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はじめに 
本書は、NetScaler と XenMobile ソリューションによるエンタープライズモビリティを実現するための導⼊ガイド
です。 

Citrix XenMobile モバイルデバイス管理（MDM）と Citrix NetScaler®を組み合わせることにより、IT のモビリティ
およびコンシューマライゼーションが提示するスケーラビリティ、セキュリティ、アプリケーション可視性など
に関する難問を解決できる、完全でありかつスケーラブルな統合ソリューションを実現できます。 

XenMobile MDM は、お客様がお使いのモバイルアプリケーション、ネットワーク、データに関する完全な保護を
提供するほか、エンドツーエンドのセキュリティとコンプライアンスを保証します。一方、NetScaler は、すべて
のエンタープライズサービスおよびクラウドサービスの配信の最適化、保護、制御を実現します。この 2 つの製
品を組み合わせることで、スケーリングの実施、アプリケーション向けの⾼可用性の確保、セキュリティの維持
を⾏うと同時に、モビリティの導⼊および管理コストを削減できます。 

NetScaler は、必須のデータセンターセキュリティ機能の拡張ポートフォリオを提供します。これらの機能は、モ
バイルユーザー、および同ユーザーが使用するアプリケーションとデータにとって重要となります。また、
NetScaler は、非常に重要なアプリケーションセキュリティ、ネットワーク/インフラストラクチャーのセキュリ
ティ、ID およびアクセス管理などの機能も提供します。NetScaler を XenMobile MDM と組み合わせることで、IT
部門がモバイルユーザーやモバイル企業のセキュリティニーズをサポートできるようにする、緊密に結合された
ソリューションを提供できます。 

XenMobile MDM をサポートしているサーバーの直前に NetScaler を導⼊することで、⾼速な負荷分散とコンテン
ツ切り替え、HTTP 圧縮、コンテンツキャッシング、SSL ⾼速化、アプリケーションフローの可視性、強⼒なア
プリケーションファイアウォールなどの機能を、単一の使いやすいプラットフォームへと結合できます。 

本書について 
本書は、NetScaler ソフトウェアのリリース 10.1 を実⾏している NetScaler アプライアンスに適用されるもので
あり、本書の説明では、必要な機能ライセンスがすべて利用可能であると仮定されています。本書では、XenMobile 

MDM と NetScaler を使用する 2 つのソリューションを設定するための手順をステップごとに紹介します。本書で
紹介する 2 種類のユースケースは次のとおりです。 

• すべての暗号化されたトラフィックが XenMobile Device Manager（XDM）サーバーに直接送信される
ように、NetScaler 上で負荷分散と SSL ブリッジングを設定します。 

• XenMobile デバイス管理サービスと NetScaler を使用して、ActiveSync のフィルタリングを設定しま
す。 

前提条件 
これらの導⼊シナリオの設定を開始する前に、次に示す製品がインストール済みであることを確認します。 

XenMobile XDM 

最新の XenMobile XDM を使用する必要があります。詳細については、
http://support.citrix.com/proddocs/topic/cloudgateway/xmob-mdm-landing-page-con.html を参照してください。 

  



 

4 

XenMobile NetScaler Connector 

XenMobile NetScaler Connector（XNC）は、Exchange ActiveSync プロトコルに対応したリバースプロキシとし
て動作することで、ActiveSync クライアントに関するデバイスレベルの権利認証（authorization）サービスを
NetScaler に提供します。権利認証は、XenMobile Device Manager 内で定義されているポリシーの組み合わせに
よって制御されるほか、XNC によりローカルに定義されているルールによっても制御されます。 

XDM は、⾼レベルのポリシー（脱獄デバイスの検出や特定アプリケーションの検出など）とのコンプライアンス
に基づく、ホワイトリスト/ブラックリスト設定機能を提供します。XNC のローカルルールは、通常、特定のオー
バーライドが必要とされる場合（例えば、特定のオペレーティングシステムを使用しているデバイスをすべてブ
ロックする場合など）に、XDM を強化するために使用されます。 

XNC に関する詳細は、http://support.citrix.com/proddocs/topic/cloudgateway/xmob-xnc-landing-con.html を参照し
てください。 

NetScaler ソフトウェアバージョン 10.1 を実⾏している NetScaler アプライアンス 

NetScaler は、⾼性能のネットワークアプライアンスとして、およびソフトウェアベースのアプライアンスとして
提供されているため、モバイル導⼊環境において最大の柔軟性を発揮します。 

