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端末エミュレーションが必要で、EXTRA! がお

気に入りの方へ 

Reflection 2011 はお客様のご期待に応えます! 

EXTRA!® から Reflection 2011® へのアップグレードは
驚くほど簡単です。Reflection 2011 を初めて起動してみ
ると、既存のマクロ、キーボードの割り当て、およびセッシ
ョンファイルの動作が期待したとおりであることがわかりま
す。また、Reflection または RUMBA エミュレーションソフ
トウェアをお使いであった場合、それらのセッションおよび
マクロも問題なく機能します。Reflection 2011 を使用す
れば、高度な生産性や安全なマルチホスト接続などで信
頼できる機能を手に入れることができます。 

Reflection 2011 は、単に EXTRA! または Reflection 製
品の 新バージョンであるにとどまりません。Reflection 
2011 は、10 年前からお使いのオペレーティングシステム
用に設計されたアプリケーションではなく、Compatible 
with Windows 7 ロゴの使用権を獲得し、Windows 7 ア
プリケーションおよび Microsoft Office アプリケーションの
両方に独自に統合するエミュレータを提供します。 

Reflection 2011 に内蔵の一連のセキュリティ機能のうち、
重要部分の機能がこの Windows 7 統合により提供さ

れます。これらの機能は、拡大し続ける社内外のセキュリ
ティ要件を満たすことを目的としています。 

Reflection 2011 は、Windows 7 のユーザアカウント制
御 (UAC) と統合して、管理機能へのアクセスに対する制
御を 大限に高め、デスクトップの脆弱性を 小限に抑え
ます。 

Reflection 2011 は、米国連邦政府の厳正な FIPS 140-2 
標準に合格した、長年の実績ある暗号化モジュールに由
来するセキュリティコンポーネントを提供することで、送信
前、送信中、送信後のデータをセキュリティ保護します。 
これらのセキュリティ機能は、ホストおよびゲートウェイへ
の安全なアクセスを実現し、ホスト、ゲートウェイ、および
クライアントの信頼性確認用のツールを提供します。 
また、PCI (Payment Card Industry) 監査や Sarbanes-
Oxley、HIPAA (Health Insurance Portability and 
Accountability Act)、FISMA (Federal Information 
Security Management Act)、Basel II、EU Directive など、
データ保護に関する規制への準拠に対応します。 

他社の端末エミュレータのセキュリティはサードパーティの
パートナー経由で提供されることがあり、対応している認
証レベルが低いのが一般的です。Reflection 2011 は、エ
ミュレータと一体化し、セキュリティの開発やテスト、技術
サポートを担当する専門チームに支えられたシングルベ
ンダーソリューションをお客様に提供します。 

Reflection 2011 は、Microsoft Office アプリケーションと
シームレスに統合して、一貫したユーザエクスペリエンス
を提供します。また、EXTRA! で使用していた生産性機能
がかつてないほど強化されています。PComm、RUMBA、
HostExplorer ソフトウェア、旧バージョンの Reflection、
またはその他のエミュレータを使用してきたユーザにとっ

て、これらのツールによる生産性と効率性の向上は驚くべ
きものとなるでしょう。 

Reflection 2011 を使用すると、以下のことが可能になり
ます。 

 電子メールのメッセージや Word 文書を開いて、メッ
セージや文書の中に現在のホスト画面を自動で取り
込むことができます。 

 PowerPoint のプレゼンテーションに画面ショットを貼
り付け、複雑なホストアプリケーション用のトレーニン
グマニュアルを作成できます。 

 プライバシフィルタを構成して、機密データ (口座番号
や暗証番号など) がプレゼンテーションやメールメッセ
ージに表示されないようにすることができます。 

 IBM ホストへの接続時に、キー入力の手間と時間を
節約するためにオートコンプリート機能や自動拡張機
能を利用したり、エラーを減らすために内蔵のスペル
チェック機能を使用したりできます。 

