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このリリースについて 

Citrix は XenClient Enterprise バージョン 5.0 を公式にリリースしました。 このドキュメントは

XenClient Enterprise バージョン 5.0 に関する情報について説明します。これには、このリリー

スで利用できるな機能の概要、修正された問題および既知の問題に関する情報があります。 

XenClient Enterpriseソリューションについて 
XenClient Enterprise は分散型デスクトップ仮想化ソリューションであり、数千のデスクトップ

およびラップトップの管理が 1 つのデスクトップまたはラップトップの管理と同じくらい簡単

になります。 集中型デスクトップ管理とベアメタル（タイプ 1）クライアントハイパーバイザ

ー上での分散実行を組み合わせた業界初の製品である XenClient Enterprise は、IT 専門家やデ

スクトップコンシューマーに、集中型ポリシー指向管理の効率と制御機能を備えた、ローカル

デスクトップ仮想化の利点と利便性を拡張する単一の統合製品を提供します。この製品は、

高の管理と仮想化を実現します。 

 

XenClient Enterprise ソリューションでは、XenClient Engine と XenClient Synchronizer と
いう 2 つのメインコンポーネントを使用して、エンドツーエンドの仮想化を提供します。 

• XenClient Engine ― 各コンピューターで実行され、仮想マシン（VM）のイメージを実

行します。 これには、仮想マシンがコンピューターのハードウェアを操作できるベア

メタルハイパーバイザーが含まれます。Engine では、オペレーティングシステムが直

接コンピューターにロードされている必要はありませんが、コンピューターにロードさ

れている仮想マシンに応じて、1 つまたは複数の有効なオペレーティングシステムライ

センスを必要とします。 
• XenClient Synchronizer ― Windows 2008 R2 または Windows 2012 サーバーで実行さ

れ、各 Engine をサポートするための管理機能を提供します。 単一の Synchronizer で、

数 100 個の Engine とラップトップまたはデスクトップを管理できます。  
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Engineについて 
Engine は個々のコンピューターにインストールされ、仮想プラットフォームを提供して各仮想

マシンイメージを実行します。 イメージには、オペレーティングシステムの仮想マシン（VM）

と、それに含まれているすべてのアプリケーションが含まれます。 Engine は、コンピュータ

ー上の複数のイメージに対応できます。 イメージの定義には、そのイメージの RAM とスト 
レージの要件が含まれます。 メモリは Engine が管理します。 

複数の仮想マシンを同時に実行できます。ユーザーはキーを 1 つ押すだけで、仮想マシン間を

切り替えたり、イメージと Engine を切り替えたりすることができます。  

また Engine はコンピューター上で次のようなセキュリティおよび管理タスクを実行します。 

• ユーザーパスワードが正しいかどうかの確認（正しくない場合は、コンピューターにア

クセスできない）。 
• オプションのディスク暗号化サービスの提供。  
• ネットワーク接続（ワイヤレスおよびワイヤード（有線））の確立。 
• Synchronizer との（SSL を使用した）安全な通信、仮想マシンの更新確認、ポリシーの

変更、Engine の更新。  
• 仮想マシンおよび Engine の新しいバージョンのダウンロード。 
• Synchronizer のバックアップのアップロード（および追跡）。 

 Engine は Synchronizer と安全に通信しますが、この通信は Engine が動作するための必

須条件ではありません。 Engine は個々のコンピューター上で非従属的に動作して、 
ロードされた仮想マシンイメージを実行します。 XenClient Enterprise ソリューション

が提供するすべての機能を活用していただくために、Synchronizer が提供する中央集中

管理パラダイムを Engine と組み合わせてご使用いただくことをお勧めします。 

Synchronizerについて 
Synchronizer は、XenClient Enterprise のあらゆる管理タスクを実行します。 仮想マシンの構

築、ユーザーおよびグループの管理、Active Directory との統合の処理、ユーザーまたはコン 
ピューターへの仮想マシンの割り当てなどを行います。 Engine によるアクセスがあると、適

切なファイルを送信するか（更新された仮想マシン、ポリシー、および復元されたユーザー 
データ）受け付けて（バックアップ）、必要に応じてそれらを保持します。  

Synchronizer は、バックアップから同一のコンピューターまたは新しいコンピューターにユー

ザーのデータを復元できます。 バックアップと復元は、従来のバックアップツールを使用して

実行できます。 Synchronizer を使用すると、管理者は仮想マシンを実行するコンピューターに

関する情報を要求できます（ディスク使用率、使用可能ハードウェア、および診断）。 
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XenClient Enterpriseバージョン 5.0 へのアップグレード  
既存のインストールをこのリリースにアップグレードする場合は、次の順序で実行することを

お勧めします。   

 以前のバージョンの XenClient を実行中のシステムをこのリリースにアップグレードす

る場合に特定の考慮事項があります。 このリリースにアップグレードする前に、次のペ

ージで説明されている処理について確認します。 
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互換性の注意事項 
アップグレードする前に、次のことを考慮してください。 