NetScaler MPX または VPX をデータセンターに設置する場合、次のことを⾏う必要があります。 

1.  MPXアプライアンスをラックマウントに設置するかまたはVPXアプライアンスをプロビジョニングします。 

手順については次のサイトを参照してください。 

• NetScaler MPX アプライアンスをラックマウントに設置する手順 
http://support.citrix.com/proddocs/topic/netscaler-getting-started-map-10/nsinstpk-install-ns-wrapper.ht

ml 

• NetScaler VPX 仮想アプライアンスをプロビジョニングする手順 
http://support.citrix.com/proddocs/topic/netscaler-10/ns-gen-nsvpx-wrappercon-10.html 

2.  初回設定時に、NetScaler IP アドレス（NSIP）、サブネットマスク、サブネット IP アドレス（SNIP）を割り
当てます。 

NetScaler アプライアンスは、コマンドラインインターフェイス（CLI）とグラフィカルユーザーインターフェ
イス（GUI）を提供します。初回アクセス用に、すべての NetScaler アプライアンスは、デフォルトの NSIP
として 192.168.100.1 が、デフォルトのサブネットマスクとして 255.255.0.0 が設定された状態で出荷され
ます。ただし、初回設定時に、ユーザーは新しい NSIP とサブネットマスクを割り当てることができます。 

NetScaler アプライアンスを初めて設定する場合の手順については、 
http://support.citrix.com/proddocs/topic/netscaler-getting-started-map-10-1/ns-initialconfig-using-ftu-wizard-t
sk.html を参照してください。 

3.  必要なライセンスファイルをアップロードして適用します。 

4.  負荷分散仮想サーバーを作成する場合、SSL 証明書と秘密鍵が当該アプライアンス上またはローカルシステ
ム内で利用できることを確認します。 

5.  SSL および統合キャッシング機能を有効にします。 

• SSLを有効にするには、NetScalerのGUIにアクセスし、［Configuration］タブで［Traffic Management］
をクリックした後、［SSL Offload］を右クリックし、［Enable］を選択します。 

• 統合キャッシングを有効にするには、［Configuration］タブで［Optimization］をクリックした後、
［Integrated Caching］を右クリックし、［Enable］を選択します。 
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導入例 1：XDM サーバーの負荷分散 
NetScaler の負荷分散機能は、Web ページやその他の保護されているアプリケーションに対するユーザー要求を、
同じコンテンツをホスティング（またはミラーリング）している複数のサーバーに分散します。負荷分散は、主
として非常に頻繁に使用されるアプリケーションに対するユーザー要求を管理し、性能の低下や機能停止を防ぎ、
保護されているアプリケーションにユーザーが常に快適にアクセスできることを保証するために使用されます。 

クライアントデバイスは、ポート 80、443、8443 を通じて XDM サーバーに接続します。NetScaler 上で、ポート
443 および 8443 を待ち受けることでセキュアなトラフィックの負荷分散を設定します。また、ポート 80 を待ち
受けることで、HTTP トラフィックの負荷分散を設定します。 

NetScaler アプライアンス上で SSL ブリッジを設定することで、同アプライアンスがすべてのセキュアなトラ
フィックを XDM サーバーに直接ブリッジングすることが可能となります。同アプライアンスは、ブリッジングさ
れるトラフィックのオフローディングや⾼速化は⾏いません。Web サーバーは、すべての SSL 関連の処理を取り
扱う必要があります。また、NetScaler を通過するトラフィックは暗号化されるため、コンテンツ切り替え、
SureConnect、キャッシュリダイレクションなどの機能は使用できません。 

シトリックスは、SSL 処理のオーバーヘッドに対処するために、⾼速化ユニット（PCI ベースのアクセラレータ
カードなど）を XDM サーバーにインストールすることを推奨します。 

このユースケースでは、次の機能を設定します。 

• 負荷分散 

• SSL 

接続構成図 

2 つの主要コンポーネントである NetScaler と XDM サーバーから構成されます。モバイルデバイスからの暗号化
されたデータが XDM サーバーに対して負荷分散される様子を下記の図に示します。 

 

モバイルデバイス 

暗号化データ 暗号化データ

負荷分散と 

SSL ブリッジング 

XDM サーバー1

XDM サーバー2

XDM サーバー3 
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設定ユーティリティを使用した設定手順 

お使いの NetScaler アプライアンスの NetScaler IP（NSIP）アドレスをブラウザのアドレスバーに⼊⼒して設定
ユーティリティにアクセスし、次の手順を実⾏します。 

1 シトリックスのログオンページで、
［User Name］と［Password］の各
テキストボックスに、お 使いの
NetScaler アプライアンスのユーザー
名 と パ ス ワ ー ド を ⼊ ⼒ し ま す 。
［Deployment Type］ドロップダウン
リストで［XenMobile MDM］を選択
し ま す 。［ Start in ］ リ ス ト で
［Configuration］を選択します。 