Reflection 2011 は、単なるダム端末のエミュレーションで
はなく、強力で、生産性および安全性に優れた、使いやす
いエミュレーションセッションを可能にします。 

Reflection 2011 のワークスペースから、メインフレーム、
AS/400、UNIX、または OpenVMS の各ホストに接続で
き、セッションを必要な数だけ開くことができます。各セッ
ションはタブ付の専用ウィンドウ内に表示されるので、す
ばやく簡単にセッション間を移動できます。セッションドキ
ュメントには、マウスとキーボードの割り当て、テーマファ
イル、ホットスポットファイル、およびリボンへのポインタが
含まれています。これらは各セッションの動作をカスタマイ
ズするために使用できます。 

また、ワークスペース内には Web アプリケーションを開く
こともできるので、例えば、顧客データベースからコピーし
た住所をお使いのオンライン地図アプリケーションに貼り
付け、客先への道順を調べることもできます。あるいは、
Reflection .NET API モデルを使って、上記の操作を自動
的に行うカスタムアプリケーションを作ることも可能です。
好みに合わせてすべてのセッションを構成したら、それら
のセッションをワンクリックで開けるようにレイアウトファイ
ルとして保存できます。 

Windows 7 への移行準備ができていないからといって、
Reflection 2011 の高度な機能の活用をためらう必要はあ
りません。Reflection 2011 は、Windows XP、Vista、
Windows Remote Desktop Services、Citrix XenApp プ
ラットフォームなど、その他の仮想化プラットフォームをはじ
めとする既存の IT インフラストラクチャに対応しています。 

ご自分の目でお確かめください 

まだこのソフトウェアをお持ちでない方は、
http://www.attachmate.jp/Evals/Evaluate.htm にアクセ
スし、本製品の評価申請フォームに記入してください。
Reflection 2011 のダウンロードおよびインストール方法
が記載されたメールメッセージが送信されます。 

http://www.attachmate.jp/Evals/Evaluate.htm


REFLECTION® 2011 の評価 

ソフトウェアをインストールしたら、まず新しいユーザインタ
フェースを見てみましょう。 

[スタート] メニューから [Attachmate Reflection] - 
[Reflection ワークスペース] を選択し、Reflection 2011 
を開きます。ワークスペースを初めて開く時は、.NET 
Framework が読み込まれるまでに少し時間がかかる場
合があります。ワークスペースが開き、[ドキュメントの新規
作成] ダイアログボックスが表示されます。いったんウィン
ドウを閉じ、まずは Reflection 2011 のユーザインタフェ
ースに慣れることから始めましょう。 
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[ワークスペース] メニュー 

まず、左上の [ファイル] メニューをクリックして、よく使う機
能と 近使用したドキュメントのリストがある [ワークスペ
ース] メニューを開きます。 

メニューを閉じる場合は、Reflection 2011 の [ファイル] メ
ニューをもう一度クリックします。 

クイックアクセスツールバー 

ワークスペースウィンドウの上にある [クイックアクセス] ツ
ールバーを使うと、よく使うタスクにワンクリックでアクセス
できます。 

 
[クイックアクセス] ツールバー 

それぞれのボタンにマウスをポイントすると、機能説明の
ツールチップが表示されます。 

 

セッションウィンドウとリボン 

端末セッションを作成するには、以下の手順に従います。 

1. [クイックアクセス] ツールバーから [新規ドキュメ
ント] ボタン  をクリックします。 

2. [ドキュメントの新規作成] ダイアログボックスから設定
するセッションの種類を選択し、[作成] をクリックします。 

[5250 端末ドキュメントの新規作成] ダイアログボックス 

[ワークスペース] メニュー 

3. [ホスト名か IP アドレス] フィールドに入力し、[OK] を
クリックします。 

セッションがワークスペース内に開きます。 

 