• バージョン 5.0 の Engine は、バージョン 4.5 の Synchronizer により公開された仮想マ

シンを実行できません。 
• バージョン 4.5 の Engine は、バージョン 5.0 の Synchronizer により公開された仮想マ

シンを実行できません。 

次に表で、このリリースの Engine と Synchronizer 間の互換性を説明します。 

 

 

 XenClient Enterprise Technical Preview 版からバージョン 5.0 へのアップグレードはサ

ポートされていません。 

 

新バージョンのダウンロード 
新バージョンのXenClient EnterpriseはMy Citrix Webサイトから入手できます。 このサイト

から、Engine、Synchronizer、およびさまざまなバンドルされているインストールパッケージ

に含まれる 新のPVドライバーにアクセスできます。  

Engineのアップグレード 
アップグレードする場合、次のことを考慮してください。 

• 初に、現在の仮想マシンバックアップがアップグレードするコンピューターの

Synchronizer にあることを確認します。 
• このリリースへのアップグレードは Synchronizer を介して集中管理できます。 Engine

更新キットをソフトウェアライブラリにインポートし、アップグレードするコンピュー

ターに割り当てるだけです。 
• アップグレードされたすべてのデバイスがインストールおよび再起動されていることを

確認します。 
 

 Engine ポリシーを使用して、個々のクライアントを再起動する手順を自動化できます。 
詳しくは、Synchronizer のオンラインヘルプを参照してください。  

Synchronizerのアップグレード  
Synchronizer をアップグレードするときは、次のことを考慮してください。 
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 Synchronizer Synchronizer Synchronizer 
 4.1.x 4.5.x 5.0  

Engine 
4.1.x 

○

4.5.x ○
5.0  ○ ○

 

http://www.mycitrix.com/
http://www.mycitrix.com/


• サポートされているバージョンに関する情報については、「互換性についての考慮事項」

を参照してください。 
• Synchronizer\conf フォルダー内のファイルに対する修正は、Synchronizer のアップグ

レード後に手動で再適用する必要があります。 
 
Synchronizer をアップグレードするには 

1. リモートサーバーをインストールする前に、 初に中央サーバーをこのリリースにアッ

プグレードします。 リモートサーバーと中央サーバーは同じバージョンである必要が

あります（つまり、すべてのサーバーはバージョン 5.0 を実行中である必要がありま

す）。 
 

 データベースの問題を避けるため、プライマリ（中央）サーバーをアップグレードする

前にすべてのリモートサーバーをシャットダウンする必要があります。  

 
2. すべてのリモートサーバーでこのバージョンにアップグレードするか、このバージョン

をインストールします。 

XenClient Enterprise5.0 のアップグレードに関する重要な考慮事項 
XenClient Enterprise 5.0 にアップグレードする場合、次の手順で実行します。 

1. Windows Update またはアプリケーションの更新プログラムを適用して、サーバー上で

仮想マシンを共有しているすべての使用中の 4.5.x を 新のバージョンにします。 
2. 仮想マシンの現行バージョンとして、すべての 4.5.x クライアントを再公開および再展

開します。 

 Engine または Synchronizer をアップグレードする前に、すべての 4.5.x クライアントで

これらの新しい仮想マシンのバージョンを実行する必要があります。  

 
3. 初にすべてのクライアント（Engine）をこのリリースにアップグレードします。 詳

しくは、『XenClient Enterprise アップグレードガイドバージョン 5.0』を参照してくだ

さい。 
4. Synchronizer をこのバージョンにアップグレードします。 詳しくは、『XenClient 

Enterprise アップグレードガイドバージョン 5.0』を参照してください。 Synchronizer
をアップグレードするときは、次のことを考慮してください。 

a. リモートサーバーをインストールする前に、中央サーバーをこのリリースにアッ

プグレードします。 リモートサーバーおよび中央サーバーはすべて同じバー 
ジョンにある必要があります。 

b. すべてのリモートサーバーでこのバージョンにアップグレードするか、このバー

ジョンをインストールします。 
5. （上記の手順 2 で説明されているように）現行バージョンとして以前公開されていた仮

想マシンをすべて段階的バージョンとして再公開します。 
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6. 必要に応じ、残りの任意のバージョン 4.5 のクライアント（Engine）をアップグレード

し、それらを段階的バージョンの仮想マシンに割り当てます。 
7. いったんすべてのクライアント（Engine）がこのリリースにアップグレードされたら、

それを仮想マシンの現行バージョンに割り当てることができます（つまり、 新のバー

ジョンとして段階的バージョンが再展開されたあとのみ）。 

このリリースについて 
このリリースでは、ユーザーアプリケーションの個人設定化、Windows 8 のサポート、および

ユーザーエクスペリエンスの向上に的を絞った新機能および強化機能が提供されています。 次
の機能があります。 

• Personal vDisk（PvD）テクノロジ 
• Windows 8 共有仮想マシンのための強化されたディスプレイサポート 
• 強化されたワイヤレスローミング 
• （第 4 世代 Intel® Core™プロセッサを備えた）新しいハードウェアプラットフォーム

