絡先の作成、商談の作成、タスクの作成、および商談のマイク
ロアプリ
詳しくは、「販売の生産性」を参照してください。

従業員の健康
快適に業務を遂行するツールに健康関連コンテンツが統合されたワークスペースを提供します。従業員が、仕事のス
トレスや複雑さを管理するのに役立つ健康関連ツールから恩恵を受けることができるのは間違いありません。課題は、
手間を増やすことなくこれらのツールを従業員に提供することです。チームは Citrix Workspace テクノロジを使用
して、インテリジェントフィード内で健康関連ツールとリソースを提供することにより、従業員の全体的なエクスペ
リエンスを向上させることができます。
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このユースケースは、マイクロアプリサービスを通じて、追加設定不要のテンプレートと Citrix Podio との統合によ
って利用できます。利用可能なマイクロアプリは次のとおりです：

•

ブロードキャストマイクロアプリ – 動的メッセージをカスタマイズして従業員のインテリジェントフィードに
送信します。

• FAQ マイクロアプリ – 従業員のインテリジェントフィード内で伝達される詳細表示可能な、FAQ 一覧や情報
表を作り上げます。
詳しくは、「従業員の健康」を参照してください。

ビデオ参照資料
これらのワークフローのデモについては、次のビデオを参照してください：

IT セルフサービスマイクロアプリのデモ
HR セルフサービスマイクロアプリのデモ
販売の生産性マイクロアプリのデモ

Employee Well‑being デモ
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