セッションウィンドウとクイックアクセスツールバーの間に
表示されているのがリボンです。これは新しいメニューシ
ステムで、よく使うコマンドや機能をタブとしてまとめたもの
です。 も重要なものはボタンおよびメニューコントロール
として表示されます。関連するコントロールは、[生産性]、
[画面履歴] などの機能グループに分類されます。グルー
プはタブ上に配置されます。これらのグループは、ドキュメ
ントの外観の変更など、機能別に編成されます。 
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サンプルレイアウト 

マウスを各コントロールの上に移動して、ツールチップを表
示させてみてください。リボンを非表示にするには、リボン
タブをダブルクリックします。リボンタブをクリックすれば、も
う一度表示させることができます。各リボンタブをクリックし
て、それぞれに含まれている操作事項を見てみましょう。 

リボンは、自由にカスタマイズできます。[UI デザイ
ナ] を使用すると、新しいタブを作成したり、既存のタブの
コントロールを追加、削除、再編成したりできます (詳細に
ついては、本書で後ほど説明します)。 

Reflection 2011 を全画面モードで実行することができま
す。ワークスペースの下部にあるステータスバーの右側に、
画面のアイコン  が表示されています。リボンを 小化
して全画面表示にするにはそのアイコンをクリックします。 
リボンを元のサイズに戻すには、リボンタブをクリックし
ます。 

セッション情報は、セッションドキュメント内に保存されます。
セッションのセッションドキュメントを保存するには、
Reflection 2011 の [ファイル] メニューをクリックし、[名前
をつけて保存] を選択して名前を付けてから [OK] をクリッ
クします。 

レイアウト 

いつも複数のセッションを同時に開いて作業しているとい
う場合は、すべてのセッションを Web ページとともにレイ
アウトとして保存することができます。 

 Reflection 2011 の [ファイル] メニューで、[レイアウト
の保存] を選択します。 

保存されていないセッションが開いている場合は、保
存するかどうかを尋ねられます。 

レイアウトを開くと、そのレイアウトを保存した時に開いて
いたドキュメントがすべて自動的に開きます。また、ワーク
スペースは保存時と同じサイズと位置になり、構成された
ホストに端末セッションを接続します。 
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並べて表示されているウィンドウ内の各セッション 

統合ブラウザ 

Reflection 2011 には統合ブラウザがあり、ワークスペー
ス内のタブから Web ページを開くことができます。ワーク
スペース内に Web ページを追加するには、以下の手順
に従います。 

1. [クイックアクセス] ツールバーから [新規ドキュメント] 
ボタン  をクリックします。 

2. [ドキュメントの新規作成] ダイアログボックスから 
[Web] を選択し、[作成] をクリックします。 

3. [URL] ボックスに、MapQuest や Google マップなど、
お使いのオンライン地図アプリケーションの URL を
入力して、[OK] をクリックします。 

その地図アプリケーションが、ワークスペース内の専
用タブに表示されます。 
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端末セッションと Web ページは、お使いのコンピュータの
リソースが対応できる数だけ開くことができます。それぞ
れの Web ページは、ワークスペース内の専用タブの中に
開きます。 

セッションを左右に並べて表示したい場合は、セッションド

キュメントを、タブではなくウィンドウに表示することができ

ます。 

検索 

作業中のページ内の文字列を見つける検索機能は、現代
のアプリケーションの多くに備わった標準的な機能です。
Reflection 2011 の検索ツールは、一般的な検索ツール
をはるかに凌ぐ、並外れた機能を提供します。現在のドキ
ュメントが、ホストセッションやセッション設定、Web ページ、
さらにはオンラインヘルプであっても、もちろん検索するこ
とができます。 

開いている全セッションドキュメントの画面履歴の検索、
Windows デスクトップ検索、Google の Web 検索を行う
ことも可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

検索範囲を選択するに
は、ワークスペースの右上
隅にある [検索] ボックス
に検索文字列を入力
し、虫メガネのアイコンの
隣にある下向き矢印をク
リックします。 
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Windows 7 との統合 