のサポート 

 このリリースは、少数の運用前第 4 世代Intel® Core™プロセッサベースのプラットフォ

ームでの適合性が確認されています。 XenClient Enterprise 5.0 を備えた新しいハードウ

ェアの適合性については、Citrixサポートに問い合わせてください。  詳しく

は、XenClient Specifications and Compatibilityサイトを参照してください。  

• USB3 コントローラーの USB2 デバイスのサポート 
• Synchronizer に対する強化および更新。次のものがあります。 

o 新の Tomcat および 64 ビットの JVM リリースのサポート 
o SQL 2013 のサポート 
o より多くのブラウザー（Chrome、Firefox、および Safari）をサポートする UI の

向上 
o ローカリゼーションをサポートする UI 要素の簡素化 
o Windows サーバー2012 のサポート（仮想マシンのオペレーティングシステムと

して Engine までは拡張サポートされません）  
o オンラインヘルプインターフェースの向上 

これらの新しい機能に加えて、XenClient の多くの機能が強化されました。それぞれの機能に

ついては、以降のページで説明します。 

Citrix Personal vDisk（PvD）テクノロジ 
このリリースの XenClient Enterprise は、Personal vDisk テクノロジを XenClient Enterprise 
5.0 ソリューションに統合します。 このテクノロジを活用することで、管理者による仮想マシ

ンの更新を妨げることなく、エンドユーザーはアプリケーションをインストールして再起動後

も保持できます。 Personal vDisk を実装すると、次のことが可能になります。 
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• ユーザーがインストールしたアプリケーションやデスクトップの設定をコンピューター

でそのまま保持できます。 
• 管理者は、Synchronizer から基本仮想マシンイメージを中央集中的に更新および保守で

きます。 
• GPO または AppV を介してインストールされた部門別のアプリケーションを再起動後

も有効にできます。 

重要な注意事項 
このリリースで Personal vDisk テクノロジを活用する場合、次の制限事項があります。 

• Personal vDisk 仮想マシンは XenClient Enterprise バージョン 5.0 以降でのみサポート

されます。 
• Engine と Synchronizer は、両方とも同じ XenClient Enterprise のバージョンを実行す

る必要があります。 
• Personal vDisk 仮想マシン上で完全サポートされるオペレーティングシステムは

Microsoft Windows 7 のみです。 
• Personal vDisk 上の Microsoft Windows 8 は「デスクトップモード」でのみ動作する

「Technical Preview 版」です。現在、Personal vDisk 仮想マシンでは Metro アプリケー

ションは正常に機能しません。 
• ユーザーデバイスへの Personal vDisk 仮想マシンのダウンロードが完了したら、初期

NxPrep 処理が実行されます。これは平均で 12 分間かかりますが、ディスクの種類

（HDD または SSD）およびディスク速度により異なります。 
• XenClient Enterprise Engine 上で Personal vDisk 仮想マシンを活用すると、起動時間が

長くなる（場合により、30～60%長くなる）ことがあります。   
• 可能な限り、管理者はモバイルユーザーにソリッドステートドライバーの使用を検討す

る必要があります。 
• Personal vDisk 仮想マシンが作成（または複製）された後に、Synchronizer によって再

公開され、 新バージョンの Engine で実行される必要があります。 

XenClientディスク管理モデルについて 
共有イメージディスクモードを有効にすると、管理者はユーザーの仮想マシンにインストール

されたアプリケーションを制御し、また更新することもできます。  ユーザーによりインスト

ールされたアプリケーションは、仮想マシンを元の状態に戻すスナップバックにより再起動後

には存在しません。 このディスクモードにより、すべてのユーザーの仮想マシンは 新かつ保

護されたものとなります。    
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カスタムイメージディスクモードでは、管理者によりユーザーは再起動後にアプリケーション

をインストールして維持できるようになります。 これにより、管理者およびユーザーまたはそ

のいずれかは仮想マシンを個人設定化することができますが、同時に自分で仮想マシンを 新

かつ良好な状態に保つ必要があります。 



どちらのイメージディスクモードによっても、ユーザーのデータは存在し、「ユーザーVHD」

に保存されます。  管理者は、XenClient Enterprise Synchronizer にユーザーのデータを中央集

中的にバックアップすることができます。 

Personal vDisk を XenClient Enterprise に統合して、管理者は両方のイメージディスクモードの

利点を得ます。  管理者は、 新状態に維持されている共有イメージのように仮想マシンを中

央集中更新でき、同時に管理者およびユーザーまたはそのいずれかは、カスタムイメージのよ

うに再起動後も有効なアプリケーションをインストールして仮想マシンの個人設定を実行でき

ます。 

Personal vDiskの概要 
Personal vDisk 仮想マシンにより、共有イメージモードの「ユーザーVHD」レイヤーに加えて、

「アプリケーション VHD」と呼ばれる新しいレイヤーが導入されます。 「アプリケーション

VHD」には、任意の Administrator およびユーザーまたはそのいずれかがインストールしたアプ

リケーションが保存されます。 「アプリケーション VHD」はスナップバックせず、ユーザー

がインストールしたアプリケーションとユーザーデータは再起動後も有効です。 

 

