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Citrix Gateway VPN クライアントとサポートされる機能
August 4, 2022
重要：

•

レガシー Citrix VPN クライアントは、Apple のプライベート VPN API を使用して構築されましたが、現
在は廃止されています。iOS 向け Citrix SSO アプリおよび macOS 向け Citrix Secure Access Agent
の VPN サポートは、Apple のパブリックネットワーク拡張フレームワークを使用して書き直されていま
す。Citrix Gateway プラグインおよび iOS および macOS 用の Citrix VPN はサポートされなくなりま
した。iOS 向け Citrix SSO アプリおよび macOS 向け Citrix Secure Access Agent の使用が推奨され
る VPN アプリです。

• Android デバイス用の nFactor 認証サポートの一般提供は、今後のリリースの 1 つで利用可能になる予
定です。
次の表に、各 VPN クライアントでサポートされる一般的に使用される機能の一部を示します。

機能

Windows 向
け Citrix
Secure
Access

常時オン (ユ

はい (11.1 以

ーザーモー

降)

イン

Linux

Citrix
Secure
Access for
macOS

いいえ

いいえ

いいえ

Mac プラグ

SSO for iOS

SSO for
Android

いいえ

はい（MDM
経由）

ド)

Android
7.0+

PAC ファイル

はい (12.0 以

プッシュ

降)

クライアント

はい

はい

いいえ

はい

はい

いいえ

はい

はい

いいえ

いいえ

はい。注 1 を

プロキシのサ

参照

ポート
イントラネッ

512

128

128

制限なし

制限なし

制限なし

はい

はい

はい

はい

はい

はい

はい

はい

はい

はい

はい

はい

トアプリケー
ションの最大
制限
イントラネッ
ト IP (IIP) の
サポート
スプリットト
ンネル ON
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機能

Windows 向
け Citrix
Secure
Access

スプリットト

はい

イン

Linux

Citrix
Secure
Access for
macOS

はい

はい

はい

Mac プラグ

SSO for iOS

SSO for
Android

はい

はい。注 5 を

ンネルのリバ

参照

ース
スプリット

いいえ

はい

はい

はい

はい

DNS リモコ

はい。注 6 を
参照

ン
スプリット

はい

はい

いいえ

はい

はい

DNS 両方

はい。注 6 を
参照

FQDN ベース

はいオン専用

のスプリット

(13.0 以降)

いいえ

いいえ

はい

はい

はい。注 5 を
参照

トンネル
クライアント

はい

はい

はい

いいえ

いいえ

いいえ

はい

はい

はい

はい

いいえ

いいえ

はい

はい

いいえ

はい

いいえ

いいえ

はい (12.1 以

いいえ

いいえ

はい

はい

はい。注 3 を

のアイドルタ
イムアウト
エンドポイン
ト分析
デバイス証明
書 (クラシッ
ク)

nFactor 認証

降)

EPA
(nFactor)

はい (12.1 以

デバイス証明

はい (12.1 以

書 (nFactor)

降)

プッシュ通知

はい (12.1 以

参照
いいえ

いいえ

はい

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

はい

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

いいえ

はい

はい (デバイ

降)

降)

OTP トーク

いいえ

ス登録のみ)
いいえ

いいえ

いいえ

はい

はい

ンの自動入力
のサポート。
注 2 を参照
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Windows 向
け Citrix
Secure
Access

機能

DTLS サポー
ト。注 4 を参

はい (13.0 以

イン

Linux

Citrix
Secure
Access for
macOS

いいえ

いいえ

いいえ

Mac プラグ

SSO for iOS

SSO for
Android

いいえ

いいえ

降)

照

注：

1. Android 10 以降のゲートウェイ構成の VPN 仮想サーバー上のクライアント構成でのプロキシの設定が
サポートされています。IP アドレスとポートを持つ基本的な HTTP プロキシ設定のみがサポートされて
います。

2. QR コードスキャンされたトークンのみが自動入力の対象となります。自動入力は nFactor 認証フロー
ではサポートされていません。

3. Android デバイスの nFactor 認証サポートはプレビュー段階にあり、この機能はデフォルトで無効にな
っています。この機能を有効にするには、Citrix サポートにお問い合わせください。Android デバイス
用の nFactor 認証を有効にするには、Citrix Gateway の FQDN をサポートチームに提供する必要があ
ります。

4.

詳細については、SSL VPN 仮想サーバーを使用した DTLS VPN 仮想サーバーの設定を参照してくださ
い。

5. Android デバイスの FQDN ベースのスプリットトンネルのサポートとリバーススプリットトンネルはプ
レビュー中で、この機能はデフォルトで無効になっています。この機能を有効にするには、Citrix サポー
トにお問い合わせください。Android デバイスで有効にするには、Citrix Gateway の FQDN をサポー
トチームに提供する必要があります。

6. Split DNS BOTH モードでは、DNS サフィックスをゲートウェイに設定する必要があり、そのサフィッ
クスで終わる DNS A レコードクエリだけがゲートウェイに送信されます。残りのクエリはローカルで解
決されます。Android Citrix SSO アプリは、スプリット DNS ローカルモードもサポートしています。

iOS 向け Citrix SSO および macOS 向け Citrix Secure Access
August 4, 2022
レガシー Citrix VPN クライアントは、Apple のプライベート VPN API を使用して構築されましたが、現在は廃止さ
れています。iOS 向け Citrix SSO および macOS 向け Citrix Secure Access での VPN サポートは、Apple のパ
ブリックネットワーク拡張フレームワークを使用してゼロから書き直されています。
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注

• macOS 向け Citrix Secure Access は、10.15（カタリナ）、11.x（ビッグサー）、12.x（モントレー）で
サポートされています。Intel チップと M1 チップを搭載したデバイスをサポートしています。
•

前述のバージョン（macOS 10.15 および macOS 11.0）のいずれかにアップグレードできないハード
ウェアを使用しているユーザーは、App Store で最後に互換性のあるバージョンにアクセスできますが、
古いバージョンへのアップデートはありません。

• macOS ユーザーが App Store アプリと TestFlight プレビュービルドを切り替えた場合、またはその
逆の場合、ユーザーは次の手順を実行して接続プロファイルを再作成する必要があります。

1. Click the hamburger menu and then click Configuration.
2. Delete the profile from the list and add the same profile again.

iOS 向け Citrix SSO アプリおよび macOS 向け Citrix Secure Access Agent の主な機能
•

パスワードトークン：パスワードトークンは、VIP、OKTA などのセカンダリパスワードサービスの代替と
なる 6 桁のコードです。このコードは、時間ベースのワンタイムパスワード (T‑OTP) プロトコルを使用し
て、Google Authenticator や Microsoft Authenticator システムなどのサービスと同様の OTP コード
を生成します。ユーザーは、特定の Active Directory y ユーザーの Citrix Gateway への認証中に 2 つの
パスワードの入力を求められます。2 つ目の要因は、ユーザーが Google や Microsoft Authenticator な
どの登録済みのサードパーティサービスからデスクトップブラウザーにコピーする 6 桁のコードです。ユ

Citrix ADC アプライアンスで T‑OTP に登録する必要があります。登録手順については、
https://support.citrix.com/article/CTX228454を参照してください。アプリでは、Citrix ADC で生成さ
れた QR コードをスキャンするか、TOTP シークレットを手動で入力して、OTP 機能を追加できます。一度追
加された OTP トークンは、ユーザーインターフェイスのパスワードトークンセグメントに表示されます。
ーザーは、まず

エクスペリエンスを向上させるために、OTP を追加すると、VPN プロファイルを自動的に作成するようにユーザー
に求められます。ユーザーは、この VPN プロファイルを利用して、iOS デバイスから直接 VPN に接続できます。

iOS 向け Citrix SSO アプリまたは macOS 向け Citrix Secure Access エージェントを使用して、ネイティブ OTP
サポートへの登録時に QR コードをスキャンできます。
Citrix Gateway プッシュ通知機能は、iOS 向け Citrix SSO および macOS 向け Citrix Secure Access Agent の
みが使用できます。

•

プッシュ通知： Citrix Gateway は、登録されたモバイルデバイスでプッシュ通知を送信し、簡素化された 2
要素認証エクスペリエンスを実現します。Citrix ADC ログオンページで、iOS 向け Citrix SSO アプリまたは

macOS 向け Citrix Secure Access Agent を開いて第 2 要素の OTP を入力する代わりに、登録済みデバイ
スのデバイス PIN/Touch ID/Face ID を入力することで ID を検証できます。
デバイスをプッシュ通知に登録すると、iOS 向け Citrix SSO アプリまたは macOS 向け Citrix Secure Agent を使
用して、デバイスをネイティブ OTP サポートに使用することもできます。プッシュ通知の登録は、ユーザーに対して
透過的に行われます。ユーザーが TOTP を登録すると、Citrix ADC がサポートしている場合、デバイスはプッシュ
通知用にも登録されます。
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リリースノート

December 21, 2022
リリースノートでは、サービスリリースで利用できる新機能、既存機能の拡張、修正された問題、既知の問題につい
て説明します。リリースノートには、次のセクションの 1 つまたは複数が含まれます。
新機能: 現在のリリースで利用可能な新機能と拡張機能。
解決された問題: 現在のリリースで修正された問題。
既知の問題: 現在のリリースに存在する問題とその回避策 (該当する場合)。

V22.12.1 (07‑Dec‑2022)
このリリースでは問題に対応しているため、パフォーマンスや安定性が総合的に向上しています。

V22.11.1 (29‑Nov‑2022)
解決された問題

•

転送ログオンは、オンプレミスゲートウェイの nFactor 以外の認証では機能しません。

[CGOP‑22729]

22.11.3 macOS 用 EPA プラグイン (2022 年 11 月 28 日)
解決された問題

• Citrix ADC で GSLB が有効になっていると、macOS 用 Citrix EPA プラグインがクラッシュします。
[CGOP‑22722]

V22.10.1 (17‑Nov‑2022)
新機能

• Citrix Endpoint Analysis プラグインは、許可される IP アドレスのリストに対してパターンセットを作成で
きる新しい MAC アドレス検証式をサポートするようになりました。
[CGOP‑22095]
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解決された問題

• Citrix Gateway リリース 13.0 または 13.1 のプロキシ設定が空の場合、Citrix SSO によって不適切なプロ
キシ設定が作成されることがあります。

[NSHELP‑31970]
•

ネットワークが停止したり、デバイスがスリープモードから復帰したりすると、VPN クライアントは再接続に
失敗することがあります。

[NSHELP‑32483]
• IPv6 リテラルを宛先として使用すると、ゲートウェイ接続が失敗することがあります。
[NSHELP‑32876]

22.10.1 macOS 用 EPA プラグイン (2022 年 10 月 27 日)
新機能

• Citrix Endpoint Analysis プラグインは、許可された IP アドレスのリストに対してパターンセットを作成で
きる新しい MAC アドレス検証式をサポートするようになりました。
[CGOP‑22098]
• Citrix Endpoint Analysis プラグインは、Google Chrome からのプライベートネットワークアクセスプリ
フライトリクエストを処理する際に、重複する同意アラートを送信します。

[CGOP‑21751]

V22.06.1 (20‑Sep‑2022)
新機能

• EPA ライブラリが 4.3.2523.0 (1.3.7.5) に更新されました

解決された問題

• EPA スキャンによる nFactor 認証は macOS クライアントでは機能しません。
[NSHELP‑32182‑macOS]
• macOS 用の Secure Access Agent のホームページでは、選択したテーマ（明るいまたは暗い）に応じて、
ハンバーガーメニューの左と上部に白または黒の余分なパディングが表示されます。

[CGOP‑19353‑macOS]
• VPN にログインするときに、デバイス証明書が設定されていれば、WebView ウィンドウが最初の試行で最
小化されます。
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[CGOP‑19354‑macOS]
• Citrix ADC アプライアンスで GSLB が有効になっていると、macOS クライアント上の Citrix Secure
Access アプリでエンドポイント分析が機能しません。
[CGOP‑21634‑macOS]
•

設定したアプリケーション名にスペースが含まれている場合にアプリケーションにアクセスしようとしても、

macOS クライアントに「セキュリティ強化有効」ポップアップが表示されません。
[ACS‑2632‑macOS]
•

デバイスに適切なクライアント証明書がない場合、オプションのクライアント証明書による nFactor 認証は
失敗します。

[NSHELP‑32127‑iOS]
• Chrome を使用する Mac デバイスで、2 つの FQDN にアクセス中に VPN 拡張機能がクラッシュします。
[NSHELP‑32144]
• Citrix Secure Access は、ゲートウェイから誤ったロケーション値を受信するとクラッシュします。これは、
管理者が別のホストにリダイレクトするレスポンダーポリシーを定義した場合に発生する可能性があります。

[NSHELP‑32312]
• Citrix Secure Access によって確立されたトンネルの外部にあるリソースへの直接接続は、大幅な遅延また
は輻輳が発生すると失敗することがあります。

[NSHELP‑31598]

V3.2.4.9‑macOS 用 EPA プラグイン (2022 年 8 月 1 日)
解決された問題

• Citrix Endpoint Analysis プラグインは、Google Chrome ブラウザバージョン 104 からのプライベートネ
ットワークアクセスのプリフライトリクエストを処理しません。

[CGOP‑20709]
• macOS 用 Citrix Endpoint Analysis プラグインは GSLB をサポートしていません。
[CGOP‑21543]
既知の問題

• macOS 用 Citrix Endpoint Analysis プラグインを Google Chrome ブラウザバージョン 104 から起動す
ると、重複した同意ダイアログボックスが表示されます。ユーザーは両方のプロンプトを受け入れる必要があ
ります。

[CGOP‑21751]
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V22.03.1 (14‑Jun‑2022)
新機能

• EPA ライブラリは 4.3.2393.0 に更新されました。
解決された問題

•

検索リストに追加の DNS ドメインが追加されます。これは、スプリットトンネルが「スプリット」または「両
方」に設定されている場合、指定されたドメインとそのサブドメインのみがトンネリングされないためです。
指定したドメインが A.B.C の場合、A.B.C と *.A.B.C に加えて B.C も一致します。

[CGOP‑21657]
• PAC ファイルを使用しない HTTP/HTTPS プロキシ設定は壊れています。
[CGOP‑21660]

V22.02.3 (24‑Mar‑2022)
新機能

• Citrix Secure Access for macOS は、クラウドワークスペース接続のクライアントからのすべての TCP デ
ータ接続でサービスノードの FQDN を解決します。すべての TCP データ接続でサービスノードの FQDN を
解決することは、オンプレミスのゲートウェイ接続には適用されません。

[ACS‑1068]
解決された問題

•

ポート 53 を使用する一部の非 DNS プロトコル（STUN など）の問題により、macOS 向け Citrix Secure

Access が接続を切断することがあります。
[NSHELP‑31004]
• Citrix Secure Access アプリは、接続が確立された直後にサーバーがクライアントの前にデータを送信する
と、一部のプロトコルを中断します。

[NSHELP‑29374]
•

ユーザーが認証を完了せずに macOS 用 Citrix Secure Access Agent の認証ウィンドウを閉じると、アプリ
を再起動するまでサーバーへの接続試行は失敗します。

[ACS‑2415]
• macOS 向け Citrix Secure Access Agent は、OPSWAT ライブラリバージョン 4.3.2367.0 にバンドルさ
れました

[NSHELP‑30802]
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• macOS 向け Citrix Secure Access は、認証後の EPA チェックの実行に予想よりも長い時間がかかります。
[NSHELP‑29118]

既知の問題

• macOS 向け Citrix Secure Access アプリは、すでに接続されているセキュアプライベートアクセスサービ
スリージョンに到達できなくなってから 1 分後にログアウトします。ただし、これはオンプレミスのゲートウ
ェイ接続には影響しません。

[ACS‑2715]

V22.02.2 (15‑Feb‑2022)
解決された問題

•

ユーザーが Citrix Secure Access for macOS からサブスクライブ解除された Web アプリにアクセスしよ
うとすると、複数のポップアップが表示されます。

[ACS‑2406]

V22.01.1 (08‑Feb‑2022)
解決された問題

• iOS デバイス向け Citrix SSO を使用したアプリごとの VPN 接続では、443 以外のポートで Citrix Gateway
に接続できません。

[NSHELP‑30653]

V1.4.1 (28‑Jan‑2022)
新機能

• macOS 向け Citrix SSO アプリは、Citrix Secure Access としてブランド名が変更されました。
[ACS‑1092]

解決された問題

•

認証サーバが同じ Web ビューセッションでクライアント証明書を複数回要求すると、クライアント証明書認
証は失敗します。

[CGOP‑20388]
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•

クライアントと ADC の間にプロキシが存在するため、サーバー証明書に共通名の IP アドレスしかない場合、

Citrix SSO は VPN 接続の確立に失敗します。
[CGOP‑20390]
• macOS でアンチウイルスの最後のフルシステムスキャンを確認するための EPA スキャンが失敗します。
[NSHELP‑29571]
•

サイズの大きい DNS パケットの処理中に、Citrix SSO アプリがクラッシュすることがあります。

[NSHELP‑29133]

V1.4.0 (17‑Nov‑2021)
解決された問題

•

サーバー証明書が信頼されていると、サーバー検証コードが失敗することがあります。その結果、エンドユー
ザーはゲートウェイにアクセスできなくなります。

[NSHELP‑28942]
•

ネットワークが中断された後、Citrix SSO が VPN 接続の再確立に失敗します。

[CGOP‑19988]

