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概要

このドキュメントでは、モバイル デバイスの Citrix Reciever のプロキシとして Cisco 適応型セキ
ュリティ アプライアンス（ASA）を設定する方法について説明します。 この機能は、モバイル
デバイスで実行される Citrix Receiver アプリケーションに、XenApp/XenDesktop の仮想デスク
トップ インフラストラクチャ（VDI）サーバへの ASA を経由したセキュアなリモート アクセス
を提供します。これにより Citrix Access Gateway が不要になります。

前提条件

要件

次の項目に関する知識が推奨されます。



Citrix Reciever●

Clientless WebVPN●

インフラストラクチャの要件：

ASA にはモバイル デバイスで信頼できる有効な ID 証明書が必要です。●

XML インターフェイスは、Citrix XenApp/XenDesktop/Storefront サーバでイネーブルにし、
設定する必要があります。

●

使用するコンポーネント

このドキュメントは、特定のソフトウェアやハードウェアのバージョンに限定されるものではあ
りません。

本書の情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されたものです。 このドキュメン
トで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。 稼働中
のネットワークで作業を行う場合、コマンドの影響について十分に理解したうえで作業してくだ
さい。

サポートされているモバイル デバイス

次に示すのは、サポートされているモバイル デバイスです：

iPad：Citrix Receiver バージョン 4.x 以降●

iPhone/iTouch：Citrix Receiver バージョン 4.x 以降●

Android 2.x 電話機：Citrix Receiver バージョン 2.x 以降●

Android 3.x タブレット：Citrix Receiver バージョン 2.x 以降●

Android 4.0/4.1 電話機/タブレット：Citrix Receiver バージョン 2.x 以降●

デモ

このプロセスのデモンストレーションを見るには、次の Web ページを参照してください：

Cisco ASA 9.0 Citrix Mobile Receiver プロキシのデモンストレーション（Cisco ASA 9.0 Citrix
Mobile Receiver Proxy Demo） 

背景説明

Citrix Access Gateway（CAG）は従来、仮想化された Citrix のリソース（デスクトップとアプリ
ケーション）にセキュアなリモート アクセスを提供する唯一の方法でした。 一般的な展開では、
そのようなデバイスは緩衝地帯（DMZ）のファイアウォールの背後にあります。 この機能は、モ
バイル デバイスから仮想リソースへのセキュアなリモート接続をサポートするために ASA 機能
を追加します。

従来の展開では通常ファイアウォールの背後にある CAG が必要：

ASA を使用すると Citrix の内部リソースへの接続が CAG なしで可能：



ASA が Citrix Receiver から Citrix Server にプロキシ接続できるようにするために、ASA は Citrix
Access として機能します。

ゲートウェイ：

Citrix 仮想化リソースに接続を試行する場合、Citrix Server のアドレス/クレデンシャルは不
要です。 その代わり、ASA の Secure Sockets Layer（SSL）VPN の IP アドレスとクレデ
ンシャルを入力します。

1.

Citrix Receiver からの認証要求（自身を Citrix Receiver として認識するエージェント文字列
を指定した HTTPS 要求）を含む新しい ASA ハンドラが、要求を処理するために作成され
ます。

2.

ASA がクレデンシャルを確認したら、Receiver クライアントは ASA 経由で許可されている
アプリケーションの取得を開始します。 ASA は、XenApp サーバまたは XenDesktop サー
バの XML サービス インターフェイス（XML サービスは、仮想化リソース関連の要求をサー
ビスする Citrix Server で実行するサービスです）にリライトおよびプロキシします。

3.

ASA は、事前に設定したクレデンシャルを使用して VDI サーバに接続し認証します（「設
定」セクションを参照してください）。 バックエンド XenApp/XenDesktop サーバにクレデ
ンシャルを送信すると、ASA は Citrix CTX1 のエンコーディングを使用してユーザ パスワー
ドを常に難読化します。

4.