PvD は、次のような数種の利点を提供します。 

• 管理者およびユーザーまたはそのいずれかがインストールしたドライバーやアプリケー

ションのサポート。 
• 起動毎に変更操作を保存または復元する必要の省略。 
• 基本イメージへの更新時にユーザーがインストールしたアプリケーションを消失させる

「スナップフォワード」動作の省略。 
• アクティブ化情報が維持されスナップバックされないことによる、非ボリュームライセ

ンスのサポート。 
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Personal vDiskの実装 
XenClient は、Personal vDisk 機能を Engine と Synchronizer の両方に実装します。  

Engine では Personal vDisk ディスクの作成を実行します。仮想マシンが公開されれたら、

Synchronize は仮想マシンに対し更新を送信します。これにより、仮想マシンが準備プロセス

に入ります。 この間、仮想マシンへの更新のみが Engine に送信されます。この処理には数分

かかることがあり、アプリケーションディスクのファイル数により異なります。  

 Personal vDisk 仮想マシンが作成されたら、その仮想マシンのディスクモードは変更で

きません。共有 Personal vDisk 仮想マシンが作成されたら、カスタム仮想マシンまたは

共有仮想マシンには切り替えることができません。 Personal vDisk 仮想マシンの作成は

仮想マシンウィザードが開始された時に決定し、変更できません。 ただし共有（または

カスタム）仮想マシンを複製して、そこから Personal vDisk 仮想マシンを作成できま

す。 
 

Engine は、ユーザーアプリケーションが「アプリケーション VHD」の残るように Personal 
vDisk を実装します。Personal vDisk ベースの仮想マシンの起動時間は、一般的に 30～60％長

くなることがあることを理解しておくことが重要です。   

Engine で、Personal vDisk 情報は仮想マシンコントロールパネル上に表示されます。ここには

4 つのディスクラベルがあります（システムディスク、ユーザーディスク、ローカルディスク、

およびアプリケーションディスク）。 次の図は、Engine の Personal vDisk 関連の要素を示し

ています。 
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チェックボックスをオン

にすると、プラットフォ

ームの起動時ディスクを

スナップバックします。 

アプリケーションディスク： 



Synchronizer は、ユーザーがインストールしたアプリケーションを制御するポリシーを提供す

ることで Personal vDisk 機能を実装します。 スナップバック機能により詳細な制御を実行でき、

管理者は仮想マシンをクリーンな状態にリセットできます。この処理により、インストール済

みのすべてのアプリケーションやユーザーデータは削除されます。  

 

 

Synchronizer の仮想マシンを作成するウィザードを使って、仮想マシンの再起動時にユーザー

がインストールしたアプリケーションを保持します。 仮想マシン名を指定した後、該当するラ

ジオボタンをクリックしてアプリケーションを保持します。 
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Personal vDisk 仮想マシ

ンはナビゲーションツリ

ーでラベル化されます。 

使用モードは仮想マシ

ンがどのように使用さ

れるのかを示します。 

ウィザードを使って

Personal vDisk 仮想マシ

ンを作成します。 



Personal vDisk関連問題の報告 
次の手順に従って、Personal vDisk 関連の問題を Citrix サポートに連絡してください。 

1. Engine（または Synchronizer）の問題のレポートコントロールパネルを使用します。 
2. 件名に「PvD」という接頭辞を付けて、Personal vDisk 関連の問題だということを明記

します。 

Synchronizerの解決された問題 

このリリースでは、次のような Synchronizer の問題を解決して強化された数々の機能が提供さ

れています。 

• ローカリゼーションに関する数々の機能強化 
• Personal vDisk をサポートするための仮想マシンの作成ウィザードの更新 

新しい機能に加えて、このリリースでは次の問題が解決されています。 

一部のインターフィエス要素が国際化されていない 
このリリースには、次のような多数のローカリゼーションに関する改善が含まれています。 

• カレンダー日付セレクターの更新  
• フィールド検証エラーメッセージの向上（たとえば、ユーザーが有効な範囲外の数値を

入力したときの）。このメッセージがローカライズされました。 
 

表が適切に更新されない 
以前のリリースでは、管理コンソールの作業領域に項目を表示させ、ナビゲーションツリーで

ほかの項目を選択すると、作業領域に「ユーザーがいない」（または「オブジェクトがない」）

と表示されました。 この問題は解決されています。 

固定VHDをインポートできない 
（たとえば、Hyper-V 仮想マシンを使って）固定サイズの VHD を作成し、それを

Synchronizer Software Library にインポートすると、Engine が仮想マシンを使用できなくなり

ました。  Engine は固定サイズの VHD をサポートしません。このような場合、エラーメッセー

ジが表示され、管理者は動的 VHD のみを Synchronizer にインポートできることが通知されま

す。 

現在実行されているタスクの実行時間が正しくない場合がある。  
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タスクが実行されている管理サーバーと異なるタイムゾーンに配置されているシステムで Web
ブラウザーを実行している場合、またはシステムのクロックが管理サーバーのクロックと同期