V1.3.13 (05‑Nov‑2021)
解決された問題

•

管理対象 VPN と非管理対象 VPN のセッションをフィルタリングすると、障害が発生することがあります。セ
ッションを確立する最初の要求で、User‑Agent ヘッダーに「ManagedVPN」情報が欠落しています。

[CGOP‑19561]

V1.3.12 (21‑Oct‑2021)
解決された問題

• macOS キーチェーンにクライアント証明書がない場合、Citrix SSO for macOS のクライアント証明書認証
が失敗します。

[NSHELP‑28551]
•

通知を受信すると、Citrix SSO アプリが断続的にクラッシュする。

[CGOP‑19363]
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•

機能フラグを確認するために「isFeatureEnabled」パラメーターが呼び出されると、VPN 拡張機能がクラ
ッシュすることがあります。

[CGOP‑19360]
• DTLS プロトコルのペイロードが空の場合、ゲートウェイ VPN 拡張機能はクラッシュします。
[CGOP‑19361]
•

デバイスがスリープモードから復帰し VPN が接続されると、SSO アプリが断続的にクラッシュします。

[CGOP‑19362]

V1.3.11 (17‑Sep‑2021)
解決された問題

• Citrix SSO を使用する macOS デバイスのファイアウォールチェックの EPA スキャンが失敗します。
[CGOP‑19271]
•

レガシー認証または Intune ネットワークアクセスコンプライアンス（NAC）が構成されていると、iOS 12
デバイスで Citrix SSO がクラッシュする。

[CGOP‑19261]

V1.3.10 (31‑Aug‑2021)
新機能

• macOS 用の Citrix SSO は OPSWAT ライブラリバージョン 4.3.1977.0 にバンドルされるようになった。
[NSHELP‑28467]

V1.3.9 (13‑Aug‑2021)
解決された問題

• HTTP プロキシソフトウェアがインストールされている一部のシステムでは、Citrix Gateway IP アドレスが
内部的に 127.0.0.1 として表示されるため、トンネルの確立が妨げられます。
[CGOP‑18538]
•［信頼できないサーバーをブロックする］設定は、Citrix SSO for iOS の英語以外のローカライズをサポート
するシステムでは機能しません。

[CGOP‑18539]
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• Citrix SSO は、DNS 名がサーバー証明書の共通名と一致しないシステムに接続できません。Citrix SSO はサ
ブジェクトの別名をチェックし、正しく接続するようになりました。

[NSHELP‑28348]

V1.3.8 (07‑Jul‑2021)
新機能

• macOS 向け Citrix SSO は、バージョン 10.15（Catalina）以上とのみ互換性がある。
[CGOP‑12555]
• macOS バージョン 1.3.8 用の Citrix SSO 以降、EPA ライブラリはアプリ内に埋め込まれ、Citrix Gateway
サーバーからはダウンロードされません。現在の組み込み EPA ライブラリのバージョンは 1.3.5.1 です。
[NSHELP‑26838]

V1.3.7 (17‑Mar‑2021)
解決された問題

• macOS 向け Citrix SSO では、デバイス証明書とクライアント証明書の一覧に期限切れの証明書が表示され
ます。

[CGOP‑17337‑macOS]
• FQDN 分割トンネリングが設定されている場合、UDP および ICMP トラフィックは機能しません。
[CGOP‑15691‑macOS]

V1.3.6 (04‑Feb‑2021)
解決された問題

• Citrix SSO for macOS では、ゲートウェイサーバーがデフォルトのポート 443 以外の SSL ポートで構成さ
れている場合、エンドポイント分析スキャンが失敗します。

[CGOP‑14661‑macOS]

V1.3.5 (08‑Jan‑2021)
解決された問題

• nFactor 認証中の TOTP プッシュ通知は、nFactor 認証プロセスを停止します。
[NSHELP‑24592‑iOS]
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• VPN プロファイルのインデックス作成エラーが原因で、Citrix Gateway への接続中に Citrix SSO がクラッ
シュすることがあります。

[CGOP‑16415]

V1.3.4 (09‑Dec‑2020)
このリリースではさまざまな問題に対応しているため、パフォーマンスや安定性が総合的に向上しています。

V1.3.3 (20‑Nov‑2020)
解決された問題

• Citrix SSO for macOS では、ファイルパスに特殊文字 ~（チルダ）が含まれている場合、ファイルチェック
の EPA スキャンはサポートされません。
[CGOP‑15721‑macOS]

V1.3.2 (04‑Nov‑2020)
解決された問題

• macOS 用 Citrix SSO は、有効期限が切れた場合や ADC の認証局が変更された場合に、新しいデバイス証明
書を選択するようユーザーに求めません。

[CGOP‑15653‑macOS]

V1.3.1 (15‑Oct‑2020)
新機能

• Citrix SSO for iOS で、エラー、デバッグ、および詳細のログレベルを使用できるようになりました。
[CGOP‑15234‑iOS]
•

パケットヘッダー情報は Verbose レベルのロギングに表示され、古いログファイルの数が 50 を超えると削
除されます。

[CGOP‑13987]

解決された問題

•

現在の証明書の有効期限が切れると、macOS 用の Citrix SSO で新しいデバイス証明書を選択できません。

[NSHELP‑24481]
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V1.3.0 (16‑Sep‑2020)
新機能

•

新しい Citrix ロゴが導入されました。

[CGOP‑15327]

V1.2.18 (10‑Sep‑2020)
新機能

• macOS 用 Citrix SSO に詳細ログレベルが追加されました。
[CGOP‑13985]
解決された問題

• macOS 用 Citrix SSO は、nFactor スキャンの一部としてデバイス証明書チェックが追加されると、ルート
ディレクトリにアクセスするためのユーザー権限を要求します。

[CGOP‑14722]
• macOS がスリープモードから復帰した後、Citrix SSO は VPN 接続を再確立するのに 30 秒以上かかります。
[CGOP‑14723]
•

クラシック認証が有効になっている場合、iOS および macOS 用の Citrix SSO はログオンを転送できません。

[NSHELP‑24577]

V1.2.17
解決された問題

• nFactor 認証が有効になっている場合、Citrix Gateway バージョン 13.0、ビルド 61.48 ではログオンの転
送は発生しません。

[CGOP‑14619]
• iOS および macOS 用の Citrix SSO は、ポート 443 以外のポートでホストされている場合、Citrix Gateway
に接続しません。

[NSHELP‑24079]
既知の問題

•

クラシック認証が有効になっている場合、iOS および macOS 用の Citrix SSO はログオンを転送できません。

[NSHELP‑24491]
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V1.2.16
解決された問題

• macOS 向け Citrix SSO は、アイドルタイムアウト機能をサポートしていません。
[CGOP‑237]
• macOS 用 Citrix SSO では、強制タイムアウトの警告メッセージは表示されません。
[CGOP‑246]

既知の問題

• nFactor 認証が有効になっている場合、Citrix Gateway バージョン 13.0、ビルド 61.48 ではログオンの転
送は発生しません。

[CGOP‑14619]

V1.2.15
解決された問題

• Citrix SSO 1.2.14 は、次の 2 つの条件が満たされている場合、クライアントで意図したとおりに動作しませ
ん。

– 分割トンネルは ON に設定されます。
– Citrix ADC アプライアンスのバージョンは 12.1 以前です。
[NSHELP‑24038]
•

次の 2 つの条件が満たされている場合、ログオン転送は機能しません。

– nFactor 認証が設定されています。
– Citrix ADC テーマはデフォルトに設定されています。
[CGOP‑14092]

V1.2.14
解決された問題

•

まれに、Citrix SSO が繰り返しクラッシュすることがあります。

[NSHELP‑24009]
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V1.2.13
解決された問題

• Citrix SSO は、iOS バージョン 11 以前ではサポートされていません。iOS バージョン 12.0 以降のみがサポ
ートされています。

[CGOP‑14034‑iOS]
•

認証後の EPA が構成されている場合、Citrix SSO は高可用性フェイルオーバー後に再接続しません。

[NSHELP‑23574‑macOS]
•

圧縮モードが「混合」に設定されている場合、Citrix SSO はトンネル経由で接続した後に特定のアプリを開き
ません。

[NSHELP‑23489]

V1.2.12
このリリースではさまざまな問題に対応しているため、パフォーマンスや安定性が総合的に向上しています。

V1.2.11
解決された問題

• TOTP トークンのロードが失敗し、ユーザに TOTP トークンが表示されない。ユーザーがトークンを追加しよ
うとすると、以前のトークンは失われます。この修正により、トークンを再作成して保存することができます。

[NSHELP‑23351]

V1.2.10
このリリースではさまざまな問題に対応しているため、パフォーマンスや安定性が総合的に向上しています。

V1.2.9
既知の問題

• TOTP トークンのロードが失敗し、ユーザに TOTP トークンが表示されない。ユーザーがトークンを追加しよ
うとすると、以前のトークンは失われます。

[NSHELP‑23351]
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V1.2.8
新機能

• nFactor 認証は、Citrix SSO アプリを使用するすべての顧客でサポートされるようになりました。
[CGOP‑12728]

解決された問題

• iOS 向け Citrix SSO アプリは、アプリごとの VPN トンネル機能が有効になっている場合にクラッシュしま
す。

[CGOP‑13133‑iOS]
• [Accept Connection] ダイアログボックスには、選択した言語に関係なく、英語でコンテンツが表示されま
す。

[CGOP‑13050‑macOS]
• Citrix SSO アプリ > ホームページの「ホームページ」というテキストは、一部の言語では切り捨てられます。
[CGOP‑13049‑macOS]
•

デバイスの言語が「簡体字中国語」に設定されている場合、Citrix SSO アプリは Citrix Gateway に接続しま
せん。

[CGOP‑12919‑macOS]

V1.2.7
解決された問題

•

場合によっては、nFactor 認証が構成されていても、Citrix SSO はクラシック認証にフォールバックするこ
とがあります。

[CGOP‑12611]
•

アプリごとの VPN が構成されていると、iOS デバイスで Citrix SSO がクラッシュすることがあります。

[CGOP‑10702‑iOS]

既知の問題

• macOS がスリープ状態から復帰した後、VPN がフリーズすることがあります。
[NSHELP‑20656‑macOS]
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V1.2.6
既知の問題

• macOS がスリープ状態から復帰した後、VPN がフリーズすることがあります。
[NSHELP‑20656‑macOS]

V1.2.5
既知の問題

• macOS がスリープ状態から復帰した後、VPN がフリーズすることがあります。
[NSHELP‑20656‑macOS]

V1.2.4
既知の問題

• Mac デバイスがスリープモードから復帰した後、VPN セッションが応答しないことがあります。
[NSHELP‑20656‑macOS]

V1.2.3
新機能

• Citrix SSO URL スキーム — Citrix SSO は、iOS デバイスに Citrix SSO がインストールされているかどう
かを他のアプリケーションが判断できるように、URL スキームを登録するようになりました。URL スキーム
は「citrixsso」です。

[CGOP‑11979‑iOS]

解決された問題

•

大量の UDP トラフィックを送信すると、Citrix SSO アプリがクラッシュします。

[CGOP‑11603‑macOS]
• iOS 13 の通知からアプリを起動すると、iPad 用の Citrix SSO がクラッシュします。
[NSHELP‑21087‑iOS]
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V1.2.2
解決された問題

•

一部の GSLB 展開では、Citrix SSO がゲートウェイ名を複数回解決し、接続に失敗します。

[CGOP‑12013]
• iOS 向け Citrix SSO が 16 バイトを超えるOTPSecretのスキャンに失敗する。
[CGOP‑11978‑iOS]
•

証明書のみの認証と NAC チェックが設定されたプロファイルを持つユーザは、ログオンクレデンシャルの入
力を求められ、VPN 接続を作成できません。

[CGOP‑11925‑iOS]
•

アプリごとの分割トンネルフラグは TCP トラフィックに対してのみチェックされますが、ICMP トラフィッ
クを直接送信する必要がある場合でも、ICMP トラフィックはトンネリングされます。

[CGOP‑11614‑iOS]
既知の問題

• macOS 用 Citrix Gateway プラグインは、Citrix Workspace アプリのランディングページを開く機能をサ
ポートしていません。

[NSHELP‑7047]

V1.2.0
新機能

• nFactor 認証のサポート。 nFactor 認証は、iOS と macOS の両方でサポートされるようになりました。
[CGOP‑11251]
• Citrix SSO アプリのサポート。Citrix SSO アプリが iOS 13 および macOS Catalina でサポートされるよ
うになった。

[CGOP‑11714]
解決された問題

•

クライアント IP アドレスは、SSO アプリケーションの [接続] ページに逆方向に表示されます。

[CGOP‑11596]
• Citrix SSO は、Citrix ADC リリース 13.0 の DNS フラグの DNS 切り捨てビットを尊重しません。
[CGOP‑11777]
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•

アプリごとの分割トンネルは、Citrix ADC リリース 13.0 と互換性がありません。

[CGOP‑11464]
• Citrix SSO は、Citrix Gateway からのタイムアウトメッセージの一部を無視します。
[CGOP‑11310]
•

ユーザーがアプリに初めてログインすると、アプリの説明の最後の行がユーザー画面に表示されません。

[CGOP‑11595‑macOS]
• Citrix SSO アプリのログオンウィンドウサイズは、［ログオン］ボタンを繰り返しクリックすると増加し続け
ます。

[CGOP‑11594‑macOS]
•

ライセンスユーザー数の上限を超えると、エラーメッセージがアプリケーションウィンドウ内ではなくシステ
ムレベルで表示されます。

[CGOP‑11600‑macOS]

V1.1.12
新機能

• macOS 用のテレメトリデータ収集。Citrix SSO は、アプリでの VPN 使用状況に関連するカスタム分析イベ
ントを収集します。

[CGOP‑9789‑macOS]
•

アプリごとの分割トンネルのサポート。管理者はアプリごとのスプリットトンネルを設定できます。Citrix

Gateway のイントラネットルートに一致するアプリごとのトラフィックは、Citrix Gateway アプライアン
スにトンネリングされます。

[CGOP‑657]
• FQDN 分割トンネルは、システムの FQDN に基づいてトラフィックをトンネリングします。FQDN スプリッ
トトンネルは、DNS サーバによって解決される IP ではなく、システムの FQDN に基づいてトラフィックを
トンネリングします。

[CGOP‑316]

解決された問題

•

ボタン、テキストフィールド、ラベルなどのユーザーインターフェイス要素は、iPad の画面全体でずれて配
置されます。

[CGOP‑10141‑iOS]
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• VPN プロファイルを追加していないユーザは、リモートログインについて通知されません。
[CGOP‑9731‑iOS]

V1.1.10
解決された問題

• Citrix SSO アプリは、最大ユーザー数に達したときに適切なエラーメッセージを表示しません。
[CGOP‑231]
• EULA チェックボックスは、デフォルトではオフになっていません。
[CGOP‑245]
• Endpoint Analysis でのフィッシング対策の「有効」スキャンでは、追加機能はサポートされていません。
[CGOP‑249]
•

キーチェーンにクライアント/デバイスが 1 つしか存在しない場合でも、認証用のクライアント証明書または
デバイス証明書の自動選択は行われません。

[CGOP‑251]
• Citrix SSO アプリで編集した後、「接続レコード」を追加できない。
[CGOP‑7256]

iOS ユーザーには Citrix SSO を、macOS ユーザーには Citrix Secure Access をセ
ットアップする

March 25, 2022
重要：

Citrix VPN は iOS 12 以降では使用できません。VPN を続行するには、Citrix SSO アプリを使用します。
次の表では、Citrix VPN、iOS ユーザー向け Citrix SSO、macOS ユーザー向け Citrix セキュアアクセスでのさま
ざまな機能の可用性を比較しています。

機能

Citrix VPN

iOS ユーザー向け Citrix
SSO/macOS ユーザー向け Citrix
Secure Access

デバイスレベルの VPN

サポート

サポート

Per‑App VPN（MDM のみ）

サポート

サポート
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機能

Citrix VPN

iOS ユーザー向け Citrix
SSO/macOS ユーザー向け Citrix
Secure Access

Per‑App 分割トンネル

未サポート

サポート

MDM 構成済み VPN プロファイル

サポート

サポート

オンデマンド VPN

サポート

サポート

パスワードトークン（T‑OTP ベー

未サポート

サポート

未サポート

サポート

証明書ベースの認証

サポート

サポート

ユーザー名/パスワード認証

サポート

サポート

未サポート

サポート

サポート

サポート

DTLS サポート

未サポート

サポート

ユーザーが作成した VPN プロファ

サポート

サポート

未サポート

サポート

クライアント側プロキシ

サポート

サポート

サポートされる OS バージョン

iOS 9、10、11（iOS 12 以降では

iOS 9+

ス）
プッシュ通知ベースのログイン
（登録済みスマートフォンからの第

2 要素）

Citrix Endpoint Management
（XenMobile の新名称）によるネ
ットワークアクセス制御チェック

Microsoft Intune によるネット
ワークアクセス制御チェック

イルをブロック

Citrix Cloud 管理のネイティブア
プリでのシングルサインオン

機能しません）

MDM 製品との互換性
Citrix SSO（iOS）および Citrix Secure Access（macOS）は、Citrix Endpoint Management（旧 XenMobile）
や Microsoft Intune など、ほとんどの MDM プロバイダーと互換性があります。
Citrix SSO（iOS）および Citrix Secure Access（macOS）では、ネットワークアクセス制御（NAC）と呼ばれ
る機能もサポートされています。NAC について詳しくは、「単一要素ログイン用の Citrix Gateway 仮想サーバー
のネットワークアクセス制御デバイスチェックの構成」を参照してください。NAC を使用すると、MDM 管理者は
Citrix ADC アプライアンスに接続する前にエンドユーザーデバイスのコンプライアンスを強制できます。Citrix SSO
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（iOS）および Citrix セキュアアクセス（macOS）上の NAC を使用するには、Citrix Endpoint Management ま
たは Intune および Citrix ADC などの MDM サーバーが必要です。
注：

iOS で は Citrix SSO ア プ リ、macOS で は Citrix Secure Access エ ー ジ ェ ン ト を MDM な し で Citrix
Gateway VPN とともに使用するには、VPN 構成を追加する必要があります。iOS の VPN 構成は、Citrix
SSO（iOS）および Citrix セキュアアクセス（macOS）のホームページから追加できます。