注：サブネット IP アドレスを設定し
ていない場合、同アドレスを設定する
よう促されます。プロンプトに従って
SNIP を設定し、ライセンスをアップ
ロードします。 

 

2 ［XenMobile Setup］ウィンドウで、
［Load Balance XenMobile Device 
Managers（MDM Servers）］を選択
した後、［Continue］をクリックしま
す。 

注：XenMobile の負荷分散をセット
アップする前にこのウイザードを使
用したことがある場合、概要ページの
代わりに［Configuration］タブがオー
プンします。右ペインで［Load 
Balance XenMobile Device 
Managers（MDM Servers）］をクリッ
クします。 

 

3 ［ LB Virtual Server for Device 
Management］の下にある［Name］
テキストボックスに負荷分散仮想
サーバーの名前を、［IP Address］テ
キストボックスに同サーバーの IP ア
ド レ ス を そ れ ぞ れ ⼊ ⼒ し た 後 、
［Continue］をクリックします。 
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4 ［MDM Server Instances］の下にあ
る［Service Name］テキストボック
スに MDM サーバーを表すサービス名
を、［Server］テキストボックスに同
MDMサーバーの IPアドレスをそれぞ
れ⼊⼒した後、［Create］をクリック
します。 

 

作成される仮想サーバーとサービスの詳細情報が、下記の図のように表示されます。 

 

HTTP トラフィックの負荷分散をセットアップするための設定手順 

セキュアなトラフィックの負荷分散用にNetScalerを設定することに加えて、ポート80を待ち受けることでHTTP
トラフィックの負荷分散を⾏うよう仮想サーバーを設定できます。 

1.  前のセクション設定ユーティリティを使用した設定手順で示したすべての手順を実⾏します。 

2.  ［Configuration］タブ上のナビゲーションペインで、［Traffic Management］→［Load Balancing］→
［Services］をクリックします。 

3.  右ペインで［Add］をクリックし、ポート 80 で HTTP トラフィックを待ち受けるサービスを追加します。
［Create Service］ダイアログボックス内にある［Service Name］および［Server］の各テキストボック
スにそれぞれ対応する値を⼊⼒した後、［Protocol］ドロップダウンリストから［HTTP］を選択し、［Port］
テキストボックスに 80 と⼊⼒します。その後、［Create］をクリックし、［Close］をクリックします。 

4.  ナビゲーションペインで、［Load Balancing］→［Virtual Servers］をクリックします。 

5.  詳細ペインで［Add］をクリックし、ポート 80 で HTTP トラフィックを待ち受ける仮想サーバーを追加し
ます。［Create Virtual Server］ダイアログボックス内にある［Name］および［IP Address］の各テキスト
ボックスにそれぞれ対応する値を⼊⼒した後、［Protocol］ドロップダウンリストから［HTTP］を選択し、
［Port］テキストボックスに 80 と⼊⼒します。 

6.  ［Services］タブ上で、サービス［Svc_HTTP］の隣にあるチェックボックスをオンにし、このサービスを
仮想サーバーにバインドします。その後、［Create］をクリックし、［Close］をクリックします。 
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導入例 2：ActiveSync フィルタリングの設定 
このシナリオでは、NetScaler アプライアンスは、クライアントと XNC および CAS サーバー間に配置されます。
クライアントデバイスからの要求はすべて NetScaler アプライアンスに送信されます。NetScaler はその⼊⼒をデ
バイスの詳細と共に XNC に送信し、当該デバイスに関する情報（同デバイスがホワイトリストまたはブラックリ
ストに記載されているデバイスであるかどうか）を取得します。XNC からの応答に基づいて、NetScaler はブラッ
クリストに載っているデバイスからの接続をドロップするか、またはホワイトリストに載っているデバイスから
の要求をバックエンドサーバーに転送します。 

また、NetScaler には、XNC からのコールアウト応答をローカルキャッシュ内に格納する機能があります。同じ
デバイスから引き続き要求を受け取った場合、NetScaler は、格納されているコールアウト応答を使用して、接続
をドロップするかそれとも要求を転送するかをローカルに決定します。 

XenMobile Setup ウイザードを使用してこのユースケースを設定すると、次に示す機能が自動的に設定されます。 

• 負荷分散：負荷分散機能は、Web ページやその他の保護されているアプリケーションに対するユーザー
要求を、同じコンテンツをホスティング（またはミラーリング）している複数のサーバーに分散します。
負荷分散は、主として、非常に頻繁に使用されるアプリケーションに対するユーザー要求を管理し、性
能の低下や機能停止を防ぎ、保護されているアプリケーションにユーザーが常に快適にアクセスできる
ことを保証するために使用されます。 

詳細については、
http://support.citrix.com/proddocs/topic/netscaler-traffic-management-10-map/nslb-wrapper-con-10.ht
ml を参照してください。 

