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1 ページ 

端末エミュレーションが必要で、

Reflection for IBM が 
お気に入りの方... 

...Reflection 2011 はお客様のご期待

に応えます! 
Reflection for IBM® 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、PComm 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 Reflection 製品の最新バー

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、最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

る制御を最大限に高め、デスクトップの脆弱性を最小限

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、Reflection for IBM 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。 
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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 7、
Vista、XP、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。 

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。 

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。 

セッションへの接続 
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。 

 
クイックアクセスツールバーは、ワークスペース上部にあ
ります。 

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 

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。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。 

クイックアクセスツールバーの使用  
クイックアクセスツールバーを使うと、よく使用するタ

スクにワンクリックでアクセスできます。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。よく使用するタスクにすぐにアクセ

スできるように、このツールバーをカスタマイズするこ

とができます。 

ツールバーにコマンドを追加するには、  または  
をクリックして [操作] リストから操作を選択します。 

代替インタフェース 
Reflection 2011 では、インタフェースを次の 3 種類

から選択できます。[リボン]、[ブラウザ]、または [ク
ラシック] です。 

[リボン] インタフェースでは、Microsoft Windows 
7 および Office 製品のルックアンドフィールを共有し

ます。リボンの拡張可能なグラフィカルインタフェース

から、Reflection の機能と設定にアクセスします。既

定では、Reflection は [リボン] で開きます。  

 
[リボン] ユーザインタフェース 

[ブラウザ] インタフェースでは、画面の専有面積が最大

化される最新の Web ブラウザのインタフェースと似た

ルックアンドフィールを採用しています。[ブラウザ] で
は、[Reflection] メニューから機能と設定にアクセス

します。 

 
[ブラウザ] ユーザインタフェース 

注意: [リボン] インタフェースは、Office 製品とは多少異なります。 

[クラシック] インタフェースは、以前の Reflection ア
プリケーションに似ています。[クラシック] UI では、

ワークスペース内に開けるドキュメントは 1 つのみで、

その他の機能は使用できません。 

http://www.attachmate.jp/Evals/Evaluate.htm�
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インタフェースを切り替えるには、次を実行します。 
1. Reflection 2011 で [ファイル] - [Reflection ワ

ークスペースの設定] を選択します。 
2. [ワークスペース設定の構成] をクリックします。 
3. [ユーザインタフェース] - [表示形式] リストで [ユ

ーザインタフェースモード] を選択します。 
4. Reflection 2011 を閉じ、次に再度開いて、変更を

確認します。 
クラシックモードを試してみた場合でも、再びリボンモ

ードまたはブラウザモードに切り替えて評価を続けるこ

とができます。 
Reflection 2011 を全画面モードで実行することができ

ます。ワークスペース下部のステータスバーの右隅に、

画面のアイコン  が表示されており、クリックすると

全画面モードと通常モードを切り替えられます。  
[リボン] で全画面モードに切り替えると、リボンが最小

化されます。リボンを元のサイズに戻すには、リボンの

タブのどれか（セッション、外観、ツール）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。 
レイアウトを作成するには  

• 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、Reflection ではそのレイアウト

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。 

統合ブラウザ 
Reflection 2011 には統合 Web ブラウザがあり ([ブラ

ウザ] インタフェースモードとは異なります)、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。   

 
[リボン] を使用したレイアウトの例 (左) と代替の [ブラウザ] インタフェース (右) 
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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で、

[Web] を選択して [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。 

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、優れた機能を提供します。  

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

行うことが可能です。 

また、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。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

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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Reflection のブラウザには、その他の検索機能が備わ

っています。ブラウザの [検索] ボックスで、

Reflection のコマンドを検索してアクセスできます。

また、セッションにも接続できます。 

ブラウザでコマンドにアクセスするには 

• [検索] ボックスにコマンドの頭文字を入力します。

検索結果からコマンドを選択します。 

ブラウザでセッションに接続するには 

• 接続の種類とホスト名を入力します。  

例えば、以下の形式を使用して 3270 端末用に 
Telnet セッションを開くことができます。 

tn3270://hostName 

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

は、Reflection 2011 の Windows 7 への対応レベル

について知りたいと思っているかもしれません。 

Reflection 2011 は、Compatible with Windows 7 
ロゴを獲得しているだけでなく、Windows 7 に備わる

セキュリティと生産性の強化機能を最大限活用するよう

に最適化されています。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。 

Reflection 2011 は Microsoft からライセンスの許諾

を得て、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、端末エ

ミュレーションレルムとしては独自に実装されているリ

ボン機能は、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. [マクロの収録] ボタン  を再度クリックして収録