Citrix SSO アプリ（iOS）または Citrix セキュアアクセスエージェント（macOS）用の MDM 管理対
象 VPN プロファイルを構成する
次のセクションでは、Citrix Endpoint Management（以前の XenMobile）を例として使用して、Citrix SSO ア
プリ（iOS）または Citrix Secure Access エージェント（macOS）のデバイス全体の VPN プロファイルとアプリ
ごとの VPN プロファイルの両方を構成する手順を説明します。他の MDM ソリューションでは、Citrix SSO（iOS）
および Citrix セキュアアクセス（macOS）を操作する際に、このドキュメントをリファレンスとして使用できます。
注:
このセクションでは、基本的なデバイス全体およびアプリごとの VPN プロファイルの設定手順について説明し
ます。また、Citrix Endpoint Management（旧 XenMobile）のドキュメントまたは Apple の MDM VPN
ペイロード構成に従って、オンデマンド、常時オン、プロキシを構成することもできます。

デバイスレベルの VPN プロファイル
デバイスレベルの VPN プロファイルは、システム全体の VPN を設定するために使用されます。すべてのアプリとサ
ービスからのトラフィックは、Citrix ADC で定義された VPN ポリシー（フルトンネル、スプリットトンネル、リバ
ーススプリットトンネルなど）に基づいて Citrix Gateway にトンネリングされます。

Citrix Endpoint Management でデバイスレベルの VPN を構成するには
Citrix Endpoint Management でデバイスレベルの VPN を構成するには、次の手順を実行します。
1. Citrix Endpoint Management MDM コンソールで、［構成］>［デバイスポリシー］>［新しいポリシーの
追加］に移動します。

2.

左側の [ポリシープラットフォーム] ペインで [ iOS ] を選択します。右側のペインで [ VPN ] を選択します。

3. [ ポリシー情報] ページで、有効なポリシー名と説明を入力し、[ 次へ] をクリックします。
4. iOS の [ **VPN ポリシー] ページで、有効な接続名を入力し、[接続の種類] で [ カスタム SSL ] を選択しま
す。**
MDM VPN ペイロードでは、接続名は UserDefinedName キーに対応し、VPN タイプキーは VPN に設定
する必要があります。
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5. [ カスタム SSL 識別子 (リバース DNS 形式)] に com.citrix.netscalergateway.ios.app と入力します。
これは、iOS 上の Citrix SSO アプリのバンドル識別子です。
MDM VPN ペイロードでは、カスタム SSL 識別子は vpnSubtype キーに対応します。
6. [ プロバイダーバンドル識別子] に com.citrix.netscalergateway.ios.app.VPnPlugin と入力します。
これは、Citrix SSO iOS アプリバイナリに含まれるネットワーク拡張のバンドル識別子です。
MDM VPN ペイロードでは、プロバイダーバンドル識別子は providerBundleIdentifier キーに対応しま
す。

7. [ サーバー名または IP アドレス] に、この Citrix Endpoint Management インスタンスに関連付けられた
Citrix ADC IP アドレスまたは FQDN（完全修飾ドメイン名）を入力します。
設定ページの残りのフィールドはオプションです。これらのフィールドの構成については、Citrix Endpoint

Management（旧 XenMobile）のドキュメントを参照してください。
8.［Next］をクリックします。

9.［保存］をクリックします。
アプリごとの VPN プロファイル
アプリごとの VPN プロファイルは、特定のアプリケーションの VPN を設定するために使用されます。特定のアプリ
からのトラフィックのみが、Citrix Gateway にトンネリングされます。Per‑App VPN ペイロードは、デバイス全
体の VPN のすべてのキーと、その他のいくつかのキーをサポートします。

Citrix Endpoint Management でアプリごとのレベルの VPN を構成するには
アプリ単位 VPN を設定するには、次の手順を実行します。

1. Citrix Endpoint Management でデバイスレベルの VPN 構成を完了します。
2.［アプリベース VPN］セクションの［アプリベース VPN を有効にする］スイッチをオンにします。
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3.

マッチアプリの起動時に Citrix SSO（iOS）と Citrix セキュアアクセス（macOS）を自動的に起動する必
要がある場合は、
［オンデマンドマッチアプリ有効］スイッチをオンにします。これは、ほとんどのアプリごと
のケースで推奨されます。

MDM VPN ペイロードでは、このフィールドは onDemandMatchAppEnabled キーに対応します。
4. [ プロバイダーの種類] で [ パケットトンネル] を選択します。
MDM VPN ペイロードでは、このフィールドはキープロバイダータイプに対応します。
5. Safari ドメインの設定はオプションです。Safari ドメインを構成すると、ユーザーが Safari を起動して
Citrix ドメイン］フィールドの URL と一致する URL に移動すると、Citrix SSO（iOS）と Citrix セキュアア
クセス（macOS）が自動的に起動します。特定のアプリの VPN を制限する場合、これはお勧めできません。
MDM VPN ペイロードでは、このフィールドはキー safariDomains に対応します。
設定ページの残りのフィールドはオプションです。これらのフィールドの構成については、Citrix Endpoint

Management（旧 XenMobile）のドキュメントを参照してください。

6. [ 次へ] をクリックします。
7.［保存］をクリックします。
この VPN プロファイルをデバイス上の特定のアプリに関連付けるには、このガイド（）に従って、
アプリインベントリポリシーと認証情報プロバイダーポリシーを作成する必要があります。https://www.citrix.

com/blogs/2016/04/19/per‑app‑vpn‑with‑xenmobile‑and‑citrix‑vpn/。
アプリ単位 VPN でのスプリットトンネルの設定

MDM のお客様は、Citrix SSO（iOS）および Citrix セキュアアクセス（macOS）用のアプリ単位 VPN でスプリッ
トトンネルを構成できます。次のキーと値のペアは、MDM サーバで作成された VPN プロファイルのベンダー設定セ
クションに追加する必要があります。

1

-

Key = "PerAppSplitTunnel"
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2
3

- Value = "true or 1 or yes"
<!--NeedCopy-->

キーは大文字と小文字が区別され、完全に一致する必要がありますが、値の大文字と小文字は区別されません。
注:
ベンダー構成を設定するためのユーザーインターフェイスは、MDM ベンダー間で標準ではありません。MDM
ユーザーコンソールのベンダー設定セクションを見つけるには、MDM ベンダーに問い合わせてください。
以下は、Citrix Endpoint Management の構成（ベンダー固有の設定）のサンプルスクリーンショットです。

以下は、Microsoft Intune での構成 (ベンダー固有の設定) のサンプルスクリーンショットです。

![split-tunnel-per-app-Intune] (/en‑us/citrix‑gateway/media/split_tunnel_per_app_intune.png)
ユーザー作成の VPN プロファイルの無効化

MDM のお客様は、Citrix SSO（iOS）アプリおよび Citrix セキュアアクセス（macOS）エージェント内から VPN
プロファイルを手動で作成できないようにすることができます。これを行うには、MDM サーバで作成された VPN プ
ロファイルのベンダー設定セクションに、次のキーと値のペアを追加する必要があります。

1
2
3

- Key = "disableUserProfiles"
- Value = "true or 1 or yes"
<!--NeedCopy-->

キーは大文字と小文字が区別され、完全に一致する必要がありますが、値の大文字と小文字は区別されません。
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注:
ベンダー構成を設定するためのユーザーインターフェイスは、MDM ベンダー間で標準ではありません。MDM
ユーザーコンソールのベンダー設定セクションを見つけるには、MDM ベンダーに問い合わせてください。
以下は、Citrix Endpoint Management の構成（ベンダー固有の設定）のサンプルスクリーンショットです。

以下は、Microsoft Intune での構成 (ベンダー固有の設定) のサンプルスクリーンショットです。
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DNS ハンドリング
Citrix SSO アプリまたは Citrix Secure Access エージェントに推奨される DNS 設定は次のとおりです。
•
•

スプリットトンネルがオフに設定されている場合は、[スプリット DNS] > [リモート]。
スプリットトンネルが ON** に設定されている場合は、[スプリット DNS] > [両方 **]。この場合、管理者はイ
ントラネットドメインの DNS サフィックスを追加する必要があります。DNS サフィックスに属する FQDN
の DNS クエリは Citrix ADC アプライアンスにトンネリングされ、残りのクエリはローカルルーターに送信
されます。

注：

• DNS 切り捨て修正フラグは常に ON にすることをお勧めします。詳しくは、「https://support.citrix.
com/article/CTX200243」を参照してください。
•

スプリットトンネルが ON に設定され、スプリット DNS が REMOTE に設定されている場合、VPN の
接続後に DNS クエリーを解決する際に問題が発生する可能性があります。これは、ネットワーク拡張フ
レームワークがすべての DNS クエリをインターセプトしない場合に関連しています。

既知の問題
問題の説明: アプリ単位

VPN またはオンデマンド VPN 構成の “ .local”ドメインを含む FQDN アドレスの
トンネリング。Apple のネットワーク拡張フレームワークに、ドメイン部分（http://wwww.abc.localなど）
で.local を含む FQDN アドレスがシステムの TUN インターフェイス経由でトンネリングされないようにする
バグがあります。このアドレスのトラフィックは、代わりにデバイスの物理インターフェイスを介して送信され

VPN またはオンデマンド VPN の設定でのみ発生し、システム全体の VPN 設定
では発生しません。Citrix は Apple にレーダーのバグレポートを提出しており、Apple は RFC‑6762：によれば
https://tools.ietf.org/html/rfc6762、ローカルはマルチキャスト DNS（mDNS）
クエリであり、したがってバグではないと指摘していた。しかし、Apple はまだバグをクローズしておらず、この問
題が将来の iOS リリースで対処されるかどうかは明らかではありません。
ます。この問題は、アプリ単位

回避策：回避策として、このようなアドレスにnon .localドメイン名を割り当てます。

制限事項

• FQDN ベースのスプリットトンネリングはまだ完全にはサポートされていません。
• エンドポイント分析 (EPA) は iOS ではサポートされていません。
• ポート/プロトコルに基づくスプリットトンネリングはサポートされていません。

ユーザー証明書の ID を電子メールの添付ファイルとして iOS ユーザーに送信する
October 22, 2021
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iOS の Citrix SSO は、Citrix Gateway でのクライアント証明書認証をサポートしています。iOS では、証明書は次
のいずれかの方法で Citrix SSO アプリに配信できます：
• MDM サーバ‑これは MDM のお客様にとって好ましいアプローチです。証明書は MDM 管理の VPN プロファ
イルで直接構成されます。デバイスが MDM サーバーに登録されると、VPN プロファイルと証明書の両方が
登録済みデバイスにプッシュされます。このアプローチについては、MDM ベンダー固有のドキュメントに従
ってください。

•

メール ‑ MDM 以外をご使用のお客様の唯一のアプローチです。この方法では、管理者は PCKS #12 ファイル
としてユーザー証明書 ID (証明書と秘密キー) を添付した電子メールをユーザーに送信します。ユーザーが添
付ファイル付きのメールを受信するには、iOS デバイスでメールアカウントを設定する必要があります。この
ファイルは、iOS 上の Citrix SSO アプリにインポートされます。次のセクションでは、このアプローチの設
定手順について説明します。

前提条件

•

ユーザー証明書‑特定のユーザーの拡張子が.pfx または.p12 の PKCS #12 識別ファイル。このファイルには、
証明書と秘密キーの両方が含まれています。

• iOS デバイスで設定された電子メールアカウント。
• iOS デバイスにインストールされた Citrix SSO アプリ。
構成の手順

1.

ユーザー証明書の拡張/MIME タイプの名前を変更します。
ユーザー証明書で最も一般的に使用されるファイル拡張子は、「.pfx」、「.p12」などです。これらのファイル
拡張子は、.pdf、.doc などの形式とは異なり、iOS プラットフォームでは標準ではありません。「.pfx」と

「.p12」はどちらも iOS システムによってクレームされ、Citrix SSO などのサードパーティ製アプリではクレ
ームできません。したがって、Citrix SSO は「.citrixsso‑pfx」および「.citrixsso‑p12」と呼ばれる新しい
拡張/MIME タイプを定義しました。管理者は、ユーザー証明書の拡張子/MIME タイプを標準の「.pfx」また
は「.p12」から「.citrixsso‑pfx」または「.citrixsso‑p12」
にそれぞれ変更する必要があります。拡張機能の名前を変更するには、管理者はコマンドプロンプトまたはタ
ーミナルで次のコマンドを実行します。

Windows 10
1 cd <DIRECTORY_PATH_TO_CERTIFICATE_FILE>
2 rename <CERTIFICATE_FILE_NAME>.pfx <CERTIFICATE_FILE_NAME>.
citrixsso-pfx
3 <!--NeedCopy-->

macOS
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1 cd <DIRECTORY_PATH_TO_CERTIFICATE_FILE>
2 mv <CERTIFICATE_FILE_NAME>.pfx <CERTIFICATE_FILE_NAME>.citrixssopfx
3 <!--NeedCopy-->

2.

ファイルを電子メールの添付ファイルとして送信します。
新しい拡張子を持つユーザー証明書ファイルは、電子メールの添付ファイルとしてユーザーに送信できます。
電子メールの受信後、ユーザーは Citrix SSO アプリに証明書をインストールする必要があります。

iOS ユーザー向け Citrix SSO アプリまたは macOS ユーザー向け Citrix セキュアア
クセスエージェント用のプロキシ PAC ファイルをセットアップする
March 25, 2022
iOS 向け Citrix SSO アプリまたは macOS 向け Citrix Secure Access Agent は、VPN トンネルの確立後に自動プ
ロキシ構成（プロキシ PAC ファイル）をサポートします。管理者はプロキシ PAC ファイルを使用して、ホスト名の
解決を含め、クライアントのすべての HTTP トラフィックがプロキシを通過することを許可できます。
プロキシ PAC ファイルを設定する方法
プロキシファイルをホストできる内部マシンがある。たとえば、マシンの IP アドレスが 172.16.111.43 で、PAC フ
ァイルの名前が proxy.pac であるとします。
実際のプロキシサーバの IP アドレスが、ポート 8080 でリッスンしている 172.16.43.83 である場合、proxy.pac
のサンプルは次のようになります。
関数 findProxyForUrl (url, host)

{「PROXY 172.16.43. 83:8080」
を返す;
}
プロキシ PAC URL はhttp://172.16.111.43/proxy.pacです。ファイルがポート HTTP ポート 80 でホストされて
いると仮定します。
詳細については、https://support.citrix.com/article/CTX224235または「NetScaler Gateway の送信プロキ
シサポートのプロキシ自動構成」を参照してください。
注：

•

スプリットトンネルがオンの場合は、PAC ファイルをホストするサーバの IP アドレスがイントラネットアプ
リケーションリストに含まれていることを確認し、VPN 経由でアクセスできるようにします。
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• Citrix SSO（iOS）または Citrix セキュアアクセス（macOS）からログインすると、ブラウザはプロキシ
PAC ファイルのルールの使用を開始します。前の例のようにプロキシルールを 1 つだけ指定すると、すべての
HTTP または HTTPS トラフィックが内部プロキシサーバにルーティングされます。

macOS ユーザー向け Citrix Secure Access のセットアップ
March 25, 2022
macOS 向け Citrix SSO アプリは、Citrix Gateway が提供するクラス最高のアプリケーションアクセスおよびデー
タ保護ソリューションを提供します。ビジネスクリティカルなアプリケーション、仮想デスクトップ、企業データに
いつでもどこからでも安全にアクセスできるようになりました。

Citrix SSO は、macOS デバイスからの VPN 接続を作成および管理するための Citrix Gateway の次世代 VPN ク
ライアントです。Citrix SSO は、Apple のネットワーク拡張（NE）フレームワークを使用して構築されています。
Apple の NE フレームワークは、macOS のコアネットワーク機能をカスタマイズおよび拡張するために使用できる
API を含む最新のライブラリです。SSL VPN をサポートするネットワーク拡張は、macOS 10.11 以降を実行してい
るデバイスで利用できます。