• SSL：SSL ⾼速化用に設定された Citrix® NetScaler®アプライアンスは、SSL 処理をサーバーからオフ
ローディングすることにより、SSL トランザクションを透過的に⾼速化します。  

詳細については、
http://support.citrix.com/proddocs/topic/netscaler-trafficmanagement-10-map/ns-ssl-wrapper-con-10.ht
ml を参照してください。 

• HTTP コールアウト：特定のタイプの要求に関して、またはポリシー評価時に特定の基準が満たされた
場合に、ポリシー評価手順を一時的に停止し、サーバーから情報を取り出した後、その情報に応じて固
有のアクションを実⾏したい場合があります。または、特定のタイプの要求を受信した際に、データベー
スの更新や、Web サーバー上でホスティングされているコンテンツを更新したい場合もあります。
HTTP コールアウトを使用すると、これらのタスクを実⾏できるようになります。 

HTTP コールアウトとは、NetScaler により生成され、ポリシー評価時に特定の基準が満たされた場合
に外部サーバーへと送信される HTTP 要求のことです。サーバーから取り出された情報がデフォルト
の構⽂ポリシー式により分析された後、適切なアクションが実⾏されます。 

詳細については、
http://support.citrix.com/proddocs/topic/ns-mainappexpert-10-map/netscaler-http-callouts-gen-wrapper

-10-con.html を参照してください。 

• Responder：この機能を使用すると、要求の送信者、要求の送信元の場所、要求が送信された時間、
およびその他のセキュリティやシステム管理に関する条件に基づいて応答を返すことができます。また、
複雑な機能の呼び出しを回避することにより、複雑な処理を必要とする要求の処理にかかる CPU サイ
クルや時間を削減できます。 

詳細については、
http://support.citrix.com/proddocs/topic/ns-mainappexpert-10-map/ns-responder-wrapper-con-10.html
を参照してください。  
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• 統合キャッシング：この機能を使うと、NetScaler が XNC からの HTTP コールアウトの応答をローカ
ルキャッシュ内に格納し、後続の要求に関してはこの格納された応答を再利用するようにできます。 

この機能は、NetScaler アプライアンス上にインメモリストレージを提供することで、オリジンサー
バーへのラウンドトリップを必要とせずに Web コンテンツをユーザーに提供します。静的なコンテン
ツをキャッシュする場合、統合キャッシュは初期設定をほとんど必要としません。統合キャッシュを
有効にした後、基本的なセットアップ（キャッシュが使用することを許される NetScaler アプライア
ンスのメモリ量の決定など）を実⾏するだけで、統合キャッシュは、組み込み型のポリシーを使用し
て、特定のタイプの静的コンテンツ（シンプルな Web ページや画像ファイルなど）の格納と提供を⾏
うようになります。また、通常はキャッシングが可能でないとマークされている動的なコンテンツ
（データベースレコードや株価情報など）を格納および提供するように統合キャッシュを設定するこ
ともできます。 

要求または応答が、組み込み型のポリシーまたはユーザー定義ポリシーに指定されているルール（論
理式）に一致する場合、NetScaler アプライアンスは、そのポリシーに関連付けられているアクション
を実⾏します。デフォルトでは、すべてのポリシーはキャッシュされたオブジェクトを格納し、デフォ
ルトのコンテンツグループからそれらのオブジェクトを取り出します。ユーザーが、異なるタイプの
コンテンツに関して独自のコンテンツグループを作成することもできます。 

詳細については、
http://support.citrix.com/proddocs/topic/nsoptimization-10-map/ns-IC-gen-wrapper-10-con.html を参照
してください。 

接続構成図 

下記の図に示すように、NetScaler アプライアンス、XenMobile Device Manager、XenMobile NetScaler Connector
という 3 つの主要コンポーネントから構成されます。 

 

  

モバイルデバイス

データベース 
サーバー 

XDM サーバー

ホワイトリスト/ 

ブラックリスト 
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上記の図には、次のようなトラフィックフローが示されています。 

1.  まず、ActiveSync 要求がクライアントから NetScaler に送信されます。 

2.  続いて、NetScaler は、クライアントデバイスの詳細に関する情報を取得する要求を XNC サーバーに送信し
ます。 

3.  XNC サーバーは NetScaler に応答（allow または deny のいずれか）を送信します。 

4.  この応答が allow である場合、NetScaler は対応する ActiveSync 要求を Exchange Server に送信します。
この応答が deny である場合、NetScaler は対応する ActiveSync 要求を破棄します。 

5.  続いて、NetScaler が Exchange Server からその ActiveSync 要求に対する応答を受け取ると、NetScaler は
その応答をクライアントに送信します。 