デスクトップ管理、セキュリティ、および生産性の改善をは
かるために Windows 7 の導入をお考えのお客様の中に
は、Reflection 2011 での Windows 7 への対応レベルに
ついて疑問をお持ちの方がいらっしゃるかもしれません。 

Reflection 2011 は、Compatible with Windows 7 ロゴ
の使用権を獲得しています。すなわち、Windows 7 に備
わるセキュリティと生産性の強化機能を 大限活用する
ように設計されています。例えば、Reflection 2011 アクセ
ス許可マネージャと Windows 7 のユーザアカウント制御
の統合により、ユーザが Reflection 2011 で実行できる
操作を細かく指定できるようになっています。 

Windows 7 のルックアンドフィールを維持するために、
Reflection 2011 では Windows 7 Aero エクスペリエンス
を利用できます。これにより、ウィンドウ処理がよりスムー
ズになり、グラフィックの安定性が向上し、不具合のない
画面表示が得られ、簡易な開かれた環境を作成できます。
より重要なのは、Aero を使うと、周囲のインタフェースで
はなくコンテンツに専念できるようになるということです。 

Reflection 2011 は Aero を体感できることに加え、
Microsoft からライセンスの許諾を得て、2007 Microsoft 
Office Fluent ユーザインタフェースを組み込んでいます。
Reflection 2011 に実装されているリボン機能 (端末エミ
ュレーション製品としてはおそらく独自の実装) は、強力で
効率が良くカスタマイズ可能なインタフェースを提供し、お
客様の業務の要求に応えます。 

例えば、ホストアプリケーションの情報をコピーして別のホ
ストのアプリケーションに貼り付ける必要があるとします。
このような場合は、そのタスクを自動化し、リボンのボタン
から実行できるようにして、キー入力の手間と時間を節約
できます。 

ご自分で試していただくために、ホストセッションを 2 つ開
いてから、以下の手順に従って、マクロを収録し、ボタンを
作成してみてください。 

マクロの収録 

1. データのコピー元であるホストアプリケーションが表示
されていることを確認します。 

2. リボンの [ツール] タブで [マクロの収録] ボタン  を
クリックし、収録を開始します (このボタンが表示され
ていない場合は、ウィンドウを拡げます)。 

3. コピーするホストデータがある画面に移動します。 

4. データを選択し、右クリックして [コピー] を選択します。 

5. もう 1 つのセッションのタブをクリックします。 

6. データの貼り付け先の画面に移動します。 

7. カーソルを合わせ、右クリックして [貼り付け] を選択し
ます。 

8. リボンの [セッション] タブでもう一度 [マクロの収録] を
クリックし、収録を終了します。 

9. マクロに名前を付けて [OK] をクリックします。 

このマクロを実行するには、リボンの [セッション] タブで 
[マクロの実行] をクリックして、マクロの一覧の中から選択
します。 

このタスクが頻繁に実行されると考えられる場合は、内蔵
の UI デザイナユーティリティを使って、新しいマクロとして
ボタンをリボンに追加することができます。 

リボンへのボタンの追加 

1. ワークスペースで、マクロを実行するセッションのタブ
をクリックします。 

2. リボンの [外観] タブで [UI デザイナ] をクリックします。 

3. リボンのイメージの中からマクログループを選択しま
す。 

4. [コントロールの挿入] 画面で [ボタン] をクリックします。 

マクログループに新しいボタンが追加されます。 

5. [設定] 画面で [操作の選択] をクリックします。 

6. [操作] リストから、[Reflection ワークスペースマクロ
の実行] を選択します。 

7. [操作パラメータ] の下の [マクロを選択する] をクリッ
クし、このボタンに関連付ける VBA プロジェクトとマク
ロを選択して [OK] をクリックします。 