Citrix Secure Access は、macOS でモバイルデバイス管理（MDM）を完全にサポートします。管理者は、MDM
サーバーを使用してデバイスレベルの VPN プロファイルやアプリごとの VPN プロファイルをリモートで構成して管
理できるようになりました。

macOS 向け Citrix Secure Access は、Mac App Store からインストールできます。

Citrix VPN、iOS 向け Citrix SSO、macOS 向け Citrix Secure Access の機能比較
次の表では、Citrix VPN、iOS 向け Citrix SSO、macOS 向け Citrix セキュアアクセスでのさまざまな機能の可用
性を比較しています。

機能

Citrix VPN

iOS 向け Citrix SSO および
macOS 向け Citrix Secure
Access

アプリの配信方法

Citrix のダウンロードページ

App Store

トンネル接続の数

128

128

ブラウザーからのアクセス

サポート

未サポート

ネイティブアプリからのアクセス

サポート

サポート

分割トンネル（オフ/オン/リバー

サポート

サポート

リモート

リモート

ス）
分割 DNS（ローカル/リモート/両
方）
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機能

Citrix VPN

iOS 向け Citrix SSO および
macOS 向け Citrix Secure
Access

ローカル LAN アクセス

有効/無効

常に有効

未サポート

サポート

転送ログオン

サポート

サポート

クライアント側のプロキシ

サポート

未サポート

Classic/Opswat EPA のサポート

サポート

サポート

デバイス証明書のサポート

サポート

サポート

セッションタイムアウトのサポー

サポート

サポート

強制的なタイムアウトのサポート

サポート

サポート

アイドルタイムアウトのサポート

サポート

未サポート

IPV6

未サポート

サポート

ネットワークローミング（Wi‑Fi、

サポート

サポート

サポート

サポート

UDP の DTLS サポート

未サポート

サポート

EULA サポート

サポート

サポート

アプリと Receiver の統合

サポート

未サポート

認証 – ローカル、LDAP、RADIUS

サポート

サポート

クライアント証明書認証

サポート

サポート

TLS サポート（TLS1、TLS1.1、
TLS1.2）

サポート

サポート

二要素認証

サポート

サポート

Server Initiated Connections
（SIC）のサポート

ト

イーサネットなどの切り替え）
イントラネットアプリケーション
のサポート

MDM 製品との互換性
macOS 向け Citrix Secure Access は、Citrix XenMobile、Microsoft Intune などのほとんどの MDM プロバイ
ダーと互換性があります。ネットワークアクセス制御（NAC）と呼ばれる機能をサポートしています。これを使用し
て、MDM 管理者は Citrix Gateway に接続する前にエンドユーザーデバイスのコンプライアンスを強制できます。
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Citrix セキュアアクセス上の NAC を使用するには、XenMobile や Citrix Gateway などの MDM サーバーが必要
です。NAC について詳しくは、「単一要素ログイン用の Citrix Gateway 仮想サーバーのネットワークアクセス制御
デバイスチェックの構成」を参照してください。
注：

MDM なしで Citrix Gateway VPN で Citrix セキュアアクセスを使用するには、VPN 構成を追加する必要が
あります。macOS の VPN 構成は、
［Citrix Secure Access］構成ページから追加できます。

Citrix Secure Access の MDM 管理対象 VPN プロファイルを構成する
次のセクションでは、Citrix Endpoint Management（以前の XenMobile）を例として使用して、Citrix Secure

Access のデバイス全体の VPN プロファイルとアプリごとの VPN プロファイルの両方を構成する手順を説明します。
他の MDM ソリューションでは、Citrix Secure Access を使用する際の参照としてこのドキュメントを使用できま
す。
注:
このセクションでは、基本的なデバイス全体およびアプリごとの VPN プロファイルの設定手順について説明し
ます。また、Citrix Endpoint Management（旧 XenMobile）のドキュメントまたは Apple の MDM VPN
ペイロード構成に従って、オンデマンド、常時オン、プロキシを構成することもできます。

デバイスレベルの VPN プロファイル
デバイスレベルの VPN プロファイルは、システム全体の VPN を設定するために使用されます。すべてのアプリとサ
ービスからのトラフィックは、Citrix ADC で定義された VPN ポリシー（フルトンネル、スプリットトンネル、リバ
ーススプリットトンネルなど）に基づいて Citrix Gateway にトンネリングされます。

Citrix Endpoint Management でデバイスレベルの VPN を構成するには
デバイスレベル VPN を設定するには、次の手順を実行します。

1. Citrix Endpoint Management MDM コンソールで、［構成］>［デバイスポリシー］>［新しいポリシーの
追加］に移動します。

2.

左側の [ポリシープラットフォーム] ペインで [ macOS ] を選択します。右側のペインで [ VPN ポリシー] を
選択します。

3. [ ポリシー情報] ページで、有効なポリシー名と説明を入力し、[ 次へ] をクリックします。
4. macOS の [ ** ポリシーの詳細] ページで、有効な接続名を入力し、[接続の種類] で [ カスタム SSL ] を選択
します。**
MDM VPN ペイロードでは、接続名は UserDefinedName キーに対応し、VPN タイプキーは VPN に設定
する必要があります。
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5. [ カスタム SSL 識別子 (リバース DNS 形式)] に com.citrix.netscalergateway.macos.app と入力し
ます。macOS 上の Citrix Secure Access のバンドル識別子です。
MDM VPN ペイロードでは、カスタム SSL 識別子は vpnSubtype キーに対応します。
6. [ プロバイダーバンドル識別子] に com.citrix.netscalergateway.macos.app.VPnPlugin と入力しま
す。これは、Citrix Secure Access アプリのバイナリに含まれるネットワーク拡張機能のバンドル識別子で
す。

MDM VPN ペイロードでは、プロバイダーバンドル識別子は providerBundleIdentifier キーに対応しま
す。

7.［サーバー名または IP アドレス］に、この Citrix Endpoint Management インスタンスに関連付けられてい
る Citrix ADC IP アドレスまたは完全修飾ドメイン名を入力します。
設定ページの残りのフィールドはオプションです。これらのフィールドの構成については、Citrix Endpoint

Management のドキュメントを参照してください。
8.［Next］をクリックします。

9.［保存］をクリックします。
アプリごとの VPN プロファイル
アプリごとの VPN プロファイルは、特定のアプリケーションの VPN を設定するために使用されます。特定のアプリ
からのトラフィックのみが、Citrix Gateway にトンネリングされます。Per‑App VPN ペイロードは、デバイス全
体の VPN のすべてのキーに加えて、その他いくつかのキーをサポートします。

Citrix Endpoint Management でアプリごとのレベルの VPN を構成するには
次の手順を実行して、Citrix Endpoint Management でアプリ単位 VPN を構成します。

1. Citrix Endpoint Management でデバイスレベルの VPN 構成を完了します。
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2. [ アプリ単位 VPN] セクションの [ ** アプリ単位 VPN を有効にする ** ] スイッチをオンにします。
3.

マッチアプリの起動時に Citrix Secure Access を自動的に起動する必要がある場合は、［オンデマンドマッ
チアプリ有効］スイッチをオンにします。これは、ほとんどのアプリごとのケースで推奨されます。

MDM VPN ペイロードでは、このフィールドは onDemandMatchAppEnabled キーに対応します。
4. Safari ドメインの設定はオプションです。Safari ドメインが構成されている場合、ユーザーが Safari を起動
し、
［ドメイン］フィールドの URL に一致する URL に移動すると、Citrix SSO が自動的に起動します。特定
のアプリの VPN を制限する場合、これはお勧めできません。
MDM VPN ペイロードでは、このフィールドはキー safariDomains に対応します。
設定ページの残りのフィールドはオプションです。これらのフィールドの構成については、Citrix Endpoint

Management（旧 XenMobile）のドキュメントを参照してください。

5.［Next］をクリックします。
6.［保存］をクリックします。
VPN プロファイルをデバイス上の特定のアプリに関連付けるには、このガイドに従って、アプリインベント
リポリシーと認証情報プロバイダーポリシーを作成する必要があります。https://www.citrix.com/blogs/
2016/04/19/per‑app‑vpn‑with‑xenmobile‑and‑citrix‑vpn/
アプリ単位 VPN でのスプリットトンネルの設定

MDM のお客様は、Citrix Secure Access のアプリ単位 VPN でスプリットトンネルを構成できます次のキーと値の
ペアは、MDM サーバで作成された VPN プロファイルのベンダー設定セクションに追加する必要があります。
1
2

-

Key = "PerAppSplitTunnel"
Value = "true or 1 or yes"

キーは大文字と小文字が区別され、完全に一致する必要がありますが、値の大文字と小文字は区別されません。
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注:
ベンダー構成を設定するためのユーザーインターフェイスは、MDM ベンダー全体で標準ではありません。

MDM ユーザーコンソールのベンダー設定セクションを見つけるには、MDM ベンダーに問い合わせてくださ
い。
以下は、Citrix Endpoint Management の構成（ベンダー固有の設定）のサンプルスクリーンショットです。

以下は、Microsoft Intune での構成 (ベンダー固有の設定) のサンプルスクリーンショットです。

© 1999 – 2022 Cloud Software Group, Inc. All rights reserved.

38

Citrix Gateway クライアント
ユーザー作成の VPN プロファイルの無効化

MDM のお客様は、ユーザーが Citrix Secure Access 内から VPN プロファイルを手動で作成できないようにするこ
とができます。これを行うには、MDM サーバで作成された VPN プロファイルのベンダー設定セクションに、次のキ
ーと値のペアを追加する必要があります。

1
2

-

Key = "disableUserProfiles"
Value = "true or 1 or yes"

キーは大文字と小文字が区別され、完全に一致する必要がありますが、値の大文字と小文字は区別されません。
注:
ベンダー構成を設定するためのユーザーインターフェイスは、MDM ベンダー間で標準ではありません。MDM
ユーザーコンソールのベンダー設定セクションを見つけるには、MDM ベンダーに問い合わせてください。
以下は、Citrix Endpoint Management の構成（ベンダー固有の設定）のサンプルスクリーンショットです。

以下は、Microsoft Intune での構成 (ベンダー固有の設定) のサンプルスクリーンショットです。
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DNS ハンドリング
Citrix Secure Access で推奨される DNS 設定は次のとおりです。
•
•

スプリットトンネルが OFF に設定されている場合は、スプリット DNS > REMOTE。
スプリットトンネルが ON に設定されている場合は、スプリット DNS **BOTH**。この場合、管理者はイン
トラネットドメインの DNS サフィックスを追加する必要があります。DNS サフィックスに属する FQDN の

DNS クエリは Citrix ADC アプライアンスにトンネリングされ、残りのクエリはローカルルーターに送信され
ます。
注：

• DNS 切り捨て修正フラグは常に ON にすることをお勧めします。詳しくは、「https://support.citrix.
com/article/CTX200243」を参照してください。
•

スプリットトンネルが ON に設定され、スプリット DNS が REMOTE に設定されている場合、VPN の
接続後に DNS クエリーを解決する際に問題が発生する可能性があります。これは、ネットワーク拡張フ
レームワークがすべての DNS クエリをインターセプトしない場合に関連しています。

サポートされている EPA スキャン
サポートされているスキャンの完全なリストについては、最新の EPA ライブラリを参照してください。

1. [ OPSWAT v4 でサポートされているスキャンマトリックス] セクションで、[ MAC OS 固有] 列の [ サポー
トされるアプリケーションリスト] をクリックします。
2. Excel ファイルで、[ クラシック EPA スキャン] タブをクリックして詳細を表示します。
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既知の問題
以下は、現在の既知の問題です。

• ユーザーが検疫グループに配置されている場合、EPA ログインは失敗します。
• 強制タイムアウト警告メッセージは表示されません。
• SSO アプリは、スプリットトンネルがオンで、イントラネットアプリが構成されていない場合、ログインを許
可します。

制限事項
以下は、現在の制限事項です。

•

サンドボックス化が原因で SSO アプリへのアクセスが制限されているため、次の EPA スキャンが失敗するこ
とがあります。

– ハードディスク暗号化 ‘type’ と ‘path’
– Web ブラウザの「デフォルト」と「実行中」
– パッチ管理「見つからないパッチ」
– EPA 中にプロセスの強制終了操作
• ポート/プロトコルに基づくスプリットトンネリングはサポートされていません。
• キーチェーンに同じ名前と有効期限を持つ証明書が 2 つ存在しないようにしてください。この場合、クライア
ントには両方の証明書ではなく 1 つの証明書のみが表示されます。
トラブルシューティング

Citrix SSO アプリの認証ウィンドウで［EPA プラグインのダウンロード］ボタンがエンドユーザーに表示される場
合は、Citrix ADC アプライアンスのコンテンツセキュリティポリシーが URLcom.citrix.agmacepa://の呼
び出しをブロックしていることを意味します。管理者は、com.citrix.agmacepa://が許可されるようにコン
テンツセキュリティポリシーを変更する必要があります。

iOS の Citrix SSO アプリと macOS の Citrix Secure Access Agent に対する
nFactor のサポート
March 25, 2022
多要素 (nFactor) 認証は、アクセスするために複数の身元証明を提供することをユーザーに要求することにより、ア
プリケーションのセキュリティを強化します。管理者は、クライアント証明書、LDAP、RADIUS、OAuth、SAML
など、さまざまな認証要素を設定できます。これらの認証要素は、組織のニーズに応じて任意の順序で構成できます。

iOS 上の Citrix SSO アプリと macOS 上の Citrix Secure Access エージェントは、次の認証プロトコルをサポー
トしています。
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• nFactor — nFactor プロトコルは、認証仮想サーバーがゲートウェイ上の VPN 仮想サーバーにバインドさ
れている場合に使用されます。認証要素の順序は動的であるため、クライアントはアプリケーションのコンテ
キスト内でレンダリングされるブラウザインスタンスを使用して認証 GUI を表示します。

• Classic：クラシックプロトコルは、ゲートウェイ上の VPN 仮想サーバでクラシック認証ポリシーが設定され
ている場合に使用されるデフォルトのフォールバックプロトコルです。クラシックプロトコルは、NAC など
の特定の認証方式で nFactor が失敗した場合のフォールバックプロトコルです。
• Citrix ID プラットフォーム — Citrix ID プラットフォームプロトコルは、CloudGateway またはゲートウ
ェイサービスへの認証時に使用され、Citrix Cloud への MDM 登録が必要です。
次の表は、各プロトコルでサポートされているさまざまな認証方法をまとめたものです。

認証方法

nFactor

クラシック

Citrix IdP

クライアント証明書

サポート

サポート

未サポート

LDAP

サポート

サポート

未サポート

ローカル

サポート

サポート

未サポート

RADIUS

サポート

未サポート

未サポート

SAML

サポート

未サポート

未サポート

OAuth

サポート

未サポート

未サポート

TACACS

サポート

未サポート

未サポート

WebAuth

サポート

未サポート

未サポート

交渉する

サポート

未サポート

未サポート

EPA

サポート

サポート

未サポート

NAC

未サポート

サポート

未サポート

StoreFront

未サポート

未サポート

未サポート

アダル

未サポート

未サポート

未サポート

DS‑AUTH

未サポート

未サポート

サポート

nFactor 構成
nFactor の設定の詳細については、nFactor 認証の設定を参照してください。
重要：

iOS では Citrix SSO アプリで、macOS では Citrix セキュアアクセスエージェントで nFactor プロトコルを
使用するには、推奨される Citrix Gateway のオンプレミスバージョンは 12.1.50.xx 以降です。
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制限事項

• NAC（ネットワークアクセス制御）などのモバイル固有の認証ポリシーでは、クライアントは Citrix Gateway
での認証の一部として署名付きデバイス識別子を送信する必要があります。署名付きデバイス識別子は、MDM
環境に登録されているモバイルデバイスを一意に識別する回転可能な秘密鍵です。このキーは、MDM サーバ
ーによって管理される VPN プロファイルに埋め込まれます。このキーを WebView コンテキストに挿入でき
ない場合があります。MDM VPN プロファイルで NAC が有効になっている場合、iOS 上の Citrix SSO アプ
リと macOS 上の Citrix Secure Access エージェントは、自動的に従来の認証プロトコルにフォールバック
します。

• macOS 用の Intune では NAC チェックを設定できません。iOS の場合とは異なり、Intune には macOS 用
の NAC を有効にするオプションが用意されていないためです。

一般的な Citrix SSO の問題のトラブルシューティング
October 22, 2021

DNS 解決の問題
•

デバイスがスリープ状態になったり、長時間非アクティブになった場合、VPN が再開するまで約 30 ～60 秒
かかることがあります。この間、ユーザーには一部の DNS 要求が失敗することがあります。DNS 要求は、短
期間で自動的に解決されます。

DNS クエリが解決されない場合、高度な認可ポリシーが DNS トラフィックをブロックしている可能性があり
ます。この問題を解決するには、https://support.citrix.com/article/CTX232237を参照してください。
• ブラウザから DNS 解決を常にチェックしてください。端末からのnslookupコマンドを使用した DNS クエ
リは、正確ではない場合があります。nslookupコマンドを使用する必要がある場合は、クライアントの IP
アドレスをコマンドに含める必要があります。例：nslookup website_name 172.16.255.1.