設定ユーティリティを使用した設定手順 

お使いの NetScaler アプライアンスの NetScaler IP（NSIP）アドレスをブラウザのアドレスバーに⼊⼒して設定
ユーティリティにアクセスし、次の手順を実⾏します。 

1 シトリックスのログオンページで、
［User Name］と［Password］の各
テキストボックスに、お 使いの
NetScaler アプライアンスのユーザー
名 と パ ス ワ ー ド を ⼊ ⼒ し ま す 。
［Deployment Type］ドロップダウン
リストで［XenMobile MDM］を選択
し ま す 。［ Start in ］ リ ス ト で
［Configuration］を選択します。 

注：サブネット IP アドレスを設定し
ていない場合、同アドレスを設定する
よう促されます。プロンプトに従って
SNIP を設定し、ライセンスをアップ
ロードします。 

 

2 ［XenMobile Setup］ウィンドウで、
［Load Balance MS Exchange with 
Email Filtering ］ を 選 択 し た 後 、
［Continue］をクリックします。 

注：XenMobile の負荷分散をセット
アップする前にこのウイザードを使
用したことがある場合、概要ページの
代わりに［Configuration］タブがオー
プンします。右ペインで［Load 
Balance MS Exchange with Email 
Filtering］をクリックします。 
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3 ［LB Virtual Server for Exchange 
CAS］の下にある、［Name］、［ IP 
Address］、および［Port］の各テキ
ストボックスに、負荷分散仮想サー
バーに関する必要な値をそれぞれ⼊
⼒し、［Continue］をクリックします。 

 

4 ［Certificate］の下にある［ Install 
Certificate］をクリックします。 

［Choose Certificate］フィールドの
右側にある［Browse］ボタンをクリッ
クし、当該アプライアンス上または
ローカルシステム上にある証明書
ファイルを選択します。続いて、
［Choose Key］フィールドの右側に
ある［Browse］ボタンをクリックし、
当該アプライアンス上またはローカ
ルシステム上にあるキーファイルを
選択します。その後、［Continue］を
クリックします。 

注： 

［Certificate］の下にある［Choose 
Certificate ］ を ク リ ッ ク す る と 、
［Certificate］ドロップダウンリスト
が表示されます。作成済みの証明書を
このリストから選択できます。 

［Certificate］の下にある［Use Test 
Certificate ］ を ク リ ッ ク す る と 、
［Certificate FQDN］テキストボック
スが表示されます。作成したい証明書
の名前をこのテキストボックスに⼊
⼒します。 

 

5 ［ Exchange CAS Service 
Instances ］の下にある［ Service 
Name］、［Server］、および［Port］
の各テキストボックスに、CAS サー
バーを表すために必要となるサービ
スの値を⼊⼒した後、［Create］をク
リックします。 

 



 

12 

6 ［Create New Service］をクリックし
て複数のサービスを追加し、［Done］
をクリックします。 

 

7 ［XenMobile NetScaler Connector
（XNC） ActieSync Filtering］の下
にある［Callout Protocol］フィール
ドで［http］を選択します。 

［XNC IP Address］テキストボック
スに使用する XenMobile NetScaler 
Connector の IP アドレスを⼊⼒し、
［Port］テキストボックスに XNC

サーバーが待ち受けるポート番号を
⼊⼒した後、［Continue］をクリック
します。 

 

8 これまでに⾏った設定の詳細が表示
されます。［Done］をクリックして設
定を完了します。 

 

トラブルシューティングのヒント 
このセクションでは、HTTP コールアウト、統合キャッシング、SSL オフローディングに関する問題のトラブル
シューティングに役⽴つ情報を紹介します。 

負荷分散に関する統計量 

SSL 負荷分散仮想サーバーに関する統計量を表示するには、次のコマンドを使用します。 

stat lb vserver ssl_v1 

次のような出⼒が表示されます。［State］カウンタには、仮想サーバーの状態が UP であるかそれとも DOWN で
あるかが表示されます。SSL オフローディングを使用する場合、仮想サーバーの状態は UP でなければなりませ
ん。［Vserver hits］カウンタには、仮想サーバーが受け取ったヒット数が表示されます。 
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HTTP コールアウトに関する統計量 

NetScaler が HTTP コールアウト式を検出すると、NetScaler は一時的にポリシー評価を停止し、指定された HTTP

コールアウト用に設定されたパラメータを使用して、HTTP 要求を HTTP コールアウトエージェントに送信しま
す。NetScale が HTTP コールアウトエージェントに送信するすべての要求は、［Hits］カウンタを使用して記録さ
れます。コールアウトのヒット数を表示するには show httpcallout コマンドを使用します。 