Citrix Receiver でサポートされる ASA 認証方式のリストを次に示します：

Local●

Domain●

SDI のネイティブ プロトコルを使用した RSA SecurID。
ASA は、次のトークン モード、新しい PIN モード、および有効期限切れの PIN モードを含
むチャレンジ モードもサポートします。

●

二要素認証（RSA と Lightweight Directory Access Protocol（LDAP））●

制限事項

証明書の制限
証明書/スマート カードの認証は、これらの認証方式が中間の ASA を許可しないため、自動
サインオンの方法としてサポートされません。

証明書の Md5 シグニチャは、セキュリティの問題が原因で動作しません。これは iOS のプ
ラットフォームの問題です。 詳細は、Receiver for iOS Error: Connection Error. Citrix
Receiver could not establish connection with remote host で説明しています。 

サブジェクト名が完全に ASA 完全修飾ドメイン名（FQDN）に一致しない場合、ASA ID 証
明書に代替名（SAN）が含まれていても、Independent Computing Architecture（ICA）のセ
ッションが開始しません（バージョンに基づいて、証明書エラーは表示できます）。 この問
題は、Cisco Bug ID CSCuj23632 で修正されています。

●

Citrix Receiver のクライアントは一度に 1 台の XenApp/XenDesktop サーバにのみアクセス●

https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCuj23632


します。 このため、ASA も VPN セッションごとに 1 台の XenApp/XenDesktop への要求を
プロキシします。 ASA は、Citrix Receiver のクライアントが接続するときに設定された最初
の XenApp/XenDesktop を選択します。

HTTP リダイレクトは、Citrix Receiver アプリケーションの最新バージョンがリダイレクトで
動作しないため、サポートされません。

●

スタンドアロン クライアントやモバイルの仮想インフラストラクチャ クライアントがこれら
の概念を理解しないので、スタンドアロン クライアントやモバイル クライアントが使用され
る場合は、クライアント証明書の確認、パスワード期限切れの通知、Cisco Secure
Desktop（CSD）、および CSD 上のすべてのコンポーネント（Secure Vault だけではなく
）がサポートされません。

●

設定

注: このセクションで使用されているコマンドの詳細を調べるには、Command Lookup
Tool（登録ユーザ専用）を使用してください。

CLI コマンド

ASA にログインするために Citrix Receiver のモバイル クライアントを使用する場合、ASA は、
事前定義された Citrix XenApp または XenDesktop サーバに Citrix Receiver のモバイル クライア
ントを接続する必要があります。 これを実現するには、管理者は Citrix Serverのアドレスを設定
して、グループ ポリシーまたはユーザ名の下のクレデンシャルにログインします。 ユーザ名とグ
ループ ポリシー CLI の両方が設定される場合、ユーザ名の設定はグループ ポリシーに優先しま
す。

configure terminal

group-policy DfltGrpPolicy attributes

webvpn

[no] vdi { none | type <vdi_type>url <url> domain <domain> username

<username> password <password>}

configure terminal

username <username> attributes

webvpn

[no] vdi { none | type <vdi_type>url <url> domain <domain> username

<username> password <password>}

注:
type：VDI のタイプ。 Citrix Receiver の場合、タイプは citrix である必要があります。
url：XenApp または XenDesktop サーバの完全 URL で、HTTP または HTTPS、ホスト名、
ポート番号、および XML サービスへのパスを含みます。 ホスト名および XML サービス パ
スは、クライアントレス マクロを含む場合があります。 XML サービス パスが指定されて
いない場合、デフォルト パスである /Citrix/pnagent/ が使用されます。
username：仮想インフラストラクチャ サーバへログインするために使用するユーザ名。 こ
れにはクライアントレス マクロを使用できます。
password：仮想インフラストラクチャ サーバにログインするために使用するパスワード。
これにはクライアントレス マクロを使用できます。

//tools.cisco.com/Support/CLILookup/cltSearchAction.do
//tools.cisco.com/Support/CLILookup/cltSearchAction.do
//tools.cisco.com/RPF/register/register.do


domain：仮想インフラストラクチャ サーバにログインするために使用するドメイン。 これ
にはクライアントレス マクロを使用できます。

注: XenAPP サーバは通常、ポート 80 をリッスンするように設定されているため、VDI は
HTTPS ではなく HTTP で設定する必要があります。

Citrix Mobile Receiver のユーザは、ASA との認証時にトンネル グループを選択できます。 トン
ネル グループの選択により、VDI アクセスを可能にする各種認証プロトコルおよび
XenApp/XenDekstop サーバがサポートされます。 管理者は、VDI アクセスのデフォルトとして
のトンネル グループを設定できます。 この設定されたトンネル グループは、ユーザがトンネル
グループの選択をしていない場合に使用されます。

  configure terminal

     webvpn

        [no] application-type <application_name> default tunnel-group <tunnel-group-name>

application_name：アプリケーション名。 現在サポートされているアプリケーションは
citrix-receiver のみです。

●

tunnel-group-name：指定されたタイプの VDI アクセスのデフォルトとして使用する現在のト
ンネル グループの名前。 

●

設定例

次に有効な VDI の設定例を示します：

  configure terminal

     webvpn

        [no] application-type <application_name> default tunnel-group <tunnel-group-name>

Adaptive Security Device Manager（ASDM）設定

[Asdm] > [Configuration] > [Remote Access VPN] > [Clientless SSL VPN Access] > [Group
Policy] に移動します。

1.

