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Reflection X Advantage へようこそ 
Reflection X Advantage は、1 台以上の PC または UNIX コンピュータにインストールし、X 
ウィンドウホスト上で X クライアントアプリケーションの作業を実行できるようにする X サーバで

す。 

以前のバージョンの Reflection X と同様に、1 台のコンピュータに Reflection X Advantage を
インストールし、X マネージャを使用してさまざまな X サーバ設定をカスタマイズしたり、X セ
ッションを開始したりすることができます。Reflection X Advantage では、X マネージャを使用し

て、実行中の X セッションに参加したり、セッションを抜けたりできるほか、ユーザ間、コンピュ

ータ間、およびプラットフォーム間でセッションを共有することもできるようになりました。実行中の

セッションの状況は、X マネージャからも、新しい管理ツールである管理コンソールからも監視

することができます。 

Reflection X Advantage を使用すると、圧縮機能や最適化機能によって狭い帯域幅や遅延の多

い接続による問題を解決できます。また、[ドメインサービス] オプション (ドメインモードでの実

行時に使用可能) を使用することで、(電源異常などが原因で発生する) セッションの喪失を防

ぐことができます。 

Reflection X Advantage は 3 つのアプリケーションで構成されます。コンピュータにインストール

した機能セットに応じて、次の 3 つのアプリケーションのうち 1 つまたは複数が [スタート] メ
ニューに表示されます。 

 X マネージャ: X ホストと X クライアントへのアクセス、セッションの構成と共有、およびセ

ッション状況の監視を行います。単独ユーザ環境では、通常、基本の単体アプリケーション

である、X マネージャをインストールします。Reflection X Advantage を従来の PC X サー

バとして使用する場合、必要なアプリケーションはこれのみです。 

 X マネージャ (ドメイン接続用): X ホストと X クライアントへのアクセス用にあらかじめ構

成されたパブリック定義を提供する一元管理ドメインに参加します。許可されたドメインユー

ザは、X セッションを起動できるほか、実行中の X セッションに参加したり、抜けたり、共

有したりすることができます。管理者が作成したすべての公開定義を使用でき、また自分自

身のみが使用できる個人用定義を作成することもできます。御使用の環境で、X ホストおよ

びクライアントに対するアクセスの一元管理を維持するために、分散アプリケーションとして 
Reflection X をインストールする場合は、X マネージャ (ドメイン接続用) をインストールし

ます。 

 管理コンソール: X サーバのグループのパフォーマンスを最適化することで、Reflection X 
ドメインの構成と管理、ドメイン認証の制御、および負荷分散処理を行います。許可された

ドメイン管理者は、X マネージャ (ドメイン接続用) と管理コンソールの両方をコンピュータ

にインストールします。 

  

注意: Reflection X のマニュアルでは、単独ユーザ向けである X マネージャアプリケーションと、

X マネージャ (ドメイン接続用) アプリケーションの両方を指して、総称的に「X マネージャ」と

いう名前を使用しています。両者を区別する必要がある場合、単独ユーザアプリケーションには、

「単体」、「スタンドアロン」、「単体モード」または「スタンドアロンモード」という用語を使用し (例
えば、X マネージャ単体)、分散されるドメインアプリケーションはフルネーム (X マネージャ (ド
メイン接続用)) または「ドメインモード」という用語で識別します。 
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機能 
従来の X サーバの機能に加えて、Reflection X Advantage は、次世代 X サーバの機能を多

数提供します。 

 セッションの共有と参加 

Reflection X Advantage の特許出願中のテクノロジを使用して、他のユーザとセッションを共

有することで、そのユーザに対して自分の X デスクトップおよび X アプリケーションの閲

覧を許可することができます。さらに、他のユーザが設定した共有セッションに参加すること

もできます。また、他のユーザが制御できるようセッションを構成することもできます。 

 セッションの保持とバックアップ 

Reflection X Advantage では、X クライアントを終了せずにセッションをサスペンドしたり「抜

ける」ことができます。オフィスや自宅でセッションに再び参加すると、サスペンド前の X ク
ライアントアプリケーションをすぐに使用できます。この機能を補完するものとして、