8. [設定] 画面で、[「Reflection ワークスペースマクロの
実行」の設定を変更する] を選択します。 

9. ラベルを変更し、ツールチップを追加します。 

10. 終了したら、[OK] をクリックします。 

リボンの [セッション] タブに新しいボタンが表示されま
す。 

クラシックモードへの切り替え 

Reflection 2011 の能力を活用したいが、ユーザにリボン
を提示する準備ができていない場合は、使い慣れたクラ
シックモードに切り替えることができます。 

1. Reflection 2011 の [ファイル] メニューをクリックしま
す。 

2. メニュー下部の [Reflection ワークスペースの設定] 
をクリックします。 

3. [ワークスペース設定の構成] をクリックします。 

4. 左の画面の [ジャンプ先] メニューで、[ユーザインタフ
ェース] をクリックします。 

5. [表示形式] で、[ユーザインタフェースモード] を [リボ
ン] から [クラシック] へ変更します。 

6. Reflection 2011 を閉じ、次に再度開いて、変更を確
認します。 
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クラシックモードを試してみた後に、再びリボンモードに切
り替えて評価を続けることができます ([ワークスペースの
設定] ページを開くには、[オプション] メニューから [グロー
バル設定] を選択するか、または、空のワークスペースを
開いている場合は、[ツール] メニューから [ドキュメントの
設定] を選択します)。 

Reflection 2011 をエミュレーションのユーザに提供するこ
とによって、強力な機能、強固なセキュリティ、Windows 7 
統合という、他にはない機能を活用できるようになります。
重要な点は、お客様の準備さえ整えば、Reflection 2011 
はいつでも Windows 7 に対応可能ということです。 

ホストセキュリティの強化 

顧客の機密データを取り扱う際には、複数のレベルで対
応できるセキュリティが必要になります。 

米国連邦政府は Attachmate の 大顧客の 1 つですが、
製品のセキュリティ機能に対して 高レベルの要求があり
ます。例えば、強力なデータ暗号化に対する FIPS 140-2 
や、強力な証明書ベースの 2 要素認証に対する国 
防総省 PKI、FDCC/USGCB (Federal Desktop  
Core Configuration/United States Government 
Configuration Baseline、Reflection 2011 がセキュリティ
保護されたデスクトップ構成に対応できることを証明する
もの) などがあります。 

Reflection の高レベルのセキュリティは、PCI 監査、
Sarbanes-Oxley、HIPAA、および Basel II によって推進
される非政府系要件への準拠を支援します。 

プライバシフィルタの設定 

Reflection 2011 には、顧客データを保護し、デスクトップ
のセキュリティを確保するための機能が用意されています。
プライバシフィルタを使用すると、暗証番号やクレジットカ
ード番号のような大切なホストデータを保護し、そのデータ
が出力されたり、保存されたり、コピーされたりするのを防
ぐことができます。 

顧客の電話番号と口座番号を保護する場合をみてみまし
ょう。Reflection 2011 を使えば、簡単に実行できます。 

1. ワークスペースで、リボンの [ツール] タブを選択します。 

2. [プライバシフィルタ] をクリックします。 

3. [追加] をクリックしてから、保護したいデータの数字を
表す # 記号を入力します。 

これらの番号は、ホストシステムでの表示に使われて
いる形式で入力してください。例えば、入力された電
話番号にハイフンが使われていたり、いなかったりす
る場合は、フィルタが 2 つ必要です (その場合、[追
加] をクリックしてから ###-###-#### と入力します。も
う一度 [追加] をクリックして、########## と入力しま
す。口座番号についても、同じように設定します)。 

4. [OK] をクリックして、変更を保存します。 

以上のフィルタによって、顧客の電話番号や口座番号を
守ることができます。 

安全なファイル転送 

Telnet や FTP のような従来のプロトコルは、本質的に安
全ではありません。これらのプロトコルでは、機密のホスト
データがリスクにさらされます。 

Reflection 2011 は、お客様のニーズに合わせて、そのよ
うなリスクの管理を支援し、既存のセキュリティインフラス
トラクチャ、ユーザレベルのセキュリティ機能、および今日
の厳格なセキュリティ要件を満たす暗号化技術に包括的
に対応します。このようなレベルのセキュリティは、競合他
社の製品では対応できません。 