EPA の問題
•

ゲートキーパーはアンチウィルスとみなされます。
「任意のウイルス対策」
（MAC‑ANTIVIR_0_0）をチェック
するスキャンがある場合、ユーザーが他のベンダーのウイルス対策ソフトウェアをインストールしていなくて
も、スキャンは常に成功します。

注：

•

ク ラ イ ア ン ト セ キ ュ リ テ ィ ロ グ を 有 効 に し て、EPA の デ バ ッ グ ロ グ を 取 得 し ま す。VPN パ ラ メ ー
タclientsecurityLogを ON に設定すると、クライアントセキュリティログを有効にできます。

•

アップルの内蔵パッチ管理ソフトウェアは「ソフトウェアアップデート」です。端末の「App Store」ア
プリに相当します。「ソフトウェアアップデート」のバージョンは次のようになっている必要があります。

"MAC-PATCH_100011_100076_VERSION_==_3.0[COMMENT: Software Update]"
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• Citrix ADC 上の EPA ライブラリを常に最新の状態に保ちます。最新のライブラリは https://www.citrix.
com/downloads/citrix‑gateway/epa‑libraries/epa‑libraries‑for‑netscaler‑gateway.htmlに あ り
ます

nFactor の問題
• Citrix SSO アプリは、nFactor 認証の Citrix SSO 認証ウィンドウを開きます。これはブラウザに似ていま
す。このページにエラーがある場合は、Web ブラウザで認証を試すことでクロス検証できます。
• nFactor が有効になっているときに転送ログオンが失敗した場合は、ポータルのテーマを「rfWebUi」に変更
します。

•「証明書チェーンに必要な証明書が含まれていないため、Citrix Gateway への安全な接続を確立できません。
管理者に連絡してください」または「ゲートウェイに到達できません」
。その後、ゲートウェイサーバー証明書
の有効期限が切れているか、サーバー証明書が SNI 対応でバインドされています。Citrix SSO は SNI をまだ
サポートしていません。SNI を有効にせずにサーバー証明書をバインドします。このエラーは、MDM VPN プ
ロファイルで構成された証明書ピン留めと、Citrix Gateway によって提示された証明書がピン留めされた証
明書と一致しないことが原因である可能性もあります。

•

ゲートウェイに接続しようとしたときに、Citrix SSO 認証ウィンドウが開くが空白の場合は、ECC 曲線

（ALL）がデフォルトの暗号グループにバインドされているかどうかを確認します。ECC 曲線 (ALL) は、デフ
ォルトの暗号グループにバインドする必要があります。

ネットワークアクセスコントロール (NAC) チェック

NAC 認証ポリシーは、クラシック認証でのみサポートされます。nFactor 認証の一部としてはサポートされていま
せん。

よくある質問

March 25, 2022
このセクションでは、iOS 向け Citrix SSO アプリおよび macOS 向け Citrix Secure Access エージェントに関す
る FAQ を取り上げます。

iOS 向け Citrix SSO アプリまたは macOS 向け Citrix セキュアアクセスエージェントは、Citrix VPN アプリと
どう違うのですか？

Citrix SSO は、Citrix ADC 用の次世代 SSL VPN クライアントです。このアプリは Apple のネットワーク拡張フレ
ームワークを使用して、iOS および macOS デバイスで VPN 接続を作成および管理します。Citrix
VPN は、Apple のプライベート VPN API を使用するレガシー VPN クライアントで、現在は廃止されています。
Citrix VPN のサポートは、今後数か月以内に App Store から削除される予定です。
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NE って何ですか
Apple のネットワーク拡張 (NE) フレームワークは、iOS と macOS のコアネットワーク機能をカスタマイズおよび
拡張するために使用できる API を含む最新のライブラリです。SSL VPN
をサポートするネットワーク拡張は、iOS 9 以降と macOS 10.11 以降を実行しているデバイスで利用できます。
iOS 向け Citrix SSO アプリと macOS 向け Citrix セキュアアクセスエージェントと互換性のある Citrix ADC の
バージョンはどれですか？

iOS 向け Citrix SSO アプリおよび macOS 向け Citrix セキュアアクセスエージェントの VPN 機能は、Citrix ADC
バージョン 10.5 以降でサポートされています。TOTP は、Citrix ADC バージョン 12.0 以降で使用できます。Citrix
ADC プッシュ通知はまだ公開されていません。このアプリには iOS 9 以降のバージョンと macOS 10.11 以降のバ
ージョンが必要です。

MDM 以外のお客様の証明書ベースの認証はどのように機能しますか。
Citrix VPN でクライアント証明書認証を実行するために以前に電子メールまたはブラウザで証明書を配布していた
お客様は、iOS 向け Citrix SSO アプリまたは macOS 向け Citrix Secure Access エージェントを使用するときに、
この変更に注意する必要があります。
これは主に、MDM サーバーを使用してユーザー証明書を配布しない MDM 以外のお客様に当てはまります。詳しく
は、証明書を配布できるようにするには、「iOS 向け Citrix SSO アプリおよび macOS 向け Citrix Secure Access
エージェントへの証明書のインポート」を参照してください。

(NAC) とは何ですか。iOS 向け Citrix SSO アプリまたは macOS および
Citrix Gateway 向けシトリックスセキュアアクセスエージェントで NAC を構成するにはどうすればよいですか？
Microsoft Intune および Citrix Endpoint Management（旧 XenMobile）MDM のお客様は、iOS 向け Citrix
SSO アプリおよび macOS 向け Citrix セキュアアクセスエージェントのネットワークアクセス制御（NAC）機能を
利用できます。NAC を使用すると、
管理者は MDM サーバによって管理されるモバイルデバイスの認証レイヤを追加して、企業の内部ネットワークをセ
キュリティで保護できます。管理者は、iOS 向け Citrix SSO アプリおよび macOS 向け Citrix Secure Access エ
ネットワークアクセスコントロール

ージェントで、
認証時にデバイスのコンプライアンスチェックを強制できます。

iOS 向け Citrix SSO アプリまたは macOS 向け Citrix セキュアアクセスエージェントで NAC を使用するには、
Citrix Gateway と MDM サーバーの両方で NAC を有効にする必要があります。
• Citrix ADC で NAC を有効にするには、「単一要素ログイン用の Citrix Gateway 仮想サーバーのネットワー
クアクセス制御デバイスチェックの構成」を参照してください。

• MDM ベンダーが Intune の場合は、「ネットワークアクセス制御 (NAC) と Intune の統合」を参照してくだ
さい。

• MDM ベンダーが Citrix Endpoint Management（旧 XenMobile）の場合は、
「ネットワークアクセス制御」
を参照してください。
注：

iOS 向け Citrix SSO アプリおよび macOS 向け Citrix セキュアアクセスエージェントの最小サポート
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バージョンは 1.1.6 以降です。

Citrix SSO for Android
October 22, 2021
Citrix SSO では、Citrix Gateway が提供する業界屈指のアプリケーションアクセスおよびデータ保護ソリューショ
ンを利用できます。ビジネスクリティカルなアプリケーション、仮想デスクトップ、企業データにいつでもどこから
でも安全にアクセスできるようになりました。

リリースノート

December 21, 2022
重要：

• FQDN ベースのスプリットトンネリングと nFactor 認証のサポートは、現在プレビュー中です。
• Citrix SSO アプリは、2020 年 6 月以降の Android 6.x 以前のバージョンではサポートされません。
Citrix SSO リリースノートには、新機能、既存の機能の強化、修正された問題、およびサービスリリースで利用可能
な既知の問題が記載されています。リリースノートには、次のセクションの 1 つまたは複数が含まれます。
新機能: 現在のリリースで利用可能な新機能と拡張機能。
解決された問題: 現在のリリースで修正された問題。
既知の問題: 現在のリリースに存在する問題とその回避策 (該当する場合)。

V 22.11.1 (2022 年 11 月 30 日)
新機能

• Citrix Secure Access が Android 12.1（API レベル 32）を対象とするように更新されました
Citrix Secure Access は、Android 12.1（API レベル 32）を対象とするように更新されました。Per‑App
VPN の場合、VPN トンネルのセットアップ後に Per‑App VPN パッケージリスト内のパッケージの 1 つがイ
ンストールされると、VPN サービスが自動的に再起動しないことがあります。これは Android 11 で導入され
たアプリの可視性制限によるものです。詳しくは、https://developer.android.com/training/package‑
visibilityを参照してください。
[CGOP‑21409]
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V 22.10.1 (2022 年 10 月 21 日)
新機能

•

アプリのバージョン番号の表示が yy.mm.point‑release という形式に更新されます。YY は 2 桁の年、MM
は 2 桁の月、ポイントリリースは 1 か月以内のリリース番号にもよりますが、ポイントリリースは 1+ になり
ます。

• EU 地域からの Google Analytics/Crashlytics データ収集は Android クライアントでは無効になっていま
す。

解決された問題

• [接続の追加] 画面と [接続の編集] 画面で無効な入力に対して表示されるエラーメッセージはローカライズさ
れません。

[CGOP‑22060]

V 2.5.3 (2022 年 5 月 5 日)
新機能

• Citrix SSO が Android 11 ターゲット SDK（API 30）に更新されました
Citrix SSO ア プ リ は、Android 11 タ ー ゲ ッ ト SDK（API 30） に ア ッ プ デ ー ト さ れ ま し た。 こ の 変 更
には、Microsoft Intune NAC v2 API が Citrix Gateway によってデバイスのコンプライアンスチェッ
ク に 使 用 さ れ る 必 要 が あ り ま す。 詳 細 に つ い て は、 ナ レ ッ ジ ベ ー ス の 記 事 を 参 照 し て く だ さ い https:
//support.citrix.com/article/CTX331615。
[CGOP‑19774]

解決された問題

• Citrix SSO は、ネットワーク変更後のホスト名解決に代替 DNS サーバーを使用しない場合があります。
[NSHELP‑29378]

V 2.5.2 (21‑Oct‑2021)
解決された問題

• NAC チェックで非準拠エラーを処理すると、Citrix SSO がクラッシュすることがあります。
[CGOP‑19198]
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V 2.5.1 (12‑Aug‑2021)
解決された問題

• CNAME チェーンが 6 ホップを超えると、Citrix SSO アプリがホストの解決に失敗します。
[CGOP‑18475]
• Citrix SSO は、Citrix Gateway で NAC チェックのみの認証が必要な場合に認証プロンプトを表示します。
[CGOP‑18348]
•

異常に大きい ICMP パケットの処理中に Citrix SSO がクラッシュすることがあります。

[CGOP‑18286]
•

一部の Android 8.0 デバイスで VPN プロファイルを追加すると、Citrix SSO がクラッシュすることがあり
ます。

[CGOP‑17607]
• Always On 用に構成された VPN を再起動すると、Citrix SSO がクラッシュすることがあります。
[CGOP‑17580]
• nFactor 認証フローで SSL エラーを処理すると、Citrix SSO がクラッシュすることがあります。
[CGOP‑17577]

V 2.5.0 (08‑Jun‑2021)
新機能

• FQDN ベースの分割トンネリングのサポート
Android 向け Citrix SSO は、FQDN ベースの分割トンネリングをサポートするようになりました。
[CGOP‑12079]

解決された問題

• Citrix SSO プレビュービルド 2.5.0 は、Citrix Gateway バージョン 12.1 以前への接続に失敗します（110）。
[CGOP‑17735]
• SSO アプリの再起動後は、「DisableUserProfiles」設定は適用されません。
[CGOP‑17454]
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V2.4.16 (31‑Mar‑2021)
解決された問題

•

一部のデバイスでセーフブラウジングが有効になっていないと、nFactor 認証が中止されます。

[CGOP‑17514]

V2.4.15 (17‑Mar‑2021)
解決された問題

• Citrix Gateway アプライアンスでセッションタイムアウトが発生すると、Citrix SSO が Always On VPN
を再接続しないことがあります。

[CGOP‑16800]

V2.4.14 (23‑Feb‑2021)
解決された問題

•

証明書のみの認証を使用した常時接続 VPN を nFactor 認証とともに使用する場合、Citrix SSO はユーザー
の操作を必要とします。

[CGOP‑16805]
• VPN サービスの再起動または移行中に Citrix SSO がクラッシュすることがあります。
[CGOP‑16766]

V2.4.13 (04‑Feb‑2021)
解決された問題

•

場合によっては、Citrix SSO ログイン要求が Citrix Gateway が応答する前にタイムアウトすることがあり
ます。

[CGOP‑16759]

V2.4.12 (15‑Jan‑2021)
このリリースではさまざまな問題に対応しているため、パフォーマンスや安定性が総合的に向上しています。
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V2.4.11 (08‑Jan‑2021)
• Citrix SSO が nFactor 認証でのみ使用される HTTP ヘッダー（X‑Citrix‑Gateway）を Citrix Gateway に
送信するため、クラシック認証は失敗します。

[CGOP‑16449]

V2.4.10 (09‑Dec‑2020)
解決された問題

• Android デバイスでは、クラシック認証が失敗することがあります。
[CGOP‑16219]
•

クラシック認証を実行すると、Citrix SSO がクラッシュすることがあります。

[CGOP‑16012]
• Citrix SSO アプリの向きは、デバイスを回転しても変わりません。
[CGOP‑639]

V2.4.9 (20‑Nov‑2020)
解決された問題

•

ユーザーがデバイスで TOTP トークンの値をタップすると、Citrix SSO アプリがクラッシュします。

[CGOP‑15886]

V2.4.8 (04‑Nov‑2020)
解決された問題

•

ゲートウェイのセッションタイムアウト後に VPN を切断すると、Citrix SSO がクラッシュすることがありま
す。

[CGOP‑15592]

V2.4.7 (12‑Oct‑2020)
このリリースではさまざまな問題に対応しているため、パフォーマンスや安定性が総合的に向上しています。

V2.4.6 (28‑Sep‑2020)
このリリースではさまざまな問題に対応しているため、パフォーマンスや安定性が総合的に向上しています。
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V2.4.5 (16‑Sep‑2020)
新機能

•

新しい Citrix ロゴが導入されました。

[CGOP‑15327]

V2.4.4 (10‑Sep‑2020)
解決された問題

• VPN セッションを再接続すると、Citrix SSO がクラッシュすることがあります。
[CGOP‑15215]

V2.4.3
既知の問題

• Android デバイスがリソースに制約されている場合、Citrix SSO は Citrix Gateway への VPN セッション
を確立できません。

[NSHELP‑24647]

V2.4.2
解決された問題

•

以前に保存した破損したトークンデータを読み込むと、Citrix SSO アプリがクラッシュします。今回の修正に
より、トークンリスト内の破損したトークンについて、トークンの値が「トークンデータが破損しました」と
表示されます。破損したトークンを削除し、もう一度追加します。

[CGOP‑14546]

V2.4.1
解決された問題

• Citrix SSO アプリは、2020 年 6 月以降の Android 6.x 以前のバージョンではサポートされません。
[CGOP‑13853]

V2.3.19
このリリースではさまざまな問題に対応しているため、パフォーマンスや安定性が総合的に向上しています。
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V2.3.18
新機能

• Android 10 デバイス用の Android Citrix SSO アプリでプロキシ構成がサポートされるようになりました。
[CGOP‑12007]

V2.3.17
このリリースではさまざまな問題に対応しているため、パフォーマンスや安定性が総合的に向上しています。

V2.3.16
このリリースではさまざまな問題に対応しているため、パフォーマンスや安定性が総合的に向上しています。

V2.3.15
新機能

• Citrix SSO アプリは、管理対象 VPN プロファイルの Citrix Gateway 証明書ピンニングをサポートするよう
になりました。

[CGOP‑12538]
• Android 10 用 Citrix SSO アプリは、システム設定から常時接続 VPN を検出するようになりました。
[CGOP‑12656]

解決された問題

• MDM VPN プロファイルのみが定義されている場合、VPN から切断すると Citrix SSO アプリがクラッシュし
ます。

[CGOP‑13825]

V2.3.14
新機能

• Citrix SSO アプリは、ネイティブアプリのシングルサインオンのために、Citrix Workspace アプリの代わり
にユーザー認証を実行できるようになりました。

[CGOP‑12083]
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• VPN トンネルのセットアップ後にアプリごとの VPN パッケージリストにあるパッケージの 1 つがインストー
ルされると、VPN サービスが再起動します。
[CGOP‑11262]

解決された問題

• Citrix SSO が最終 VPN セッション確立メッセージを正しく処理するようになりました。
[CGOP‑12488]
• Citrix Gateway IP アドレスは一度だけ解決されるようになりました。以前は、Citrix Gateway IP アドレス
が複数回解決され、接続が失敗することがありました。

[CGOP‑12101]

既知の問題

• Always‑On VPN のステータスは、アプリのユーザーインターフェイスで常に正しく更新されるとは限りませ
ん。

[NSHELP‑21709]

V2.3.13
解決された問題

• Citrix Gateway IP アドレスは一度だけ解決されるようになりました。
以前は、Citrix Gateway IP アドレスが複数回解決され、接続が失敗することがありました。

[CGOP‑12101]

既知の問題

• Always‑On VPN のステータスは、アプリのユーザーインターフェイスで常に正しく更新されるとは限りませ
ん。

[NSHELP‑21709]

V2.3.12
解決された問題

• VPN プロファイルを保存すると、Citrix SSO がクラッシュすることがあります。
[CGOP‑12137]
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V2.3.11
解決された問題