[Edit] > [More Options] > [VDI Access] に移動します。2.

VDI サーバを追加します。

注: 唯一サポートされるモードはシングル モードです。

3.



ASA ID 証明書と認証局（CA）

Citrix Receiver が ASA を使用して動作するためには、モバイル デバイスは、ASA ID 証明書
を発行した CA を信頼する必要があります。 ASA の証明書が完全修飾ドメイン名（たとえば
clientlessvdi.cisco.com）に対して発行されている必要があり、ASA の IP アドレスではない
必要があります。 ASA の証明書がモバイル デバイスのキーストアに存在しない中間 CA に
よって発行されている場合、中間 CA も信頼する必要があります。

●

Citrix Receiver が信頼できない証明書を使用して ASA に接続する場合、ユーザには続行する
かどうかを確認するポップアップ警告のプロンプトが出されます。

●

iOS を実行している Apple デバイスは、証明書および CA の簡単なインポートをサポートす
るため、自己署名 ASA 証明書をサポートできます。

●

ASA への iOS を実行している Apple のモバイル デバイスでは、証明書の警告が無視される
場合、Receiver は ASA への接続とアプリケーションのリストの取得を許可します。 ただし
、ユーザは有効な ASA 証明書がインストールされるまで、パブリッシュされたリソースの一
部を開始できない可能性があります。

●

旧版の Android オペレーティング システム（OS）のモバイル デバイスの一部では、キー ス
トアにサードパーティの証明書をインポートする正当な方法がありません。 したがって、こ
のような Android デバイス上の Citrix Receiver が ASA/CAG を使用して動作するためには、
ASA にキー ストア（たとえば Verisign や Godaddy）に組み込まれている CA によって発行
される ID 証明書が必要です。 

●

Android モバイル デバイスで、Citrix Receiver は ASA の証明書がデバイスのキー ストアにな
い場合は ASA への接続を許可しません。

●

OS バージョン 4.1 以降の Android デバイスは、証明書および CA のインポートをサポートし
、上記の iOS の場合のように動作します。

●

エンドユーザ インターフェイスまたはユーザ エクスペリエンス

新しいアカウントの追加

Citrix Receiver を使用して ASA 経由で仮想リソースにアクセスすると、Citrix Access Gateway
を使用する場合と同じユーザ エクスペリエンスが得られます。

サーバが設定されていない場合、新しい仮想リソースを設定する必要があります。

ASA の FQDN/IP アドレスを入力します。

[Access Gateway]、[Standard Edition] をチェックし、ASA に接続するためのクレデンシャルを入
力します。

ユーザ プロファイルを保存すると、アプリケーションは自動的にクレデンシャル（ASA）を要求
してログインを試行します。



ログインすると、アプリケーションはパブリッシュされたリソースのリストを表示します。

フォルダに移動し、リソースをクリックして起動します。

 

 

WebVPN のセッションのログアウト

Citrix Receiver アプリケーションには、接続された ASA または CAG との WebVPN セッション
を任意で終了する機能はありません。 通常、このようなセッションは設定されたタイムアウトに
なると終了します。 Citrix Receiver の最新バージョンに新しい [Log Off] ボタンがありますが、
ASA との現行セッションを終了しません。 代わりに、開いているすべてのアプリケーションを閉
じ、設定されたサーバのリストを表示します。 したがって、ユーザ 1 人あたり 1 ライセンスのみ
を使用するように ASA を設定すると [Log Off] ボタンを使用するクライアントは、セッションの
タイムアウト後まで再度ログインできません。

エンド ユーザが WebVPN のセッションを任意に終了できるようにするために、結果として ASA
ライセンスをリリースするために、Secure Logoff リソースを注入する新機能が追加されました。

この注入は、Citrix Receiver がパブリッシュされたリソースのリストを取リ出すたびに行われま
す。

Secure Logoff アプリケーションをクリックすると、ASA と Citrix Receiver の間のセッションが
終了します。 正しく ASA ライセンスをリリースするために、ネイティブ Citrix Receiver の [Log
Off] ボタンの代わりに Secure Logoff リソースを使用して WebVPN のセッションを終了する必要
があります。