ユーザ生産性の向上 

エンドユーザの生産性の向上は、お客様のビジネス目標
を達成するのに不可欠です。オートコンプリート、自動拡
張、スペルチェック、スクラッチパッド、 近の入力履歴、
画面履歴など、Reflection 2011 独自の生産性機能は、
日々の業務の中で何千というキー入力の手間を省き、呼
び出し回数を減らす一方で、顧客満足度を高めます。 

これらの機能が、システムに入力されるデータの品質を向
上させるということも重要です。これらのツールを備えたエ
ミュレータはほかにありません。 

Reflection 2011 は現行バージョンおよび旧バージョンの
オフィスアプリケーションと統合されているため、ボタンを
クリックするだけで、ホスト画面から Word 文書やメールメ
ッセージ、PowerPoint スライドにデータをコピーできます。 
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ホスト画面のメール送信 

営業担当者が、顧客アカウントの詳細な情報を必要として
いると想定しましょう。探しているデータを担当者に送信す
ることは以下の手順 (1–2–3) のとおり簡単です。 

1. 目的の画面に移動して [セッション] リボンの [オフィス
ツール] ボタン  をクリックします。 

[オフィスツール] 画面が開きます。 

2. [オフィスツール] 画面の、[新規作成] の下にある [メ
ールメッセージ] をクリックします。 

Reflection 2011 から Outlook の新規メールメッセー
ジが開きます。ここには現在の画面の内容が貼り付
けられています。画面に口座番号や電話番号がある
場合は、メールに貼り付けられた画像を確認してみて
ください。プライバシフィルタを設定してあるため、機
密情報はメールメッセージの画面イメージの中では隠
されています。 

3. 電子メールの送信先と題名の行を入力し、[送信] をク
リックします。 

ホスト画面のすばやい検索 

Reflection 2011 の画面履歴機能を使えば、以前の画面
に実際に戻らなくても、ホスト画面を確認して、それらの画
面をオフィスアプリケーションで使うことができます。 

リボンの [セッション] タブにある [画面履歴] ボタン  を
クリックして、画面履歴を表示します。ホスト画面を 4 ～ 5 
種類表示させてから、[画面履歴] 画面内でのそれらの外

観を確認してください。 
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ここで、宅配業者から電話があり、客先への道順を確認し
たいと言われた場合を想定します。その顧客データの画
面は、以前にも表示したことがあります。現在の表示から
画面を移動しなくても、[画面履歴] を使えば 2 種類の方
法でその画面を表示し、宅配業者に必要な情報を教える
ことができます。 

1. いくつかの画面を確認するだけの場合は、[画面履歴] 
画面をスクロールし、該当する顧客データ画面をクリ
ックして、メインセッションウィンドウに表示します。 

または 

多数の画面を確認する場合や、必要なデータを探す
のが難しい場合は、以下の手順を実行します。 

a. リボンの上にある検索ボックスに顧客の名前を入
力します。 

b. [検索] ボタン  の下向き矢印をクリックして 
[検索] メニューを開き、[画面履歴検索] を選択し

ます。 

検索結果は端末ウィンドウの下に表示されるの
で、必要なデータがある画面にすばやく移動でき
ます。 

2. 宅配業者に教える道順を確認するには、画面上の顧
客の住所を選択してコピーし、オンライン地図アプリ
ケーションのタブをクリックします。 

3. 目的地住所のフィールドにその住所を貼り付けます。 

これで、宅配業者からの電話に対応し、道順を教えること
ができました。 

 

Reflection 2011 の生産性機能は、データ入力とホスト移
動を迅速化し、ユーザの効率性を高めるとともに、データ
入力のエラーを減らします。 

IT 柔軟性の 大化 

IT インフラストラクチャは、常に進化し、ますます複雑にな
っています。お客様の投資収益率を 大化するためにも、
デスクトップアプリケーションは、その他のコスト節約型の 
IT 技術に対応しそれらの技術を活用する必要があります。 