• VPN プロファイルを保存すると、Citrix SSO がクラッシュすることがあります。
[CGOP‑12137]
•

新しい VPN プロファイルまたは既存のプロファイルへの更新によって DisableUserProfile の値が変更され
た場合、disableUserProfile 設定はユーザーインターフェイスに正しく反映されません。

[CGOP‑11899]
• Android 向け Citrix SSO は、デバイス所有者（DO）モードで VPN プロファイルを処理しません。
[CGOP‑11981]
• IPv6 のみのローカル DNS サーバーがある場合、VPN 接続は確立されません。
[CGOP‑12053]

V2.3.10
解決された問題

•

デバイスのアイドル時間が経過すると、VPN 接続が失われました。

[CGOP‑11381]

V2.3.8
新機能

• Intune Android Enterprise 環境で Citrix SSO アプリをセットアップする
これで、Intune Android Enterprise 環境で Citrix SSO アプリをセットアップできるようになりました。詳
しくは、
「Intune Android Enterprise 環境で Citrix SSO アプリをセットアップする」を参照してください。

[CGOP‑635]
• Android Enterprise 経由の VPN プロファイルプロビジョニングのサポート
Android Enterprise 経由の VPN プロファイルのプロビジョニングがサポートされるようになりました。
[CGOP‑631]
解決された問題

•

すでに保存されているトークンを保存してから開こうとすると、トークン名に文字化けした文字が表示されま
す。

[CGOP‑11696]
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• Citrix Gateway で DNS 検索ドメインが構成されていない場合、Citrix SSO アプリは VPN セッションを確
立できません。

[CGOP‑11259]

V2.3.6
新機能

• Citrix SSO の常時オンのサポート
Citrix SSO の Always On 機能により、ユーザーは常にエンタープライズネットワークに接続できます。この
永続的な VPN 接続は、VPN トンネルの自動確立によって実現されます。
[CGOP‑10015]
• Athena トークンの有効期限が切れてログアウトが発生すると、再ログインの通知が表示されます。
次の条件が満たされると、ユーザーに Citrix Workspace への再ログインを求める通知が表示されます。

–

常時接続機能は、Citrix Workspace のプロビジョニングされた VPN プロファイルで有効になってい
ます

– アテナ認証は SSO に使用されます。
– Athena トークンの有効期限が切れたため、ユーザーは Citrix Workspace アプリからログアウトして
います

[CGOP‑10016]
•

プッシュ通知サービスの登録は、Citrix Gateway を使用して行われます。

Citrix Gateway アプライアンスを使用してプッシュ通知サービスに登録できるようになりました。以前は、
クライアントデバイスで登録が行われていました。

[CGOP‑10542]

解決された問題
新しいトークンがスキャンされると、Citrix SSO がクラッシュすることがあります。たとえば、既存のトークンが削
除され、別のトークンが同じトークン名でスキャンされると、Citrix SSO がクラッシュします。

[CGOP‑10818]

V2.3.1
新機能

•

管理対象構成が更新され、ユーザー設定が増えます。

© 1999 – 2022 Cloud Software Group, Inc. All rights reserved.

55

Citrix Gateway クライアント
マネージド構成が更新され、Android Enterprise 環境の「UntrustedServers をブロックする」
、
「default‑

ProfileName」、「DisableUserProfiles」の各設定が含まれるようになりました。
[CGOP‑10033]
•

プッシュ通知サポートの強化

「OTP」タイプのプッシュ通知用に Citrix Gateway を構成すると、認証の続行を許可するためのユーザーの
同意を要求するプッシュ通知に応答して、ユーザーが「許可」を選択した後、PIN/Fingerprint が要求されま
せん。

[CGOP‑9843]
• Firebase アナリティクスのサポート
基本的な Firebase Analytics のサポートが追加され、Citrix SSO アプリの使用状況に関する情報が提供さ
れます。この拡張は、粗いジオロケーション、画面の使用状況、使用中の Android の異なるバージョンなど
に適用されます。

[CGOP‑7523]
• Android 管理対象設定ベースの VPN プロファイル設定のサポート
Citrix SSO アプリは、Citrix Endpoint Management などの EMM/UEM ベンダーを使用して、Android
Enterprise 環境で構成できます。CEM の Android Enterprise 管理対象構成ウィザードを使用して、管理
対象 VPN 構成を Citrix SSO アプリに展開できます。管理対象構成を使用して Citrix SSO アプリを構成する
方法については、https://info.citrite.net/x/8TIFTwを参照してください。

V2.2.9
新機能

•

プッシュ通知のサポート

Citrix Gateway は、登録されたモバイルデバイスにプッシュ通知を送信し、簡素化された 2 要素認証エクス
ペリエンスを実現します。

[CGOP‑9592]

解決された問題

• URL 以外の文字は、[接続の追加] 画面の [サーバー] フィールドで許可されます。
[CGOP‑588]
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MDM 環境で Citrix SSO アプリをセットアップする
October 22, 2021
MDM 環境で Citrix SSO アプリをセットアップするには、「Android 用の Citrix SSO プロトコルの構成」を参照し
てください。
注：

• MDM 以外の環境では、ユーザーは VPN プロファイルを手動で作成します。
• ま た、Citrix SSO 用 の Android Enterprise 管 理 対 象 構 成 を 作 成 す る こ と も で き ま す。 詳 し く は、
Android Enterprise 用の VPN プロファイルの設定を参照してください。

Intune Android Enterprise 環境で Citrix SSO アプリをセットアップする
December 28, 2022
このトピックでは、Microsoft Intune を介した Citrix SSO アプリの展開と構成について詳しく説明します。このド
キュメントでは、Intune がすでに Android Enterprise サポート用に設定されており、デバイスの登録がすでに行
われていることを前提としています。

前提条件

• Intune は Android Enterprise サポート用に設定されています
• デバイス登録が完了しました
Intune Android Enterprise 環境で Citrix SSO アプリをセットアップするには
• Citrix SSO アプリを管理対象アプリとして追加する
• Citrix SSO アプリの管理対象アプリポリシーを構成する
Citrix SSO アプリを管理対象アプリとして追加する
1. Azure ポータルにログインします。
2.

左側のナビゲーションブレードの Intune をクリックします。

3. Microsoft Intune ブレードで [ クライアントアプリ] をクリックし、[クライアントアプリ] ブレードの [アプ
リ] をクリックします。
4.

右上のメニューオプションで [ + リンクを追加] をクリックします。[アプリ構成の追加] ブレードが表示され
ます。

© 1999 – 2022 Cloud Software Group, Inc. All rights reserved.

57

Citrix Gateway クライアント
5.

アプリの種類として [ 管理対象 Google Play ] を選択します。
これにより、Android Enterprise を設定している場合、Google Play の検索を管理してブレードを承認す
るが追加されます。

6. Citrix SSO アプリを検索し、アプリの一覧から選択します。

注： Citrix SSO がリストに表示されない場合は、アプリがお住まいの国では利用できないことを意味します。

7.［承認］をクリックして、管理対象 Google Play ストアを通じた Citrix SSO の展開を承認します。
Citrix SSO アプリに必要な権限が一覧表示されます。
8. [ APPROVE ] をクリックして、アプリのデプロイを承認します。
9. [ 同期] をクリックして、この選択を Intune と同期します。
Citrix SSO アプリが［クライアントアプリ］リストに追加されます。追加されたアプリが多数ある場合は、
Citrix SSO アプリを検索する必要があります。
10.［Citrix SSO アプリ］をクリックして、［アプリ詳細］ブレードを開きます。
11.

詳細ブレードの [ 割り当て] をクリックします。Citrix SSO‑割り当てブレードが表示されます。
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12.［グループの追加］をクリックして、Citrix SSO アプリをインストールする権限を付与するユーザーグループ
を割り当てて、［保存］をクリックします。

13. Citrix SSO アプリの詳細ブレードを閉じます。
Citrix SSO アプリが追加され、ユーザーへの展開が有効になります。
Citrix SSO アプリの管理対象アプリポリシーを構成する
Citrix SSO アプリを追加したら、Citrix SSO アプリの管理された構成ポリシーを作成して、VPN プロファイルをデ
バイス上の Citrix SSO アプリに展開できるようにする必要があります。
1. Azure ポータルで Intune ブレードを開きます。
2. Intune ブレードから [ クライアントアプリケーション] ブレードを開きます。
3. [クライアントアプリケーション] ブレードから [ アプリ構成ポリシー] 項目を選択し、[ 追加] をクリックして
[ 構成ポリシーの追加] ブレードを開きます。
4.

ポリシーの名前を入力し、その説明を追加します。

5. [ デバイス登録の種類] で、[ 管理対象デバイス] を選択します。
6. [ プラットフォーム] で、[ Android] を選択します。
これにより、関連付けられたアプリに別の構成オプションが追加されます。

7.［関連付けられたアプリ］をクリックし、［Citrix SSO アプリ］を選択します。
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アプリが多いなら検索しなきゃいけないかも

8.［OK］をクリックします。構成設定オプションが [構成ポリシーの追加] ブレードに追加されます。
9. [ 構成設定] をクリックします。
Citrix SSO アプリを構成するためのブレードが表示されます。
10.［構成設定］で、［構成デザイナーを使用する］または［JSON データの入力］のいずれかを選択して、Citrix
SSO アプリを構成します。

注:
単純な VPN 構成の場合は、構成デザイナーを使用することをお勧めします。

ユーザ設定デザイナーを使用した VPN 設定

1. [ 構成設定] で、[ 構成デザイナーを使用する] を選択し、[ 追加] をクリックします。
Citrix SSO アプリでサポートされているさまざまなプロパティを構成するためのキー値入力画面が表示され
ます。少なくとも、[ サーバーアドレス] と [ VPN プロファイル名] プロパティを構成する必要があります。[
DESCRIPTION ] セクションにマウスポインターを合わせると、各プロパティの詳細が表示されます。
2.

たとえば、
［VPN プロファイル名］および［サーバーアドレス（*）
］プロパティを選択し、
［OK］をクリック
します。
これにより、プロパティが構成デザイナーに追加されます。次のプロパティを設定できます。
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• VPN プロファイル名。VPN プロファイルの名前を入力します。複数の VPN プロファイルを作成してい
る場合は、それぞれに一意の名前を使用します。名前を指定しない場合、[Server Address] フィール
ドに入力したアドレスが VPN プロファイル名として使用されます。
•

サーバーアドレス (*)。Citrix Gateway のベース完全修飾ドメイン名を入力します。Citrix Gateway
のポートが 443 ではない場合は、ポートも入力します。URL 形式を使用します。例：https://vpn

.mycompany.com:8443。

•

ユーザー名（オプション）
。エンドユーザーが Citrix Gateway への認証に使用するユーザー名を入力し
ます。ゲートウェイがそれを使用するように設定されている場合は、このフィールドに Intune 設定値
トークンを使用できます（設定値トークンを参照）。ユーザー名を指定しない場合、ユーザーは Citrix

Gateway に接続するときにユーザー名の入力を求められます。
•

パスワード（オプション）
。エンドユーザーが Citrix Gateway への認証に使用するパスワードを入力し
ます。パスワードを指定しない場合、ユーザーは Citrix Gateway に接続するときにパスワードの入力
を求められます。

•

証明書エイリアス（オプション）。クライアント証明書認証に使用する証明書エイリアスを Android

KeyStore に提供します。証明書ベースの認証を使用している場合、この証明書はユーザーに対して事
前に選択されています。

•

サ ー バ ー 証 明 書 ピ ン （オ プ シ ョ ン） 。Citrix
す る

JSON

オ ブ ジ ェ ク ト。 値 の 例:

Gateway

で使用される証明書ピンを記述

{ "hash-alg": "sha256", "pinset": ["

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=", "BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
="] }。詳しくは、「Android Citrix SSO を使用した Citrix Gateway 証明書のピン留め」を参照し
てください。

• Per‑App VPN の種類（オプション）。Per‑App VPN を使用してこの VPN を使用するようにアプリを
制限している場合、この設定を構成できます。

–［許可］を選択すると、PerAppVPN アプリ一覧に表示されるアプリパッケージ名のネットワーク
トラフィックが VPN 経由でルーティングされます。ほかのアプリのネットワークトラフィックは、
すべて VPN 外でルーティングされます。
–［許可しない］を選択した場合、［Per‑App VPN アプリ一覧］に含まれるアプリパッケージ名のネ
ットワークトラフィックが VPN 外でルーティングされます。ほかのアプリのネットワークトラフ
ィックは、すべて VPN を介してルーティングされます。デフォルトは［許可］です。
• perAppVPN アプリリスト。［Per‑App VPN の種類］の値に応じ、トラフィックが VPN で許可される
か、または許可されないアプリの一覧。アプリパッケージ名がカンマまたはセミコロンで区切って一覧
にされます。アプリパッケージ名は大文字と小文字が区別され、この一覧でも Google Play ストアに
表示されているのと同じように表示される必要があります。この一覧はオプションです。デバイス全体
の VPN をプロビジョニングする場合は、この一覧を空のままにします。

•

デフォルトの VPN プロファイル。VPN 常時接続が Citrix SSO アプリ用に構成されている場合に使用
される VPN プロファイル名。このフィールドが空の場合、メインプロファイルは接続に使用されます。
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プロファイルが 1 つだけ設定されている場合、そのプロファイルはデフォルトの VPN プロファイルと
してマークされます。

注：

• Intune で Citrix SSO アプリを VPN 常時接続プリとして設定するには、VPN プロバイダーをカ
スタムとして使用し、com.citrix.citrixVPN をアプリパッケージ名として使用します。
• Citrix SSO アプリでは、証明書ベースのクライアント認証のみが VPN 常時接続でサポートされて
います。
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• SSO アプリが意図したとおりに動作するには、管理者が Citrix Gateway ** の SSL プロファイ
ルまたは SSL プロパティで［** クライアント認証］を選択し、［クライアント証明書］を［必須］
に設定する必要があります。

•

ユーザープロファイルの無効化

–
–

この値を true に設定すると、ユーザーはデバイスに新しい VPN プロファイルを追加できません。
この値を false に設定すると、ユーザーは自分のデバイスに独自の VPN を追加できます。

デフォルト値は false です。

•

信頼できないサーバーをブロックする

– Citrix Gateway で自己署名証明書を使用する場合、または Citrix Gateway 証明書を発行する
CA のルート証明書がシステム CA リストにない場合は、この値を false に設定します。
– Android オペレーティングシステムが Citrix Gateway 証明書を検証できるようにするには、こ
の値を true に設定します。検証に失敗した場合、接続は許可されません。
デフォルト値は true です。

3. [ サーバーアドレス (*) ] プロパティに、VPN ゲートウェイのベース URL（https://vpn.mycompany.
comなど）を入力します。

4.［VPN プロファイル名］に、Citrix SSO アプリのメイン画面でエンドユーザーに表示される名前（［企業 VPN］
など）を入力します。

5. Citrix Gateway 展開環境には、必要に応じて他のプロパティを追加および構成できます。設定が完了した
ら、「OK」をクリックします。
6. [ 権限] セクションをクリックします。このセクションでは、Citrix SSO アプリに必要なアクセス許可を付与
できます。

• Intune NAC チェックを使用している場合、Citrix SSO アプリでは、電話の状態（読み取り）権限を付
与する必要があります。[ 追加] ボタンをクリックして、[権限] ブレードを開きます。現在、Intune に
は、すべてのアプリで使用できるアクセス許可の重要なリストが表示されます。

• Intune NAC チェックを使用している場合は、電話の状態（読み取り）権限を選択し、OK をクリック
します。これにより、アプリの権限のリストに追加されます。Intune NAC チェックが機能するように [
プロンプト] または [ 自動許可] のいずれかを選択し、[ OK] をクリックします。

© 1999 – 2022 Cloud Software Group, Inc. All rights reserved.

63

Citrix Gateway クライアント

7.［アプリ構成ポリシー］ブレードの下部にある［追加］をクリックして、Citrix SSO アプリの管理対象構成を
保存します。

8. [アプリケーション構成ポリシー] ブレードの [ 割り当て] をクリックして、[ 割り当て] ブレードを開きます。
9.