Reflection はセッションの継続機能を提供します。[ネットワークのフェイルオーバー] オプ

ションを有効にすると、セッションをネットワークサーバのメモリに保持し、ワークステーション

の電源が切れてもすぐ使用できるようにしておくことができます。 

 低速ネットワーク接続でのパフォーマンス向上 

狭い帯域幅や遅延の多い接続経由で接続している場合、Reflection X Advantage ドメイン

サービスを使用してパフォーマンスを改善することができます。Reflection X のテクノロジに

よって X プロトコルのキャッシュおよび圧縮を行い、特定の種類の X プロトコルの重複ラ

ウンドトリップをなくすことでパフォーマンスを最適化します。 

 セッション構成の一元化 

Reflection X のドメイン機能によって、エンドユーザのセッション設定が簡単になりました。

管理者は 1 つの場所で一元的にセッションを作成、保持し、ユーザに対してこれらのセッ

ションへのアクセスを許可することができます。ユーザはこのように一元的に構成されたセッ

ションを使用することで迅速に作業を開始できます。また、自分のワークステーション上で各

セッションを作成、構成することができます。 

 負荷分散 

負荷分散は、分散セッションを実行するメリットの 1 つです。分散セッション環境では、複

数のコンピュータに Reflection X Advantage がインストールされるため、ドメインノードも複

数作られます。セッションが開始されると、そのセッションは最も負荷の少ないドメインノード

で実行されます。 

 負座標に対応 

負の表示座標上にあるクライアントアプリケーションを、切り捨てずに完全に表示できるよう

になりました。 

 X11 の拡張機能に対応 

Reflection X は、Render、Damage、および XFixes などの X11 の拡張機能に対応してい

ます。 

 ネイティブ IME サポート 

ネイティブ IME サポートにより、ご使用のワークステーションの入力方式エディタ (IME) 
を使用して(日本語、韓国語、中国語などの) 文字を構成できます。Reflection X の XIM 
サーバで、構成されたテキストを IME から取得し、XIM を認識するクライアントに渡しま

す。このため、新しい入力方法を習得しなくてもさまざまな X クライアントで作業できます。 
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 X.509 証明書の認証 

Secure Shell 接続には、ユーザ認証とホスト認証の両方が必要です。Reflection X は、ユー

ザ認証の標準オプション (パスワードと公開鍵) のほか、X.509 証明書を使用した認証にも

対応しています。証明書は、Reflection X Advantage ストア、Windows 証明書ストア、または

スマートカードなどのデバイスに格納できます。また Reflection PKI Services Manager (証明

書の検証サービスを提供する無料ユーティリティ) をダウンロードしてインストールすること

で、Reflection X が X.509 証明書を持つホストを認証するよう構成することもできます。 

 

動作モード: ドメインモードと単体モード 
Reflection X は、「単体」モードまたは「ドメイン」モードのいずれかで実行できます。 

単体モード 

Reflection X を単体モードで実行することは、前身の Reflection X 14.0 を使用する場合と似て

います。単一のアプリケーション、X マネージャを使用し、Reflection X ドメインを設定する必要

はありません。基本的な X マネージャを使用して X ホストおよびクライアントにアクセスし、セ

ッションの構成と共有を行い、セッションの状況を監視します。これらはすべて、自分自身のデス

クトップから実行できます。 

ドメインモード 

Reflection X をドメインモードで使用すると、分散ドメインサービスにアクセスできます。分散ドメ

インサービスは、X セッション定義の一元管理、セッションの継続とバックアップ、およびドメイン

参加ユーザに対する認証サービスの制御に対応します。これらの機能を使用するには、管理者

は、Reflection X を 2 台以上のコンピュータにインストールし、ドメインを設定する必要がありま

す。 

ドメインにログオンして参加するには、ドメインモードのアプリケーションである、X マネージャ 
(ドメイン接続用) と管理コンソールを使用します。 

ドメイン管理者は、管理コンソールを実行して、Reflection X ドメインを構成および管理し、負荷

を分散して、一連の X サーバのパフォーマンスを最適化します。管理者グループのメンバの

みが、管理コンソールを実行する権限を持ちます。 

ドメインユーザは、X マネージャ (ドメイン接続用) を実行して、X ホストおよびクライアントへの

アクセスに使用される、あらかじめ構成された公開定義を提供するドメインにログオンします。許

可されたドメインユーザは、X セッションを起動できるほか、実行中の X セッションに参加した

り、抜けたり、共有したりすることができます。管理者が作成したすべての公開定義を使用でき、

また自分自身のみが使用できる個人用定義を作成することもできます。 
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システム要件 
Reflection X Advantage の具体的なシステム要件は、使用するハードウェアおよびソフトウェアの