されていない場合は、実行されているタスクのツールチップにある時間フィールドが正しくな

いことがあります。  



Synchronizerの既知の問題 

このリリースの Synchronizer は、さまざまなテストを実施されています。 次の問題が特定さ

れており、以降のリリースでこれらの問題が修正されます。 

復元ポイントを設定すると、ドメイン信頼が壊れる 
Synchronizer で復元ポイントを設定した後、AD（Active Directory）ユーザーはドメイン信頼を

明示的に復元する必要があります。 

Synchronizerが初期化されるまでタスクが開始されない 
Synchronizer の Apache Tomcat サービスを停止中に、デバイスのブラックリスト

（C:\Program Files\Citrix\Synchronizer\conf\DeviceBlackList.csv）に対して修正が行われたら、

ブラックリストに対する変更がクライアントで使用できるようになる前に、それを開始した後、

管理者は Synchronizer UI に 低 1 度はログオンする必要があります。 

Windows 8 仮想マシンを 初にプロビジョニングしたあと、ドメインユーザーがログオンに

失敗する 
ドメインに参加している Windows 8 仮想マシンを展開している場合は、Synchronizer を構成し

て AD ドメインコントローラーとの通信に SSL 接続を使用します。 これに失敗すると、ユー 
ザーは仮想マシンへの初期ログオンを実行できないことがあります。 

Windows Server 2012 にアップグレードすると、アプライアンスモードが再度アクティブに

なる 
Windows Server 2008 から Server 2012 にアップグレードする場合、Activate Appliance を再度

実行する必要があります。 Synchronizer Version 4.5 を実行している場合で、このリリースに

アップグレードする場合は次のようにします。 

1. Synchronizer にログオンします。 
2. すべての実行中の仮想マシンをシャットダウンします。 
3. Hyper-V ホストサーバーを Windows Server 2008 から Server 2012 にアップグレードし

ます。 
4. 以前のバージョンの Synchronizer をこのリリースにアップグレードします。 
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5. Synchronizer にログオンし、Actions Panel の［Activate Appliance］をクリックし 
ます。 



 

Hyper-V統合サービスが検出されない場合、Windows XP仮想マシンの公開に失敗する 
Windows XP 仮想マシンの公開に失敗することがあります。 公開を実行する前に、Windows 
XP 仮想マシンには Hyper-V 統合サービスがインストールされている必要があります。 

Hype-V 2008 はServer 2012 Synchronizer仮想マシンをホストできない  
Windows Server 2012 を実行する仮想マシンに Synchronizer がインストールされると、 
Hyper-V 2008 ではなく Hyper-V 2012 を使用するように Synchronizer を構成する必要があり 
ます。 

Hyper-V 2012 がアップグレードされないとWindows XP仮想マシンの公開に失敗する 
Synchronizer が 5.0 にアップグレードされ、Hyper-V 2008 ではなくて Hyper-V 2012 を使用す

るように再構成されている場合、XP 仮想マシンにはアップグレードされた Hyper-V 統合サー

ビスがインストールされている必要があります。 

MS SQL名前付けインスタンスを指定する場合、データベースのアップグレードに失敗する 
MS SQL 名前付けインスタンスを使用する場合、データベースのアップグレードに失敗するこ

とがあります。 

 この問題は、Synchronizer により初期使用されないか、またはサポートされない名称を

使用するように JDBC URL が修正されている場合にのみ発生します。 

 

日本語や特殊文字を含むISOがインポートできない場合がある 
ファイル名に日本語や特殊文字を含む ISO ファイルがインポートできない場合があります。  
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アップグレード後に

［Activate Appliance］

をクリックします。 



Internet Explorer拡張セキュリティ構成が仮想マシンオーサリングを防ぐ 
拡張セキュリティが有効な Windows 2008 サーバーで Internet Explorer を介して Synchronizer
を実行している場合は、仮想マシン Active X コントロールがインストールされません。エラー

メッセージは表示されません。そのブラウザーを介して仮想マシンを作成できません。 この問

題を解決するには、次の手順に従います。 

1. 別の（サーバーではない）コンピューター（たとえば、Windows 7 を実行しているコン

ピューター）でブラウザーから Synchronizer を実行します。 
2. Internet Explorer セキュリティ強化の構成をオフにします。サーバーマネージャーを実

行し、左側のパネル（ツリー）の 上位ノードを選択し、UI の［Security Information］
セクションの［Configure Internet Explorer Enhanced Security Configuration］リン

クをクリックします。管理者または通常のユーザー、あるいは両方の機能をオフにしま

す。 

日本語や特殊文字を含むホスト名を持つサーバーにインストールできない 
Synchronizer は日本語や特殊文字を含むホスト名を持つサーバーにインストールできません。 
ホスト名に使用できる有効な文字は、A～Z、a～z、0～9、およびハイフンです。  