NetScaler のコマンドプロンプトで次のように⼊⼒すると、 

show httpcallout active_sync_filter 

次のような出⼒が表示されます。 

 

［Hits］カウンタは、コールアウトのヒット数を表します。 

［Hits］カウンタの値が増加しない場合、次のいずれかの処置を⾏います。 

1.  ping コマンドを使用して、クライアントと Netscalar 間のネットワーク接続を検証します。 

2.  クライアントトラフィックが発生している際に、［Vserver Hits］カウンタの値が増加するかどうかを確認し
ます。 

NetScaler のコマンドプロンプトで次のように⼊⼒すると、 

stat lb vserver cas_server 

次のような出⼒が表示されます。ここで、［Vserver Hits］カウンタの値をチェックします。 
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3.  NetScalar アプライアンス上でパケットを捕捉し、HTTP ヘッダ内のコンテンツが Netscalar の
httpCallout/responder ポリシーに一致しているかどうか、および XNC がコールアウト応答を正しく受信して
いるかどうかを確認します。また、その応答に HTTP エラーが含まれていないことを確認します。 

NetScaler のコマンドプロンプトで次のように⼊⼒すると、 

> start nstrace -size 0 

Done 

> show nstrace 
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次のような出⼒が表示されます。 

 

この出⼒は、NetScaler アプライアンス上でトレースが開始されたことを示します。ここで、クライアントからサ
ンプルの要求を送信します。 

トレースを停止するには、NetScaler のコマンドプロンプトで次のように⼊⼒します。 

> stop nstrace 

Done 

NetScaler のシェルプロンプトに⼊るには、NetScaler のコマンドプロンプトで次のように⼊⼒します。 

> shell 

続いて、cd コマンドを使用して/var/nstrace/<timestamp>/ ディレクトリに移動します。このディレクトリ
内に nstrace1.cap という名前のファイルがあることを確認します。 

SCP または FTP を使用して、このキャプチャ済みの PCAP 出⼒ファイルを任意のコンピューター上にダウンロー
ドした後、Wireshark を使用してこのファイルをオープンします。 

統合キャッシュに関する統計量 

NetScaler アプライアンス上でキャッシング機能が正しく動作していることを確認するには、次のタスクを実装す
る必要があります。 

1.  Network Time Protocol（NTP）サーバーを設定していること、および XNC サーバーと NetScaler の両方で
NTP 同期を有効にしていることを確認します。NTP の設定は、キャッシングが正しく動作するために必要と
なります。 

NetScaler アプライアンスのローカルクロックを NTP サーバーと同期するように NetScaler アプライアンス
を設定できます。これにより、当該 NetScaler アプライアンスのクロックが、お使いのネットワーク上にあ
るその他のサーバーと同じ日付および時刻設定を持つことを保証できます。 

お使いのアプライアンス上でクロックの同期を設定するには、設定ユーティリティまたは NetScaler のコマ
ンドラインを使用して、NTP サーバーエントリを ntp.conf ファイルに追加するか、または手動で ntp.conf

ファイルを変更した後、NTP デーモン（NTPD）を起動します。同アプライアンスの再起動、アップグレー
ド、ダウングレードを⾏った場合でも、クロック同期の設定は変化しません。ただし、この設定は、⾼可用
性設定環境におけるセカンダリ NetScaler アプライアンスには伝搬しません。 

NTP サーバーの設定手順については、
http://support.citrix.com/proddocs/topic/ns-system-10-map/ns-ac-config-clk-syncusing- conutil-cli-tsk.html を
参照してください。 

注：ローカル NTP サーバーを保有していない場合、NTP の公式サイト（http://www.ntp.org）の［Public Time 
Servers List］の下にあるオープンアクセスが可能なパブリック NTP サーバーのリストを確認します。パブ
リック NTP サーバーを使用するよう NetScaler を設定する前に、［Rules of Engagement］のページ（すべ
ての Public Time Server ページへのリンクを含む）を必ずお読みください。 

2.  オブジェクトを格納するためのメモリをキャッシュに割り当てる必要があります。これを確認するには show 

cache parameter コマンドを使用します。 
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NetScaler のコマンドプロンプトで次のように⼊⼒すると、 

show cache parameter 

次のような⾏が出⼒されます。 

Memory usage limit （active value ）: <memory set> Mbytes 

例： 

> show cache parameter 
Integrated cache global configuration: 
Memory usage limit: 6000 MBytes 
Memory usage limit（active value）: 4000 MBytes 
Maximum value for Memory usage limit: 7824 MBytes 
Via header: NS-CACHE-9.2: 230 
Verify cached object using: HOSTNAME 
Max POST body size to accumulate: 4096 bytes 
Current outstanding prefetches: 0 
Max outstanding prefetches: 4294967295 
Treat NOCACHE policies as BYPASS policies: YES 
Global Undef Action: NOCACHE 