セッションが終了した結果として、モバイル デバイスと Citrix Receiver のバージョンに基づいて
異なるメッセージが表示されます。 また、Citrix アプリケーションが各種モバイル プラットフォ
ームに書き込まれる方法が異なることにより、Android デバイスをログオフする際に異なるエク
スペリエンスが生み出されます。

iPad および iPhone では、Citrix Receiver は「Your access to Gateway session has expired,
please log on again.」というメッセージを表示します。 [OK] をクリックすると、Citrix Receiver
は設定されたサーバとの画面を表示します。

Android デバイスは、注入された Secure Logoff リソースを表示します。

ただし、Secure logoff アプリケーションをクリックすると、ネットワーク接続エラーが表示され
ます。

この時点までに WebVPN のセッションが終了されますが、Citrix Receiver アプリケーションには
これ以上の処置を適切に通知する組み込みメッセージがありません。これは正常な動作です。 終
了したセッションの結果としてこのエラー メッセージが表示される場合、現行アカウントを終了
するために Android デバイスで [Cancel] ボタン、[Back] ボタン、次いでこのアカウントを終了す
るかどうか尋ねられる際に [OK] をクリックすると予測します。



現行アカウントを終了した後、事前設定されたサーバのリストが表示されます。

確認

現在、この設定に使用できる確認手順はありません。

トラブルシューティング

このセクションでは、設定のトラブルシューティングに役立つ情報を提供します。

デバッグ

注: debug コマンドを使用する前に、『debug コマンドの重要な情報』を参照してください
。

このコマンドを使用して、Citrix Receiver のデバッグ情報を表示します：

debug webvpn citrix <1-255>

注:
レベル 1 は異常な状態、XenApp/XenDesktop サーバへの接続の失敗、および一般的なエラ
ーを表示します。
レベル 50 は解析またはリライトするデータに関する情報を表示します。
レベル 255 は Citrix Receiver の接続に追加されたデバッグ情報をすべて表示します。

Citrix Receiver の認証に追加された新しいコマンドはありませんでした。 ただし、クライアント
と ASA の間のトランザクションを表示するには、このデバッグを使用できます：

debug webvpn transformation request 

参考： 次の出力は、動作する接続から取得される 2 つのデバッグを示しています：

debug webvpn transformation request 

認証問題をデバッグするためには、たとえば次のような汎用の認証デバッグ コマンドを使用しま
す：

debug aaa commondebug ldapdebug radiusdebug sdi

よく寄せられる質問（FAQ）

Q. この新しい機能により XenServer で設定されたきめ細かい制御が維持されますか（たとえば
、クライアント ドライブのリダイレクト、クライアント プリンタのリダイレクト、クライアント
クリップボードのリダイレクト、クライアント USB デバイスのリダイレクトなどの制御）。

/c/en/us/support/docs/dial-access/integrated-services-digital-networks-isdn-channel-associated-signaling-cas/10374-debug.html


A.  これらのパラメータは、XenServer で定義された ICA ファイルの一部です。 ASA では、これ
らのパラメータは変更されません。 したがって、XenApp または XenDesktop でのユーザ設定は
クライアントに反映されます。

Q. カット アンド ペーストの防止や、プリンタ、ドライブ、クリップボード、または USB リダイ
レクトの制御など、ASA で ICA 接続のきめ細かい制御が可能ですか。

A.  ASA では、これらの設定は変更されません。 したがって、XenApp または XenDesktop での
ユーザ設定は Receiver クライアントに反映されます。 競合製品（Juniper SA や Citrix CAG）で
は XenApp の設定に関係なくカットアンドペーストの防止が可能なため、シスコでは機能のギャ
ップを認識しています。

Q. Storefront Citrix Server はプロキシとしての ASA と連動しますか。

A.  はい。この機能はサポートされていません。 拡張要求 CSCug18734 が、次のタイプのサーバ
のサポートを追加するためにファイルされました。 Storefront バージョン 2.0 SSO は
XenDesktop サポートの一部として追加されます。 レガシー Citrix の機能はすべて、Storefront バ
ージョン 2.0 でサポートされます（XenApp と XenDesktop）。 アプリケーション コントローラ
の関連機能は ASA 経由ではサポートされません。 

Citrix Receiver 用に ASA を設定する場合は、必ず Storefront で実行する XML サービスへのフル
パスを指定してください（たとえば、http://storefront.cisco.com/Citrix/storefrontweb/pnagent/）。