一部のインターフィエス要素が国際化されていない 
次の Synchronizer 要素には、完全な国際言語サポートが提供されません。 

• イベント集計と詳細画面 
• タスクログ 
• OS プロファイル定義名と説明  
• バージョン 4.1 以前で作成されたレガシオブジェクト（たとえば、ポリシー名と説明） 
• ホットキーシーケンスの定義に使用するベースキー名（上下の方向キーや Esc キーなど）

と修飾キー（Alt キー、Ctrl キー、Shift キーなど）（これらの要素は Engine ではローカ

ライズされますが、Synchronizer ではローカライズされません）。 

言語に関する問題がある 
XenClient Enterprise ソリューションは、OS プロファイル定義で指定されたファイルとディレ

クトリを保持します。 デフォルトプロファイルおよびサンプルプロファイルは、英語のファイ

ル名とディレクトリ名に基づきます。 英語以外のバージョンの Windows が使用されている場

合、ディレクトリ名が英語以外の言語になります。 ディレクトリ名に英語以外の言語が使用さ

れている場合は、データがスナップバック全体で保持されません。 
 

 ユーザーデータをスナップバック全体で保持するには、ローカライズされたバージョン

の OS プロファイル定義ユーザーフォルダーを作成する必要があります。 

カスタム仮想マシンを更新してWindowsの新しい設定ポリシーと組み合わせて使用できない 
Windows の設定の仮想マシンポリシー内にある管理者権限の付与機能は、カスタム仮想マシ

ン（インストールされて、この機能を導入する前のクライアント Engine で実行されている）

では機能しません。 以前に割り当てられたカスタム仮想マシンでこの機能が必要な場合は、仮

想マシンを割り当て解除し、アーカイブ化された履歴（バックアップを含む）を削除し、仮想
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マシンを再割り当てする以外に方法はありません。 Synchronizer に依存しないバックアップソ

リューションによってユーザーデータがバックアップされることを確認します。 

Engineの解決された問題 

このリリースでは、次のような Engine の問題を解決して強化された数々の機能が提供されて

います。 

• ディスプレイマネージャー機能の強化とマルチモニターを使った場合の競合の解決 
• USB デバイスハンドルの向上 
• ビデオおよびオーディオ同期の向上 
• 安定性を向上させるためのワイヤレスネットワークパラダイムの更新  
• ローカリゼーションを向上させるための UI の強化 

またこのリリースでは、次のことによってユーザーエクスペリエンスが強化されています。 

• 新しい Windows 8 WDDM ドライバーがサポートされています。 次のことにより、新し

い Windows 8 WDDM ドライバーはモニターエクスペリエンスを向上します。 
o マルチモニターのサポート 
o 異なるモニター間でのネイティブ解像度のサポート 
o 仮想マシン内での AERO の有効化 
o 仮想マシン内でのマルチタッチの有効化 

• Intel®の第 4 世代プロセッサを搭載したデバイスのサポート 
• ビデオおよびオーディオ同期の向上 
• より速い起動時間の導入 
• USB 3.0 ポートに接続された USB2 デバイスのサポートの強化 

新しい機能に加えて、このリリースでは次の問題が解決されています。 

ローカリゼーションの向上 
以前のリリースでは、一部のポップアップメッセージが適切にローカライズされていませんで

した。 このリリースでは、警告メッセージや一般的な情報画面を含む多数の場面でローカリゼ

ーションが強化されています。 

PXEサーバーを介して個人的仮想マシンをインストールできない 
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PXE サーバーを使った個人的仮想マシンのインストールはプラットフォームのフリーズを引き

起こす原因となりました。 この問題は解決されています。 



Windows 7 および 8 のPersonal vDiskはコンピューターアイコンの下にドライブ文字を表示

しなかった 
Windows 7 および 8 の Personal vDisk 仮想マシンではコンピューターアイコンの下に C:ドライ

ブを表示しませんでした。C:ドライブにアクセスすることはできますが、それを示すアイコン

は表示されませんでした。 

一部のアプリケーションがメモリを過度に使用した 
場合によっては、特定のアプリケーションが CPU リソースを過度に消費することがありまし

た。 たとえば、Microsoft Excel の表で多数のセルを選択すると、CPU によるシステムリソー

スの消費の割合が大きくなりました。  この問題は解決されています。 

メモリ割り当ての変更により仮想マシンが起動しない場合があった 
使用できる 大メモリを使用するように構成された仮想マシンが不十分なメモリのために起動

しなくなる場合がありました。 この問題は解決されています。  

ドック内でアプリケーションを実行するオーディオを再生できない 
以前のリリースでは、ドックでオーディオを再生できませんでした。 この問題は解決されてい

ます。 

Engineの既知の問題 

このリリースの XenClient Engine は、さまざまなテストが実施されています。 次の問題が特定

されており、以降のリリースでこれらの問題が修正されます。 

Personal vDisk仮想マシンをダウンロードする場合、ADユーザーの 初のドメイン信頼に失

敗することがある 
AD ユーザーが初めて Synchronizer に登録し、Personal vDisk 仮想マシンをダウンロードする

と、新しくプロビジョニングされた仮想マシンにログオンできないことがあります。 この問題

を解決するには、仮想マシンをシャットダウンしてから再起動するとドメイン信頼が確立しま

す。 

一部のアンチウィルスソフトウェアがインストールされると、Personal vDisk仮想マシンを起

動できない 
場合により、McAfee Antivirus がインストールされると、Personal vDisk 仮想マシンを正常に

起動できないことがあります。このリリースでは、Personal vDisk 仮想マシンは McAfee アン

チウィルスをサポートしていません。 

復元ポイントを設定すると、Personal vDisk Windows 8 仮想マシンのタイルが表示されない 
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このリリースでは、Personal vDisk Windows 8 仮想マシンはデスクトップモードのみを使用し