Reflection 2011 は、Windows XP、Microsoft Active 
Directory、Microsoft Group Policy 技術、および各種の
アプリケーション仮想化技術をはじめとする既存の IT イ
ンフラストラクチャコンポーネントからなる構成に対応して
います。実際に、Reflection は、Citrix-Ready ロゴを取得
した 初のエミュレータです。 

Reflection 2011 をこれらの製品とともに使用するケース
の詳細ついては、Attachmate サポートサイトの技術ノー
ト 2380 を参照してください。 

Reflection 2011 は、ユーザ認可および認証に関して、既
存のセキュリティインフラストラクチャ内で機能します。
Reflection 2011 は、Kerberos および PKI 証明書に対応
しており、Reflection Administrator (アドオンとして入手可
能) を使えば、Reflection 2011 ユーザ構成とホストアク 
セスを一元的に管理できます。また、エンドユーザは、
Reflection 2011 セッションを Web ページから起動でき 
ます。 

[画面履歴] 画面 
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Reflection 2011 は、どの競合他社の端末エミュレーショ
ン製品よりも深いレベルで Windows 7 に対応しています。
また、広範なセキュリティオプションと独自のユーザ生産
性ツールを備え、従来および未来の技術に幅広く対応し
ています。 

現在の Attachmate 端末エミュレーションのソリューション
はすべて、IPv6 および 64 ビットコンピュータに対応してい
ます。また、現在、Attachmate は、アプリケーション仮想
化技術に広く対応することに重点的に取り組んでいます。 

Attachmate は、25 年間にわたり、未来技術に対応する 
IT ソリューションを開発してきました。進化を続けるお客様
のビジネスのために、Attachmate は、お客様の IT 投資
を 大化し、IT 組織の柔軟性を可能な限り実現するソリ
ューションの構築に全力を尽くします。 

Attachmate の実績あるツールおよびサービスを使えば、
この次世代の端末エミュレーションソリューションの標準化
を達成することができます。 

 
 

移行および対応の簡略化 
 デスクトップアプリケーション間の移行は簡単な作業では

ありません。これらの移行には、多大な時間とリソースを
要することがあります。 

 

 
複数のエミュレーション製品を使用しているということは、
貴重な IT リソースの浪費を継続的に引き起こすことにも
なります。問題は、長年にわたって作成してきたカスタム
マクロ、キーボードの割り当て、および設定ファイルを失わ
ずに、また、ユーザの日常業務を中断せずに、いかにして
単一ソリューションに統合するかを決定することにありま
す。このソリューションこそ Reflection 2011 なのです。 

 

Reflection® 2011 の詳細 

Reflection 2011 の詳細については、製品のオンラ 
インヘルプをご覧ください。ソフトウェアの評価版や製 
品の更新の詳細については、技術サポートサイト 
http://www.attachmate.com/ja-jp/Support/ を参照し
てください。 
 

Reflection 2011 に内蔵の互換性ツールは、強力なマク
ロ、キーボードの割り当て、および設定ファイルを実行して、
作業中断のリスクを 小限に抑えます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	端末エミュレーションが必要で、EXTRA! がお気に入りの方へ
	Reflection 2011 はお客様のご期待に応えます!
	ご自分の目でお確かめください
	[ワークスペース] メニュー
	クイックアクセスツールバー
	セッションウィンドウとリボン
	レイアウト
	統合ブラウザ
	検索
	Windows 7 との統合


	マクロの収録
	リボンへのボタンの追加
	クラシックモードへの切り替え
	ホストセキュリティの強化

	プライバシフィルタの設定
	安全なファイル転送
	ユーザ生産性の向上

	ホスト画面のメール送信
	ホスト画面のすばやい検索
	IT 柔軟性の最大化
	移行および対応の簡略化
	Reflection® 2011 の詳細