CSCug18734 の修正がないバージョンや debug webvpn citrix がイネーブルになっているバージ
ョンでは、Storefront サーバにアクセスしようとすると、デバッグに次のように表示されます：

debug aaa commondebug ldapdebug radiusdebug sdi

Q. Citrix Server が XML サービスをイネーブルにして設定しても、+++ UNKNOWN EXCEPTION
CAUGHT というエラーが依然として表示されます。 以前は動作していました。 何が問題でしょ
うか。

A.  これは、次に示すように AnyConnect Essentials が ASA でイネーブルになっている場合に発
生することがあります：

debug aaa commondebug ldapdebug radiusdebug sdi

AnyConnect Essentials は、ASA でのフル クライアント サポートのみをイネーブルにするために
使用され、これによりクライアントレス接続試行を処理する ASA の機能が無効になります。 こ
の場合、debug webvpn transform request および debug webvpn citrix をイネーブルにすると、次
のように表示されます：

Received config.xml request

DBG:29:4089679874:74100d20:9902: Finished with hooks

(aware.c:aware_dispatch_request:389)

DBG:30:4089679886:74100d20:9902: => handoff (AWARE_HOOK_INTERNAL_HANDOFF)

(aware.c:aware_dispatch_request:508)

DBG:31:4089679900:74100d20:9902: in process request

(proxy.c:process_request:239)

DBG:32:4089679950:74100d20:9902: Load proxy settings

(ucte_policy.c:ucte_get_ctx_settings:690)

DBG:33:4089679965:74100d20:9902: Load proxy settings

(ucte_policy.c:ucte_get_ctx_settings:720)

DBG:34:4089680019:74100d20:9902: parse_req_headers(client_fd, p_req) ;

https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCug18734
https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCug18734


   

(proxy.c:process_request:275)

DBG:35:4089680038:74100d20:9902: # req

(parse_req_headers.re2c:parse_req_headers:1269)

DBG:36:4089680049:74100d20:9902: # ver: cursor = 0x747e5a9e; lim = 0x747e5d0f

(parse_req_headers.re2c:parse_req_headers:1383)

DBG:37:4089680064:74100d20:9902: # ver: cursor = 0x747e5a9f; lim = 0x747e5d0f

(parse_req_headers.re2c:parse_req_headers:1383)

DBG:38:4089680077:74100d20:9902: Request: [GET /Citrix/pnagent/config.xml HTTP/1.1]:

39 (parse_req_headers.re2c:parse_req_headers:1399)

.

.

.

DBG:96:4089680705:74100d20:9902: Clientless WebVPN is not enabled.

(proxy.c:process_request:384)

.

.

.

DBG:31:4089681295:74100d20:9902: fwrite(0 ? -=> 90): [Connection:

close%0d%0aCache-Control: no-store%0d%0aContent-Type: text/html%0d%0aContent-Length:

0%0d%0a%0d%0a]: 90 (SAL/sal-stdio.c:sal_fwrite:92)

+++ UNKNOWN EXCEPTION CAUGHT

Terminating session for user [test.user]

Q.  エラー メッセージ SSL Error 4: Error number: 183 を受信した場合はどうすればよいですか。

A.  このエラーは XML ブローカ（XenDesktop サーバ）への接続が許可されると表示されますが
、実際の XenDesktop プールへのポート 1494 および 2598 はブロックされます。 すべてのポー
トをイネーブルにするかどうかをデバッグしてから、必要なポートを絞り込むことができます。

XenDesktop がクライアントレスで動作するために、ASA（内部）と XenDesktop サーバ間の中
間ファイアウォールがある場合は、ポート 443、1494、2598、および 80 がそのファイアウォー
ルで開いていることを確認します。 また、ポートが XenDesktop サーバと XenDesktop のプール
の両方に対して開いていることを確認します。

Q. ASA は、AnyConnect または Cisco VPN Client を使用する場合と同じように、Microsoft
Windows および Macintosh OSX プラットフォームのスタンドアロン Citrix Receiver クライアン
トからの SSL 接続をサポートしますか。
A.  現在、デスクトップからのスタンドアロン Citrix Receiver がスマート トンネル経由のみでサ
ポートされます（クライアントレスに関して）。
CSCum85649 ENH: デスクトップのスタンドアロン Citrix Reciever から ASA へのサポート
これは、ASA をアクセス ゲートウェイとして使用するモバイル Citrix Receiver で必要なスマー
ト トンネルや初回のポータル ログインを必要としない、スタンドアロン Citrix Receiver の ASA
への接続をサポートする拡張機能のバグです。 現在、ASA はスタンドアロン Citrix Receiver へ
の最初のハンドシェイク後にリセットを送信します（Windows 対応の最新版 4.1 を使用、他のプ
ラットフォームでも同様に動作）。

https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCum85649
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