ます。Metro インターフェイスが現在サポートされていません。 



Windows 8 仮想マシンに対してKMSライセンス認証が機能しない 
共有または仮想 Windows 8 仮想マシンを展開する場合、仮想マシンのオペレーティングシステ

ムプロファイルポリシーに KMS ライセンス認証定義は含まれません。 これにより、Windows
ソフトウェア保護サービスにより Windows がアクティブになるのが阻止されます。 

 KMS ライセンス認証定義がない場合、仮想マシンをアクティブ化するため、Windows
により再起動毎に KMS サーバーへのアクセスが求められます。 

デュアルモニターモードのタッチ機能が有効な表示でのカーソル配置が正しくない 
デュアルモニターモードの場合、タッチ機能が有効な表示でカーソルの場所が間違って表示さ

れることがあります。 このリリースでは、外部モニターとタッチ機能が有効な画面の同時使用

はサポートされていません。 

プライマリ外部表示を削除すると画面が黒くなる 
ドック接続されたラップトップコンピューター上の Windows XP および Windows 7 の仮想マシ

ンの場合、ドック接続されたラップトップコンピューター上のデュアルモニター構成でユーザ

ーが Windows ロック画面モードに入り、その後でラップトップコンピューターのドック接続を

解除すると、ラップトップ画面がすべて黒くなることがあります。 ユーザーは Ctrl+Alt+Del キ
ーシーケンスを使ってログオンダイアログボックスを表示させ、適切なパスワードを入力する

必要があります。 これにより、正常な表示構成に戻ります。  

仮想マシンのインストール中にUSBデバイスの接続を切断するとEngineがクラッシュするこ

とがある 
場合によっては、仮想マシンのインストール中に USB デバイスの接続を切断すると、Engine
がクラッシュして再起動することがあります。 

Receiver異常 
一部の場合において、Citrix Receiver が正常に機能しないことがあります。このため、アプリ

ケーションを起動するとエラー状態となり、アプリケーションは読み込みに失敗します。  

アップグレード後に仮想マシンを適切に準備できない 
このバージョンにアップグレードすると、新しく公開されたバージョンをダウンロードした後

に仮想マシンの準備に失敗することがあります。NxPrep として言及されるこの処理には過度

に時間がかかることがあり、処理に失敗します。 

 USBデバイスの［ディスプレイをフォロー］設定に問題がある 
システムで単一のマウスとキーボードを使用しているときにユーザーがデバイスの割り当てを

［Engine］から［ディスプレイをフォロー］に変更した場合は、Engine のコントロールパネ

ルとランチャーを操作して変更を取り消すことができなくなる場合があります。 この現象が発

生した場合は、別のマウスとキーボードを接続し、設定を元の状態に戻してください。  この

リリースでは、この機能を使用しないことをお勧めします。 
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USB CD-ROMを使用してローカル仮想マシンをインストールできない場合がある 
USB CD-ROM デバイスを接続すると、デバイスマネージャーがそのデバイスを USB 大容量記

憶装置デバイスとして認識します。 デバイスを使用してローカル仮想マシンをインストールす

る前に、デバイスマネージャーコントロールパネルを使用して、USB デバイスを Engine に割

り当てます。 

 

仮想マシンに対して休止状態がサポートされていない 
Windows XP 仮想マシンを休止状態にすると、保存されていないデータが失われる可能性があ

ります。 このリリースでは、Windows 仮想マシンの休止状態はサポートされていません。 

USBネットワークアダプターを使用する場合のネットワークエラー 
USB ネットワークアダプターはサポートされていません。 

Engineがポリシーによって設定されたWAPに接続できない場合がある 
ポリシーで WAP セキュリティが定義されている場合は、コンピューターがワイヤレスネット

ワークに接続できない場合があります。 ポリシーによってワイヤレスネットワークを定義する

場合は、正しいセキュリティプロトコルを選択する必要があります。 特に、Engine のこのリ

リースでは、WPA と WPA2 が区別されます。その結果、ワイヤレスネットワークを WPA と

して構成し、実際のネットワークを WPA2 に設定している場合は、構成された情報が使用され

ません。 
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USB CD‐ROMを使用してロー

カル仮想マシンをインストー

ルする前に、USB CD‐ROMを

Engine に割り当てます。 



USBドライブを使用してイメージをエクスポートできない場合がある 
USB ドライブを使用して仮想マシンのイメージをエクスポートできない場合があります。 仮
想マシンのインポートまたはエクスポートに USB デバイスを使用する場合は、 初に、デバイ