を停止します。 

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。 

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 の最大顧客の 1 つですが、

製品のセキュリティ機能に対して最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 
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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。 

ミッションクリティカルなホストデータの保護 

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情報プライバシ機

能が用意されています。 

I. 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情報プライバシ機

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. リボンで [ファイル] - [Reflection ワークスペー

スの設定] を選択します。([ブラウザ] モードでは、

[Reflection] メニューから、[設定] - [Reflection 
ワークスペースの設定] (Reflection Workspace 
Settings) を選択します。)  

2. [Reflection ワークスペースの設定] (Reflection 
Workspace Settings) で、[情報プライバシの設

定] をクリックします。 

3. [プライバシフィルタ] で、[追加] をクリックしてか

ら、[単純表現] ボックスに # 記号を入力して、保

護するデータ桁数を表示します。例えば、次のよう

に入力します。 

###-###-#### 

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。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、ハイフンなしの別のフィルタが 2 つ必要で

す。例えば、次のように入力します。 

########## 

4. [プライバシフィルタ特別編集ルール] で、データの

特別編集方法を指定します。 

• Office ツール統合などの生産性機能に表示され

ないように機密データを編集するには、[端末な

しで使用する場合にデータを特別編集する]を選

択します。 

• 画面のデータを特別編集するには、[表示データ

を特別編集する (IBM 端末のみ)] を選択しま

す。 

5. [OK] をクリックして、変更を保存します。 

6. データが特別編集されることを検証するために、電

話番号データを表示するホストアプリケーションに

接続します。 

II. クレジットカードデータの保護 
組織が PCI DSS (Payment Card Industry 
Data Security Standard) の要件を満たすように、

Reflection は、ホスト画面で入力または保存されてい

るクレジットカードまたはデビットカードのデータを自

動的に保護することもできます。クレジットカードデー

タを保護する場合をみてみましょう。 

1. リボンで [ファイル] - [Reflection ワークスペー

スの設定] を選択します。([ブラウザ] モードでは、

[Reflection] メニューから、[設定] - [Reflection 
ワークスペースの設定] (Reflection Workspace 
Settings) を選択します。)   

2. [Reflection ワークスペースの設定] (Reflection 
Workspace Settings) で、[情報プライバシの設

定] をクリックします。 

3. [プライマリアカウント番号 (PAN) 検出ルール] - 
[シンプルな PAN 検出]を選択します。 

4. [プライマリアカウント番号 (PAN) 検出ルール] で、

[特別編集を有効にする] - [表示データを特別編集

する (IBM 端末のみ)] - [入力中にデータを特別編

集する (IBM 端末のみ)]を選択します。 

5. [OK] をクリックして、変更を保存します。 

6. クレジットカード番号を入力するのに十分な長さの

ある入力フィールドを含むホストアプリケーション

に接続します。 

7. 財布からクレジットカードを取り出して、入力フィ

ールドに番号を入力します。最後の数字を入力する

時に、最後の 4 桁を除いて、クレジットカード番号

が特別編集されることに注意してください。 

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、最近の入力履歴、画

面履歴など、Reflection 2011 独自の生産性機能は、日々
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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。これらのツールすべ

て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。 

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。データを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 (また

はブラウザの [Reflection] メニューから [表示] - 
[オフィスツール] を選択します)。 

[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([ブラウザ] 

モードを使用している場合、[Reflection] メニューか

ら [表示] - [画面履歴] を選択して画面履歴を表示でき

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。 

 

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 柔軟性の最大化 
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最大化するた

[画面履歴] 画面 
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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 ロゴを取得した最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

スの詳細については、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。 

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、約 30 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 投資を最大化し、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。 

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 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最小限に抑えます。 

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。 

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。 

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。 

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.jp/Support/ を参照してください。 
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