この Citrix SSO 構成を配信および適用するユーザーグループを選択します。

JSON データを入力することによる VPN の設定
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1.［構成設定］で、［Citrix SSO アプリを構成するための JSON データの入力］を選択します。
2.［JSON テンプレートのダウンロード］ボタンを使用して、Citrix SSO アプリのより詳細で複雑な構成を提供
できるテンプレートをダウンロードします。このテンプレートは、Citrix SSO アプリが認識できるすべてのプ
ロパティを構成するための JSON キーと値のペアのセットです。
構成可能なすべてのプロパティの一覧については、「Citrix SSO アプリでの VPN プロファイルの構成に使用
可能なプロパティ」を参照してください。

3. JSON 設定ファイルを作成したら、その内容をコピーして編集領域に貼り付けます。たとえば、構成デザイナ
ーオプションを使用して以前に作成された基本設定の JSON テンプレートを次に示します。

これで、Microsoft Intune Android Enterprise 環境で Citrix SSO アプリ用の VPN プロファイルを構成および展
開する手順は完了です。
重要:
クライアント証明書ベースの認証に使用される証明書は、Intune SCEP プロファイルを使用して展開されま
す。この証明書のエイリアスは、Citrix SSO アプリの管理対象構成の［証明書エイリアス］プロパティで構成
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する必要があります。

Citrix SSO アプリで VPN プロファイルを構成する際に使用できるプロパティ
構成キー

JSON フィールド名

値のタイプ

説明

VPN プロファイル名

VPN プロファイル名

テキスト

VPN プロファイルの名前
（デフォルトはサーバアド
レスに設定されていない
場合）
。

サーバーアドレス (*)

サーバーアドレス

URL

接続の Citrix Gateway
のベース URL（https:

//host[:port]）。こ
れは必須フィールドです。

Username（オプショ

ユーザー名

テキスト

ン）

Citrix Gateway での認
証に使用されるユーザー
名（オプション）
。

パスワード（オプション） パスワード

テキスト

Citrix Gateway での認
証に使用されるユーザー
のパスワード（オプショ
ン）
。

証明書エイリアス（オプ

ClientCertAlias

テキスト

ション）

証明書ベースのクライア
ント認証に使用するため
に Android 資格情報ス
トアにインストールされ
ているクライアント証明
書のエイリアス（オプシ
ョン）
。Citrix Gateway
で証明書ベースの認証を
使用する場合、証明書エ
イリアスは必須フィール
ドです。
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構成キー

JSON フィールド名

値のタイプ

説明

サーバー証明書の PIN

ServerCertificatePins

JSON テキスト

Citrix Gateway に使用
される証明書 PIN を記述
する埋め込み JSON オブ
ジェクト。値の例:

（オプション）

{ "hash-alg": "
sha256", "pinset
": ["

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
=", "

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
="] }。JSON コンフィ
ギュレーターを使用する
ときは、この埋め込まれ
た JSON データを必ずエ
スケープしてください。

Per‑App VPN の種類

PerAppVPN_Allow_Disallow_Setting
列挙型 (許可、不許可)

（オプション）

リストにあるアプリで

VPN トンネルを使用する
ことを許可（許可リスト）
または拒否（禁止リスト）
していますか。
［許可］に
設定すると、リストされ
ているアプリ
（perAppVPN アプリリ
ストプロパティ内）のみ
が VPN 経由のトンネリ
ングを許可されます。
［許
可しない］に設定すると、
一覧表示されているアプ
リを除くすべてのアプリ
が VPN 経由のトンネリ
ングを許可されます。ア
プリがリストに表示され
ない場合、すべてのアプ
リが VPN 経由でトンネ
リングできます。
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構成キー

JSON フィールド名

perAppVPN アプリリス

PERAppName_appNames
テキスト

値のタイプ

ト

説明

Per‑App VPN のアプリ
パッケージ名をカンマ (,)
またはセミコロン (;) で
区切ったリスト。パッケ
ージ名は、Google Play
ストアのアプリ一覧ペー
ジの URL に表示されて
いるものとまったく同じ
でなければなりません。
パッケージ名では大文字
と小文字が区別されます。

デフォルトの VPN プロ

DefaultProfileName

テキスト

ファイル

システムが VPN サービ
スを開始するときに使用
する VPN プロファイル
の名前。この設定は、デ
バイスで VPN 常時接続
が構成されている場合に
使用する VPN プロファ
イルを識別するために使
用されます。

ユーザープロファイルの

DisableUserProfiles

ブーリアン型

無効化

エンドユーザーが手動で

VPN プロファイルを作成
することを許可または禁
止するプロパティ。ユー
ザが VPN プロファイル
を作成できないようにす
るには、この値を true
に設定します。デフォル
ト値は false です。

© 1999 – 2022 Cloud Software Group, Inc. All rights reserved.

68

Citrix Gateway クライアント

構成キー

JSON フィールド名

値のタイプ

説明

信頼できないサーバーを

BlockUntrustedServers

ブーリアン型

信頼できないゲートウェ

ブロックする

イへの接続をブロックす
るかどうかを決定するプ
ロパティ（たとえば、自
己署名証明書を使用する
場合や、発行した CA が

Android オペレーティン
グシステムによって信頼
されていない場合など）。
デフォルト値は true（信
頼できないゲートウェイ
への接続をブロック）で
す。
カスタムパラメーター

CustomParameters

一覧

（オプション）

Citrix SSO アプリでサポ
ートされているカスタム
パラメーター（オプショ
ン）のリスト。詳しく
は、
「カスタムパラメータ
ー」を参照してください。
使用可能なオプションに
ついては、Citrix

Gateway 製品ドキュメ
ントを確認してください。

その他の VPN プロファ

bundle_profiles

一覧

イルのリスト

その他の VPN プロファ
イルのリスト。各プロフ
ァイルの前述の値のほと
んどがサポートされてい
ます。詳しくは、
「VPN
プロファイルリストの各

VPN でサポートされるプ
ロパティ」を参照してく
ださい。

カスタムパラメータ
各カスタムパラメータは、次のキーと値の名前を使用して定義する必要があります。
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キー

値のタイプ

値

ParameterName

テキスト

カスタムパラメータの名前。

ParameterValue

テキスト

カスタムパラメータの値。

VPN プロファイルリストの各 VPN でサポートされるプロパティ
JSON テンプレートを使用して複数の VPN プロファイルを設定する場合、各 VPN プロファイルで次のプロパティが
サポートされます。

構成キー

JSON フィールド名

値のタイプ

VPN プロファイル名

bundle_vpnProfileName

テキスト

サーバーアドレス (*)

bundle_serverAddress

URL

ユーザー名

bundle_username

テキスト

パスワード

bundle_password

テキスト

クライアント証明書エイリアス

bundle_clientCertalias

テキスト

サーバー証明書ピン

bundle_serverCertificatePins

テキスト

Per‑App VPN の種類

bundle_perappVPN_allow_disallow_setting
列挙型 (許可、不許可)

perAppVPN アプリリスト

bundle_perappVPN_appnames

テキスト

カスタムパラメータ

bundle_customParameters

一覧

Intune で Citrix SSO アプリを VPN 常時接続プロバイダーとして設定する
Android VPN サブシステムでオンデマンド VPN サポートがない場合、VPN 常時接続を代替として使用して、Citrix
SSO アプリによるクライアント証明書認証とともにシームレスな VPN 接続オプションを提供できます。VPN は、起
動時または仕事用プロファイルがオンになったときに、オペレーティングシステムによって起動されます。

Intune で Citrix SSO アプリを VPN 常時接続アプリにするには、次の設定を使用する必要があります。
•

使用する適切な管理対象設定の種類（仕事用プロファイルで個人所有または完全管理型、専用型、および企業
所有の仕事用プロファイル）を選択します。

•

デバイス構成プロファイルを作成し、[ デバイスの制限] を選択し、[ 接続] セクションに移動します。VPN 常
時接続設定で [有効] を選択します。

• Citrix SSO アプリを VPN クライアントとして選択します。Citrix SSO がオプションとして使用できない場
合は、
［VPN クライアントとしてカスタム］を選択し、
［パッケージ ID］フィールドに com.citrix.citrixVPN
と入力します（［パッケージ ID］フィールドでは大文字と小文字が区別されます）
。

© 1999 – 2022 Cloud Software Group, Inc. All rights reserved.

70

Citrix Gateway クライアント
•

他のオプションはそのままにしておきます。ロックダウンモードを有効にしないことをお勧めします。有効に
すると、VPN が利用できない場合、デバイスは完全なネットワーク接続を失う可能性があります。

•

これらの設定に加えて、前のセクションで説明したように、[ ** アプリ構成ポリシー] ページで Per‑App VPN
の種類と **PerAppVPN アプリリストを設定して、Android の Per‑App VPN を有効にすることもできま
す。

注：

VPN 常時接続は、Citrix SSO アプリのクライアント証明書認証でのみサポートされます。

参照ドキュメント

Intune での接続オプションの設定の詳細については、次のトピックを参照してください。
•

完全に管理された企業所有の専用デバイス

•

個人所有のデバイス

制限事項

Android 11 で導入されたパッケージの可視性制限により、Android 11 以降のデバイス上の Android Enterprise
環境における Per‑App VPN の制限は次のとおりです 。
•

許可/拒否リストに含まれるアプリが VPN セッションの開始後にデバイスにデプロイされた場合、アプリがそ
のトラフィックを VPN セッション経由でルーティングできるようにするには、エンドユーザーが VPN セッシ
ョンを再起動する必要があります。

• Per‑App VPN を VPN 常時接続セッションで使用する場合、デバイスに新しいアプリをインストールした後、
エンドユーザーは仕事用プロファイルを再起動するか、デバイスを再起動して、アプリのトラフィックを VPN
セッション経由でルーティングする必要があります。

Android 搭載の Citrix Gateway 証明書ピンニング Citrix SSO
October 22, 2021
証明書のピン留めは、中間者攻撃の防止に役立ちます。Citrix SSO は、Android Enterprise モードおよびレガシー
デバイス管理者モードの管理対象 VPN 構成でのみ証明書ピン接続をサポートします。エンドユーザによって追加さ
れた VPN プロファイルではサポートされません。

Android Citrix SSO で Citrix Gateway 証明書ピンニングを構成する
Citrix SSO の管理対象構成（以前のアプリの制限）での証明書のピン留めについて詳しくは、「証明書と認証」を参
照してください。
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固定された Citrix Gateway 証明書ハッシュを伝送するために、新しいキーと値のペアが次のように定義されます。

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Key: ServerCertificatePins
Value: {
"hash-alg": "sha256",
"pinset": [
"cert1_base64_encoded_SHA-256_hash_of_the_X509_SubjectPublicKeyInfo
(SPKI)",
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA=",
"BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB="
...
]
}
<!--NeedCopy-->

管理対象構成で証明書ピン留めの詳細を指定するためのキーは ServerCertificatePins です。この値は、固定され
た Citrix Gateway 証明書の base64 でエンコードされた SHA‑256 ハッシュと使用されるハッシュアルゴリズムを
運ぶ JSON ペイロードです。固定証明書には、オペレーティングシステムによって検証された信頼チェーン内の任意
の証明書を使用できます。この場合、それは Android です。
証明書のピン留めは、オペレーティングシステムが TLS ハンドシェイク中に証明書チェーンを検証した後にのみ実行
されます。証明書の PIN は、証明書のサブジェクト公開キー情報 (SPKI) をハッシュすることによって計算されます。

JSON ペイロードには、両方のフィールド ( 「hash‑alg」と「pinset」) を指定する必要があります。
「hash‑alg」は、SPKI ハッシュの計算に使用されるハッシュアルゴリズムを指定します。
「ピンセット」は、Citrix Gateway 証明書の SPKI データの base64 でエンコードされた SHA‑256 ハッシュを含む

JSON 配列を指定します。
証明書の PIN には少なくとも 1 つの値を指定する必要があります。証明書のローテーションまたは有効期限を許可す
るために、PIN 値をさらに指定できます。
次の openssl コマンドを使用して、ドメイン（たとえば、gw.yourdomain.com）の暗証番号の値を計算できます。

1

2

openssl s_client -servername gw.yourdomain.com -connect gw.yourdomain.
com:443 | openssl x509 -pubkey -noout | openssl pkey -pubin -outform
der | openssl dgst -sha256 -binary | openssl enc -base64
<!--NeedCopy-->

このコマンドは、ゲートウェイによって提示されたリーフ証明書の base64 エンコードされた SHA‑256 ハッシュを
表示します。チェーン内の任意の証明書を証明書のピン留めに使用できます。たとえば、企業が独自の中間 CA を使
用して複数のゲートウェイの証明書を生成している場合、中間署名証明書に対応する PIN を使用できます。検証済み
の証明書チェーン内の証明書と一致する PIN がない場合、TLS ハンドシェイクは中止され、ゲートウェイへの接続は
続行されません。
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注：
デ バ イ ス 管 理 者 モ ー ド で は、 証 明 書 の ピ ン 留 め は、Citrix

Endpoint Management お よ び Microsoft
Endpoint Management ソリューションでのみサポートされます。証明書のピン留めは、レガシー VPN プロ
ファイル（管理対象設定ではない）で使用されるカスタムパラメータで、固定用の同じ JSON ペイロードを持
つカスタムパラメータ serverCertificatePins で設定する必要があります。

Citrix Secure Access for Windows リリースノート
December 21, 2022
Windows 向け Citrix Secure Access エージェントはスタンドアロンベースでリリースされ、すべての Citrix ADC
バージョンと互換性があります。Citrix Secure Access Agent のバージョンは、YY.MM Release.Build の形式に
従います。
リリースノートでは、新機能、既存機能の拡張、修正された問題について説明しています。
新機能: 現在のリリースで利用可能な新機能と機能強化。
解決された問題: 現在のリリースで修正された問題。
サポートされる機能について詳しくは、Citrix Gateway 製品ドキュメントを参照してください。
注：

Citrix Secure Access エージェント（以前の Windows 用 Citrix Gateway プラグイン）ビルド 21.9.1.2 以
降には、https://support.citrix.com/article/CTX341455の修正プログラムが含まれます。

22.10.1.9 (2022 年 11 月 8 日)
新機能

• GSLB での接続プロキシタイプのサイトパーシステンスに対する EPA サポート
Windows EPA スキャンは、スキャンをブラウザーから開始するときの GSLB での接続プロキシタイプのサ
イトパーシステンスをサポートするようになりました。以前は、Windows 用 EPA スキャンは、ブラウザが開
始する EPA スキャンの接続プロキシパーシステンスタイプをサポートしていませんでした。
[CGOP‑21545]
•

ワークスペース URL のシームレスなシングルサインオン (クラウドのみ)

Citrix Secure Access クライアントは、ユーザーが Citrix Workspace アプリですでにログオンしている場
合、ワークスペース URL のシングルサインオン（クラウドのみ）をサポートするようになりました。詳しく
は、「Citrix Workspace アプリを使用してログインしたユーザーのワークスペース URL のシングルサインオ
ンサポート」を参照してください。
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[ACS‑2427]
• Citrix Workspace アプリ（クラウドのみ）を使用して Citrix Secure Access クライアントおよび/また
は EPA プラグインバージョンを管理
Citrix Workspace アプリでは、グローバルアプリ構成サービスを介して最新バージョンの Citrix Secure
Access または EPA プラグインをダウンロードしてインストールできるようになりました。詳細について
は、「グローバルアプリ構成サービス」を参照してください。

[ACS‑2426]
•

デバッグロギング制御の強化

Citrix Secure Access クライアントのデバッグログ制御は、Citrix Gateway に依存せず、マシントンネルと
ユーザートンネルの両方のプラグイン UI から有効または無効にできるようになりました。
[NSHELP‑31968]
•

プライベートネットワークアクセスのプリフライトリクエストのサポート

Citrix Secure Access Client for Windows は、公開 Web サイトからプライベートネットワークリソース
にアクセスするときに Chrome ブラウザによって発行されるプライベートネットワークアクセスのプリフラ
イトリクエストをサポートするようになりました。

[CGOP‑20544]

解決された問題

• Citrix Secure Access クライアントのバージョン 21.7.1.1 以降では、管理者権限のないユーザーが新しいバ
ージョンにアップグレードできません。
これは、Citrix Secure Access クライアントのアップグレードが Citrix ADC アプライアンスから行われた場
合にのみ適用されます。詳しくは、「Citrix Secure Access Agent アップグレード/ダウングレードの問題」
を参照してください。

[NSHELP‑32793]
• EPA の障害が断続的に発生するため、ユーザーは VPN にログオンできません。
[NSHELP‑32138]
•

マシントンネル専用モードの Citrix Secure Access Agent は、マシンがスリープモードから復帰してもマシ
ントンネルを自動的に確立しないことがあります。

[NSHELP‑30110]
• Always on service モードでは、マシントンネルのみが構成されていても、ユーザートンネルは起動を試みま
す。

[NSHELP‑31467]
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• Microsoft Edge がデフォルトのブラウザの場合、Citrix Secure Access UI のホームページリンクは機能し
ません。

[NSHELP‑31894]
•

カスタマイズされた EPA 障害ログメッセージは Citrix Gateway ポータルには表示されず、代わりに「内部
エラー」というメッセージが表示されます。

[NSHELP‑31434]
•

ユーザーが Windows 向け Citrix Secure Access 画面の［ホームページ］タブをクリックすると、ページに
接続拒否エラーが表示されます。

[NSHELP‑32510]
•

一部のクライアントマシンでは、Citrix Secure Access クライアントがプロキシ設定を検出できず、ログオ
ンが失敗します。

[SPAHELP‑73]

既知の問題

• Windows Update チェックベースの EPA スキャンは、Windows 11 22H2 バージョンでは機能しません。
詳細については、「Windows11 22H2 の EPA チェックが失敗する」を参照してください。
[NSHELP‑33068]

22.6.1.5 (2022 年 6 月 17 日)
新機能

•

ログインとログアウトのスクリプト設定

Citrix Secure Access ク ラ イ ア ン ト は、Citrix Secure Access ク ラ イ ア ン ト が Citrix Secure Private
Access クラウドサービスに接続するときに、次のレジストリからログインおよびログアウトスクリプト構成
にアクセスします。
レジストリパス：HKEY_LOCAL_MACHINE> ソフトウェア >Citrix>Secure Access Client
レジストリ値:

– SecureAccessLoginScript タイプ REG_SZ‑ログインスクリプトへのパス
– SecureAccessLogoutScript タイプ REG_SZ‑ログアウトスクリプトへのパス
[ACS‑2776]
• Windows フィルタリングプラットフォーム (WFP) を使用する Windows Citrix Secure Access Agent
WFP は、ネットワークフィルタリングアプリケーションを作成するためのプラットフォームを提供する一連
の API およびシステムサービスです。WFP は、DNE ドライバーで使用されていたネットワークドライバー
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インターフェイス仕様 (NDIS) フィルターという、以前のパケットフィルター技術を置き換えるように設計さ
れています。詳しくは、「Windows フィルタリングプラットフォームを使用する Windows Citrix Secure

Access エージェント」を参照してください。
[CGOP‑19787]
• FQDN ベースの逆分割トンネルのサポート
WFP ドライバーが FQDN ベースの REVERSE スプリットトンネリングのサポートを有効にするようになり
ました。DNE ドライバーではサポートされていません。リバーススプリットトンネルの詳細については、スプ
リットトンネリングオプションを参照してください。

[CGOP‑16849]

解決された問題

•

ユーザーが Always On サービスモードで Windows マシンにログインすると、Windows 自動ログオンが機
能しない場合があります。マシントンネルはユーザートンネルに移行せず、VPN プラグインの UI に「接続中」
というメッセージが表示されます。

[NSHELP‑31357]
• VPN ログオフ時に、SearchList (コンピューター\ HKEY_LOCAL_MACHINE\ SOFTWARE\ Citrix\ Secure
Access Client) レジストリ内の DNS サフィックスリストのエントリは、1 つ以上のカンマで区切られた逆の
順序で書き換え

[NSHELP‑31346]
•

なりすまし IP アドレスは、Citrix ADC イントラネットアプリケーションの構成が FQDN ベースから IP ベー
スのアプリケーションに変更された後でも使用されます。

[NSHELP‑31236]
•

ゲートウェイのホームページは、ゲートウェイプラグインが VPN トンネルを正常に確立した直後には表示さ
れません。
今回の修正により、次のレジストリ値が導入されました。

\HKLM\Software\Citrix\Secure Access Client\SecureChannelResetTimeoutSeconds
種類：DWORD
既定では、このレジストリ値は設定も追加もされません。
「SecureChannelResetTimeoutSeconds」の値
が 0 または追加されていない場合、遅延を処理するための修正が機能しません。これはデフォルトの動作で
す。管理者は、このレジストリをクライアントに設定して修正を有効にする必要があります (つまり、ゲート
ウェイプラグインが VPN トンネルを正常に確立した直後にホームページを表示する)。

[NSHELP‑30189]
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•

レジストリ値が 2000 バイトを超えると、AlwaysOnAllow リストレジストリが期待どおりに動作しません。

[NSHELP‑31836]
• Citrix Secure Access Agent for Windows は、接続済みのセキュアプライベートアクセスサービスリージ
ョンにアクセスできなくなっても、新しい TCP 接続をバックエンド TCP サーバーにトンネリングしません。
ただし、これはオンプレミスのゲートウェイ接続には影響しません。

[ACS‑2714]

22.3.1.5 (2022 年 3 月 24 日)
解決された問題

• Windows EPA プラグイン名は、Citrix Gateway EPA プラグインに戻されます。
[CGOP‑21061]

既知の問題

• Citrix Secure Access Agent for Windows は、接続済みのセキュアプライベートアクセスサービスリージ
ョンにアクセスできなくなっても、新しい TCP 接続をバックエンド TCP サーバーにトンネリングしません。
ただし、これはオンプレミスのゲートウェイ接続には影響しません。

[ACS‑2714]

22.3.1.4 (2022 年 3 月 10 日)
新機能

• ADC 構成に基づいてエンドユーザーにローカル LAN アクセスを強制する
管理者は、クライアントマシンでローカル LAN アクセスオプションを有効または無効にするようエンドユー
ザーを制限できるようになりました。既存のローカル LAN アクセスパラメータ値に、FORCED という新しい
オプションが追加されました。[ローカル LAN アクセス] の値が [FORCED] に設定されている場合、エンドユ
ーザーはクライアントマシンでローカル LAN アクセスオプションを使用できなくなります。エンドユーザー
がローカル LAN アクセスを有効または無効にする必要がある場合、管理者は Citrix ADC アプライアンスの
［ローカル LAN アクセス］オプションを適宜再構成する必要があります。

GUI を使用して FORCED オプションを有効にするには、次の手順を実行します。
1. Citrix Gateway >［グローバル設定］>［グローバル設定の変更］に移動します。
2. [ クライアントエクスペリエンス] タブをクリックし、[ 詳細設定] をクリックします。
3. [ ローカル LAN アクセス] で [ 強制] を選択します
CLI を使用して FORCED オプションを有効にするには、次のコマンドを実行します。
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1
2

set vpn parameter -localLanAccess FORCED
<!--NeedCopy-->

[CGOP‑19935]
• EPA OS スキャンでの Windows サーバー 2019 および 2022 のサポート
EPA OS スキャンで、Windows サーバー 2019 および 2022 がサポートされるようになりました。
GUI を使用して新しいサーバを選択できます。
1. Citrix Gateway > ポリシー > 事前認証に移動します。
2. 新しい事前認証ポリシーを作成するか、既存のポリシーを編集します。
3. [ OPSWAT EPA エディタ] リンクをクリックします。
4. 式エディタで、[ ウィンドウ] > [Windows Update ] を選択し、[ + ] アイコンをクリックします。
5. [ OS Name] で、要件に従ってサーバを選択します。
EPA OS スキャンで Windows サーバー 2019 および 2022 を使用するには、OPSWAT バージョン 4.3.2744.0
にアップグレードできます。

[CGOP‑20061]
•

不足しているセキュリティパッチに対する新しい EPA スキャン分類タイプ
不足しているセキュリティパッチの EPA スキャンに、次の新しい分類タイプが追加されました。クライアン
トに次の不足しているセキュリティパッチのいずれかがある場合、EPA スキャンは失敗します。

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Application
コネクタ
クリティカルなアップデート
定義更新

developerKits
FeaturePack
ガイダンス
セキュリティアップデート

ServicePack
ツール

UpdateRollUps
アップデート

GUI を使用して分類タイプを設定できます。
1. Citrix Gateway > ポリシー > 事前認証に移動します。
2. 新しい事前認証ポリシーを作成するか、既存のポリシーを編集します。
3. ((OPSWAT EPA エディタ)) リンクをクリックします。
4. 式エディタで [ ウィンドウ] > [Windows Update] を選択します。
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5. [ 次の Windows Update 分類タイプの未適用パッチがあってはならない] で、未適用のセキュリティ
パッチの分類タイプを選択します。

6.［OK］をクリックします。
OPSWAT バージョン 4.3.2744.0 にアップグレードして、これらのオプションを使用できます。
– Windows サーバ更新サービス分類 GUID の詳細については、https://docs.microsoft.com/en‑
us/previous‑versions/windows/desktop/ff357803(v=vs.85)を参照してください。
– Microsoft のソフトウェア更新プログラムの用語については、「https://docs.microsoft.com/en‑
us/troubleshoot/windows‑client/deployment/standard‑terminology‑software‑updates」
を参照してください。
以前は、欠落しているセキュリティパッチの EPA スキャンは、Windows クライアントの重大度 (重大、重要、
中、低) で行われていました。

[CGOP‑19465]
• EPA スキャン用の複数デバイス証明書のサポート
Always on VPN 設定では、複数のデバイス証明書が設定されている場合、有効期限が最も長い証明書が VPN
接続で試行されます。この証明書で EPA スキャンが正常に許可されると、VPN 接続が確立されます。この証
明書がスキャンプロセスで失敗すると、次の証明書が使用されます。このプロセスは、すべての証明書が試行
されるまで続きます。
以前は、複数の有効な証明書が構成されていて、1 つの証明書の EPA スキャンが失敗すると、他の証明書に対
してスキャンは試行されませんでした。

[CGOP‑19782]

解決された問題

• VPN 仮想サーバーを構成するときに SSL プロファイルで ClientCert パラメーターが「オプション」に設定
されている場合、スマートカードを選択するように求めるメッセージが複数回表示されます。

[NSHELP‑30070]
•［NetworkAccessonVPNFailure］プロファイルパラメーターを［フルアクセス］から［OnlyToGateway］
に変更すると、ユーザーは Citrix Gateway アプライアンスに接続できなくなります。
[NSHELP‑30236]
• Always on が設定されている場合、aoservice.exe ファイルのバージョン番号（1.1.1.1）が正しくないため、
ユーザトンネルが失敗します。

[NSHELP‑30662]
•

内部リソースと外部リソースに対する DNS 解決は、長期間の VPN セッションでは機能しなくなります。

[NSHELP‑30458]
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• Windows VPN クライアントは、サーバからの「SSL close notify」アラートを尊重せず、同じ接続で転送ロ
グイン要求を送信します。

[NSHELP‑29675]
•

レジストリ EPA は「==」と「!=」演算子は一部のレジストリエントリで失敗します。

[NSHELP‑29582]

22.1.103 (2022 年 2 月 17 日)
解決された問題

• Chrome 98 または Edge 98 ブラウザバージョンにアップグレードすると、ユーザーは EPA プラグインまた
は VPN プラグインを起動できません。この問題を解決するには、次の手順に従います。
1. VPN プラグインをアップグレードする場合、エンドユーザーは最初に VPN クライアントを使用して接
続し、各自のマシンで修正プログラムを取得する必要があります。それ以降のログイン試行では、接続
するブラウザまたはプラグインを選択できます。

2. EPA のみのユースケースでは、エンドユーザにはゲートウェイに接続するための VPN クライアントが
ありません。この場合は、次の操作を行います。

a)
b)
c)
d)

ブラウザを使用してゲートウェイに接続します。
ダウンロードページが表示されるのを待ち、nsepa_setup.exe をダウンロードします。
ダウンロード後、ブラウザを閉じて nsepa_setup.exe ファイルをインストールします。
クライアントを再起動します。

[NSHELP‑30641]

21.12.1.4 (17‑Dec‑2021)
新機能

•

リブランディングの変更

Windows 向け Citrix Gateway プラグインは、Citrix Secure Access Agent にブランド変更されました。
[ACS‑2044]
• TCP/HTTP (S) プライベートアプリケーションのサポート
Citrix Secure Access エージェントは、Citrix Workspace セキュアアクセスサービスを介して、リモート
ユーザーの TCP/HTTP (S) プライベートアプリケーションをサポートするようになりました。
[ACS‑870]
•

追加言語のサポート
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Citrix Gateway 用の Windows VPN および EPA プラグインで、次の言語がサポートされるようになりまし
た。

–
–
–

韓国語
ロシア語
繁体字中国語

[CGOP‑17721]
• Windows 11 での Citrix Secure Access のサポート
Citrix Secure Access Agent が Windows 11 でサポートされるようになりました。
[CGOP‑18923]
•

ユーザーが同じマシンからログインしていて、Always on が構成されている場合の自動転送ログオン

Always on が構成され、ユーザーが同じマシンからログインしている場合に、ユーザーの介入なしに自動ログ
イン転送が行われるようになりました。以前は、システムの再起動やネットワーク接続の問題などのシナリオ
でクライアント (ユーザ) が再ログインすると、ポップアップメッセージが表示されていました。ユーザーは移
管ログインを確認する必要がありました。この機能強化により、ポップアップウィンドウは無効になりました。

[CGOP‑14616]
• Citrix ADC が提供するネットマスクから Citrix 仮想アダプタのデフォルトゲートウェイ IP アドレスを導出
する

Citrix 仮想アダプタのデフォルトゲートウェイ IP アドレスは、Citrix ADC が提供するネットマスクから導出
されるようになりました。

[CGOP‑18487]
解決された問題

•

スプリットトンネル ON モードで VPN トンネルが確立されると、ユーザがインターネットにアクセスできな
くなることがあります。Citrix Virtual アダプターのデフォルトルートに誤りがあると、このネットワークの
問題が発生します。

[NSHELP‑26779]
•

スプリットトンネルが「リバース」に設定されている場合、イントラネットドメインの DNS 解決は失敗しま
す。

[NSHELP‑29371]

21.9.100.1 (2021 年 12 月 30 日)
新機能

• Windows 11 での Citrix Secure Access のサポート
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Citrix Secure Access Agent が Windows 11 でサポートされるようになりました。
[CGOP‑18923]
解決された問題

•

スプリットトンネル ON モードで VPN トンネルが確立されると、ユーザがインターネットにアクセスできな
くなることがあります。Citrix Virtual アダプターのデフォルトルートに誤りがあると、このネットワークの
問題が発生します。

[NSHELP‑26779]
•

スプリットトンネルが「リバース」に設定されている場合、イントラネットドメインの DNS 解決は失敗しま
す。

[NSHELP‑29371]

21.9.1.2（04‑Oct‑2021）
解決された問題

• VPN の切断後、DNS リゾルバがホスト名の解決に失敗することがあります。これは、VPN の切断中に DNS
サフィックスが削除されるためです。

[NSHELP‑28848]
•

クライアントのアイドルタイムアウトが設定されていると、ユーザーが数秒以内に Citrix Gateway からログ
アウトすることがあります。

[NSHELP‑28404]
• Windows プラグインは、認証中にクラッシュすることがあります。
[NSHELP‑28394]
• Always On サービスモードでは、Windows 用 VPN プラグインは、ユーザーが Windows マシンにログオ
ンした後、ユーザートンネルを自動的に確立できません。

[NSHELP‑27944]
•

トンネルの確立後、以前のゲートウェイ IP アドレスで DNS サーブルートを追加する代わりに、Windows プ
ラグインはデフォルトゲートウェイアドレスを持つルートを追加します。

[NSHELP‑27850]

V21.7.1.1 (27‑Aug‑2021)
新機能

•

新しい MAC アドレススキャン
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新しい MAC アドレススキャンのサポートが追加されました。

[CGOP‑16842]
• EPA スキャンで Windows OS とそのビルドバージョンを確認する
Windows OS とそのビルドバージョンを確認するための EPA スキャンを追加しました。
[CGOP‑15770]
• EPA スキャンで特定の値の存在をチェックする
レジストリ EPA スキャンの新しいメソッドは、特定の値の存在をチェックするようになりました。

[CGOP‑10123]
解決された問題

•

ネットワークエラーが原因でログイン中に JavaScript エラーが発生した場合、後続のログイン試行は同じ

JavaScript エラーで失敗します。
[NSHELP‑27912]
• McAfee アンチウイルスの最終更新時刻のチェックで EPA スキャンが失敗する。
[NSHELP‑26973]
• VPN トンネルが確立されると、ユーザがインターネットにアクセスできなくなることがあります。
[NSHELP‑26779]
• VPN プラグインのスクリプトエラーが nFactor 認証中に表示されることがあります。
[NSHELP‑26775]
•

ネットワークの中断が発生した場合、ネットワークが中断する前に開始された UDP トラフィックフローは、
最大 5 分間はドロップされません。

[NSHELP‑26577]
• DNS 登録に予想よりも長い時間がかかる場合、VPN トンネルの開始に遅延が生じることがあります。
[NSHELP‑26066]

V21.3.1.2 (31‑Mar‑2021)
新機能

•

アップグレードされた EPA ライブラリ

EPA ライブラリは、EPA スキャンで使用されるソフトウェアアプリケーションの最新バージョンをサポート
するようにアップグレードされます。

[NSHELP‑26274]
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• Citrix Gateway 仮想アダプタの互換性
Citrix Gateway 仮想アダプターは、Hyper‑V および Microsoft Wi‑Fi Direct 仮想アダプター（プリンター
で使用）と互換性があります。

[NSHELP‑26366]

解決された問題

• Windows VPN ゲートウェイプラグインは、VPN トンネルでの「CTRL + P」と「CTRL + O」の使用をブロ
ックします。

[NSHELP‑26602]
• Windows 向け Citrix Gateway プラグインは、マシン名の"nslookup"アクションが要求されたときに、
Active Directory に登録されたイントラネット IP アドレスでのみ応答します。
[NSHELP‑26563]
•

スプリット DNS が「ローカル」または「両方」に設定されている場合、IIP の登録および登録解除は断続的に
失敗します。

[NSHELP‑26483]
• Always On が構成されている場合、Windows VPN ゲートウェイプラグインへの自動ログオンが失敗します。
[NSHELP‑26297]
• Windows VPN ゲートウェイプラグインが IPv6 DNS パケットのドロップに失敗し、DNS 解決に問題が生じ
ます。

[NSHELP‑25684]
• Windows VPN ゲートウェイプラグインは、Internet Explorer のプロキシ除外リストのブラウザー制限の
ためにプロキシ除外リストがオーバーフローした場合でも、既存のプロキシ除外リストを維持します。

[NSHELP‑25578]
• Windows VPN ゲートウェイプラグインは、VPN クライアントが Always On モードでログオフすると、プ
ロキシ設定を復元できません。

[NSHELP‑25537]
• Windows 用 VPN プラグインは、次の条件が満たされている場合、Windows へのログオン後にトンネルを
確立しません。

– Citrix Gateway アプライアンスは、常時オン機能用に構成されています。
– アプライアンスは、2 要素認証が「off」の証明書ベースの認証用に設定されています。
[NSHELP‑23584]
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