この値が表示されない場合、メモリがキャッシュに割り当てられていないことを意味します。メモリを統合
キャッシュに割り当てない場合、すべての要求がサーバーに送信されることになります。このため、コマンド
set cache parameter を使用してメモリをキャッシュに割り当てる必要があります。NetScaler アプライア
ンスの任意のモデルで、それが搭載しているメモリ全体の半分をキャッシュに割り当てることができます。た
だし、内部のメモリの依存性があるため、シトリックスは、全メモリの半分よりも少ない量のメモリをキャッ
シュに割り当てることを推奨しています。例えば、512MB のメモリをキャッシュに割り当てるには、NetScaler
のコマンドプロンプトで次のコマンドを実⾏します。 

set cache parameter –memLimit 512 

キャッシュに関する統計量を表示するには、次のオプションのいずれかを使用します。 

• stat cache 

キャッシュ統計量の要約を表示します。 

• stat cache –detail 

キャッシュ統計量の完全な詳細を表示します。 

この出⼒に含まれている［Hits］カウンタには、キャッシュにより提供される応答の総数が示されています。 

例 

> stat cache 



 

18 
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付録 
この付録では、本書で紹介した 2 つの例の設定に関する要約を示します。 

注：すべての設定は、NetScaler ソフトウェアのバージョン 10.1.118.7 上でテスト済みです。 

導入例 1 の設定要約： 

• 負荷分散仮想サーバー 

• XDM サーバー 

設定例 

enable ns feature lb 

add ns ip 192.168.1.1 255.255.255.0 –type MIP –vSer ver DISABLED 

 

add service Svc_SSL_Bridge_443 192.68.1.11 SSL_BRID GE 443 

add service Svc_SSL_Bridge_8443 192.68.1.11 SSL_BRI DGE 8443 

add service Svc_HTTP 192.68.1.11 HTTP 80 

 

add lb vserver VS_SSL_Bridge_443 SSL_BRIDGE 192.168 .1.101 443 

add lb vserver VS_SSL_Bridge_8443 SSL_BRIDGE 192.16 8.1.101 8443 

add lb vserver VS_HTTP HTTP 192.168.1.101 80 

 

bind lb vserver VS_SSL_Bridge_443 Svc_SSL_Bridge_44 3 

bind lb vserver VS_SSL_Bridge_8443 Svc_SSL_Bridge_8 443 

bind lb vserver VS_HTTP Svc_HTTP 

導入例 2 設定要約： 

• XNC サーバー：HTTP コールアウト 

• ActiveSync サービス 

• SSL 負荷分散仮想サーバー 

• キャッシング 

• Responder 

設定例 

enable ns feature LB SSL IC RESPONDER 

add ns ip 10.102.58.190 255.255.255.128 -type MIP 

 

add service XNC1 10.102.58.200 HTTP 9080 

add lb vserver active_sync_filter_vserver HTTP 0.0. 0.0 0 

bind lb vserver active_sync_filter_vserver XNC1 

 

add service CAS1 10.102.58.183 SSL 443 

add lb vserver CASVserver SSL 10.102.58.191 443 

bind lb vserver CASVserver CAS1 

 

add ssl certKey pi-srv -cert "/nsconfig/ssl/pi-srv. cert" -key 
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"/nsconfig/ssl/pi-srv.key" 

bind ssl vserver CASVserver -certkeyName pi-srv 

 

add policy httpCallout active_sync_filter 

add policy httpCallout active_sync_filter_deviceid 

set policy httpCallout active_sync_filter -vServer 

active_sync_filter_vserver -returnType TEXT -hostEx pr 

"\"callout.asfilter.internal\"" -urlStemExpr 

"\"/services/ActiveSync/Authorize\"" -parameters 

user （HTTP.REQ.HEADER（"authorization" ）.AFTER_STR（"Basic 

" ）.B64DECODE.BEFORE_STR（":" ）.HTTP_URL_SAFE） 

agent （HTTP.REQ.HEADER（"user-agent" ）.HTTP_URL_SAFE） ip （CLIENT.IP.SRC ） 

url （（"https://"+HTTP.REQ.HOSTNAME+HTTP.REQ.URL ）.B64ENCODE） 

resultType （"json" ） -resultExpr "HTTP.RES.BODY （20）" 

set policy httpCallout active_sync_filter_deviceid -vServer 

active_sync_filter_vserver -returnType TEXT -hostEx pr 

"\"callout.asfilter.internal\"" -urlStemExpr 

"\"/services/ActiveSync/Authorize\"" -parameters 

user （HTTP.REQ.HEADER（"authorization" ）.AFTER_STR（"Basic 

" ）.B64DECODE.BEFORE_STR（":" ）.HTTP_URL_SAFE） 

agent （HTTP.REQ.HEADER（"user-agent" ）.HTTP_URL_SAFE） ip （CLIENT.IP.SRC ） 

url （（"https://"+HTTP.REQ.HOSTNAME+HTTP.REQ.URL ）.B64ENCODE） 

resultType （"json" ） DeviceId （HTTP.REQ.URL.QUERY.VALUE（"DeviceId" ）） - 

resultExpr "HTTP.RES.BODY （20）" 