スマネージャーコントロールパネルを使用して USB デバイスを Engine に割り当て、次に、イ

ンポートまたはエクスポート操作を開始します。 

Radeon GPUディスプレイを使用する一部のシステムがミラーモードで適切に機能しない場合

がある 
Radeon GPU ディスプレイを使用する一部のシステムでは、セカンダリモニターを設定すると

きにモニターが適切に機能しない場合があります。確認メッセージが表示されたら、［OK］ま

たは［Revert］をクリックして問題を解決します。 

ホットスワップネットワークデバイスにより接続が切断される場合がある 
現在、Engine は USB ドックを介して接続されているネットワークインターフェイスをサポー

トしていません。 

Windows 8 の制限事項 
Windows 8 仮想マシンを使用する場合は次の制限事項を考慮する必要があります。 

• マルチモニターを使用する場合、ネイティブ解像度で 2 つのディスプレイがサポートさ

れます（Windows 7、Windows XP と同じ）。 
• 準仮想化ドライバーのインストールに失敗します。 Windows 8 により、ローカルまた

はドメインアカウントの代わりに Microsoft Live アカウントを使ってログインできます。 
仮想マシンがローカルまたはドメインアカウント資格情報を使って準備されたら、PV
ドライバーのインストールに失敗します。 この問題を解決するには、仮想マシンにイ

メージ管理のため特に作成されたローカル管理者（またはドメインアカウント）として

ログインすることをお勧めします。 
• Windows ストアアプリ（以前の Metro アプリ）は現在 Engine では機能しません。 

切断されたモニターを有効にすると不具合が発生する 
ゲスト Windows ディスプレイマネージャーを使用してディスプレイを有効または無効にすると、

不具合が発生します。このリリースでは、Windows ディスプレイマネージャーを使用してディ

スプレイを有効または無効にしないでください。 

Nvidiaアーキテクチャに加えた変更により以前のバージョンを実行しているシステムに問題が

発生する場合がある 
nVidia Optimus テクノロジを使用しているカスタマーをサポートするために、これらのグラ 
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フィックスカードに対して使用するドライバーのアーキテクチャを変更しています。 したがっ

て、nVidia カードを使用して以前のバージョンの XenClient Engine 4.5 を実行している既存の

ユーザーは、実稼動環境に展開する前に、これらのデバイスをテストすることをお勧めします。  

WindowsインストーラーによってダウンロードされたISOはMD5 ファイルを伴う必用がある。 
XenClient Engine Windows インストーラーを使用するときに Web サーバーから Engine ISO を

ダウンロードすることを選択した場合は、MD5 ファイルも提供する必要があります。 MD5 フ

ァイルは、Citrix により ISO ファイルと共に提供されるチェックサムファイルです。その名前

は ISO ファイルと同じですが、拡張子.md5 が付いています。 MD5 ファイルが Web サーバー

にない場合は、インストーラーによって、ISO が破損しているとレポートされ、インストール

が実行されません。 MD5 ファイルを提供できない場合は、ISO をローカルドライブにダウン

ロードし、ローカルファイルのインストールオプションを選択する必要があります。  

 警告が生成されますが、MD5 ファイルなしでインストールを続行できます。 

 

再開するときに外部モニターが空白になっている場合がある 
外部モニターなしにシステムを一時停止し、次に、外部モニターを接続した状態でシステムを

再開した場合は（たとえば、ドックで再開するとき）、Windows が 2 つ目のディスプレイデバ

イスを検出しますが、その画面に何も表示されない場合があります。 この現象が発生した場合

は、外部モニターを取り外し、Windows がイベントを検出するまで待ち（ラップトップの画面

が更新されます）、外部モニターをドックに接続します。 

ダウンロードの速度が遅い 
Engine でダウンロードの速度（MB/秒ではなく、KB/秒で計測）が非常に遅くなる場合があり

ます。 このような場合は、Synchronizer のネットワークアダプターが［Large Send Offload］
処理を有効にしていないことを確認します。 

Windows Media Playerが外部ディスプレイでビデオを再生しない 
ラップトップが外部ディスプレイに接続されている場合は、Windows Media Player がビデオを

再生しません。 外部ディスプレイを取り外してビデオを再生するか、プラットフォームディス

プレイを切り替えるホットキー（Fn+F7 キー）を使用してモニターをミラーモードにします。 

確認ダイアログボックスが外部モニターに移動しない 
アクティブなディスプレイが変更されたとき、またはラップトップのカバーを閉じたときに確

認ダイアログボックスが表示される場合は、確認ダイアログボックスが新しいアクティブなデ

ィスプレイで表示されません。 この問題を解決するには、アクティブなディスプレイをダイア

ログボックスが表示される画面に戻し（または、ラップトップのカバーを開き）、ダイアログ

ボックスを閉じます。  
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