 

add responder policy active_sync_filter 

"HTTP.REQ.URL.QUERY.CONTAINS（\"DeviceId\" ）.NOT && 

HTTP.REQ.URL.STARTSWITH（\"/Microsoft-Server-ActiveSync\" ） && 

HTTP.REQ.METHOD.EQ（POST） && 

HTTP.REQ.HOSTNAME.EQ（\"callout.asfilter.internal\" ）.NOT && 

SYS.HTTP_CALLOUT（active_sync_filter ）.SET_TEXT_MODE（IGNORECASE）.CONTA 

INS（\"allow\" ）.NOT" DROP 

add responder policy active_sync_filter_deviceid 

"HTTP.REQ.URL.QUERY.CONTAINS（\"DeviceId\" ） && 

HTTP.REQ.URL.STARTSWITH（\"/Microsoft-Server-ActiveSync\" ） && 

HTTP.REQ.METHOD.EQ（POST） && 

HTTP.REQ.HOSTNAME.EQ（\"callout.asfilter.internal\" ）.NOT && 

SYS.HTTP_CALLOUT（active_sync_filter_deviceid ）.SET_TEXT_MODE（IGNORECA 

SE）.CONTAINS（\"allow\" ）.NOT" DROP 

 

set cache parameter -memLimit 200 -via "NS-CACHE-10 .0: 180" 

add cache selector Url_Match "HTTP.REQ.URL.QUERY.VA LUE（\"url\" ）" 

 

add cache selector DeviceId_Match HTTP.REQ.URL.PATH  

HTTP.REQ.HOSTNAME "HTTP.REQ.URL.QUERY.VALUE（\"DeviceId\" ） + \"-\" + 

HTTP.REQ.URL.QUERY.VALUE（\"user\" ）" 

add cache contentGroup Req_with_DeviceId -relExpiry  300 - 

hitSelector DeviceId_Match 

add cache contentGroup Req_without_DeviceId -relExp iry 300 - 

hitSelector Url_Match 

 

add cache policy cache_req_with_DeviceId -rule 

"HTTP.REQ.HEADER（\"Host\" ）.CONTAINS（\"callout\" ） && 
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HTTP.REQ.URL.QUERY.CONTAINS（\"DeviceId\" ）" -action CACHE - 

storeInGroup Req_with_DeviceId 

add cache policy cache_req_without_DeviceId -rule 

"HTTP.REQ.HEADER（\"Host\" ）.CONTAINS（\"callout\" ） && 

HTTP.REQ.URL.QUERY.CONTAINS（\"DeviceId\" ）.NOT && 

HTTP.REQ.URL.QUERY.CONTAINS（\"url\" ）" -action CACHE -storeInGroup 

Req_without_DeviceId 

 

bind lb vserver active_sync_filter_vserver -policyN ame 

cache_req_without_DeviceId -priority 90 -gotoPriori tyExpression END 

-type REQUEST 

bind lb vserver active_sync_filter_vserver -policyN ame 

cache_req_with_DeviceId -priority 100 -gotoPriority Expression END - 

type REQUEST 

 

bind lb vserver CASVserver -policyName 

active_sync_filter_deviceid -priority 90 -gotoPrior ityExpression END 

-type REQUEST 

bind lb vserver CASVserver -policyName active_sync_ filter - 

priority 100 -gotoPriorityExpression END -type REQU EST 

関連資料 
• スケーリングとキャパシティに関するガイドライン 

シトリックスの内部的な Sales Knowledge Base をご覧ください 

• XenMobile および NetScaler 関連のホワイトペーパー 

http://citrix.com/content/dam/citrix/en_us/documents/products/deliver_enterprise_mobility_xenmobile_

netscaler.pdf 

• 例 1 に関するブログ： 

http://blogs.citrix.com/2013/03/12/fronting-xenmobile-mdm-with-netscaler/ 

• SSL ブリッジング： 

http://support.citrix.com/proddocs/topic/netscaler-traffic-management-10-map/nsssl-bridging-tsk.html 

• HTTP コールアウト： 

http://support.citrix.com/proddocs/topic/ns-main-appexpert-10-map/netscalerhttp-callouts-gen-wrapper
-10-con.html 