組み合わせによって異なります。 

対応しているオペレーティングシステムとプラットフォーム 

 Windows 7,32 ビットおよび 64 ビット 

Windows Vista SP2 32 ビットおよび 64 ビット 

Windows XP SP3 32 ビットおよび 64 ビット 

Windows Server 2008 32 ビットおよび 64 ビット 

Windows Server 2008 R2 64 ビット 

Windows Server 2003 32 ビットおよび 64 ビット 

Linux 32 ビットおよび 64 ビット 

Solaris 32 ビットおよび 64 ビット 

Solaris Sparc 32 ビットおよび 64 ビット 

HP-UX PA-RISC 32 ビットおよび 64 ビット 

HP-UX Itanium 64 ビット 

Mac OS X 64 ビット 

Citrix Presentation Server/XenApp (マルチユーザ環境用) 

VMware 

プロセッサ 

 1 GHz、32 ビットまたは 64 ビット (1.5 GHz 以上のデュアルコア、32 ビットまたは 64 ビット推奨) 

2  章   
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システムメモリ (RAM) 

 Windows 7、Windows Vista、Mac OS X、および 
HP-UX 

1 GB (2 GB 推奨) 

 その他すべてのオペレーティングシステム 
(Windows XP、Linux、Solaris など) 

768 MB (2 GB 推奨) 

  

注意: 
 Reflection X のドメインコントローラおよびドメインノードのコンピュータ要件は、ドメイン上で

実行されるセッションの数と種類、およびセッションの構成方法によって異なります。 

 アプリケーションのヘルプを表示するにはインターネットブラウザが必要です。移動や検索

などのヘルプ機能を使用するには、JavaScript を有効にする必要があります。対応ブラウザ

には、IE 6 以上、Firefox 2 以上、および Google Chrome などがあります。 

 技術ノート 2505 (『http://support.attachmate.com/techdocs/2505.html』) では、Reflection 
X Advantage のセキュリティ機能に関するセキュリティの問題について説明しています。こ

れらの機能を使用する場合は、この技術ノートを定期的に参照して関連する更新情報を確

認する必要があります。 

 Attachmate では、システム要件のガイドラインの作成にあたり、Attachmate の製品以外の

機能に関しては (個別に確認できない) 発行資料を参考にしています。したがって 
Attachmate では、このような製品に関する質問や問題点については製造元に直接問い合

わせることをお勧めします。 

 

 

Reflection X Advantage のインストール 

Windows でインストールするには 

1 Windows アカウントを使用して管理者権限でログオンします。 

2 ダウンロードサイトから、Windows ダウンロードリンクをクリックし、ダウンロードプログラムを

実行します。 

3 インストーラファイルの位置を選択して、[次へ] をクリックします。指定した位置にファイル

が抽出され、Attachmate インストールプログラムが開始します。 

4 どの機能がインストールされるかを表示または変更するには、[機能選択] タブをクリックし

ます。既定では、X マネージャ がインストールされます。Reflection X をドメインモードで実

行するためにインストールできる Reflection X Advantage の追加機能の概要については、

「インストールする必要がある機能」 (『12 ページ

注意: 

』) を参照してください。 

 Reflection X 2011 または Reflection Suite for X 2011 をインストールする場合、Reflection X 
Advantage はその他の使用可能なアプリケーションと同じインストーラに含まれます。 

 インストーラの使用に関する追加情報については、Attachmate インストールプログラムの
機能 (『13 ページ』) を参照してください。 

 インストールログの表示については、インストーラの [詳細設定] タブ (『13 ページ』) を
参照してください。 

http://support.attachmate.com/techdocs/2505.html�
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 管理インストールでは、製品はワークステーションにインストールされません。管理者用イン

ストールポイントにファイルがコピーされます。このネットワーク上の場所は、配布ツールがワ

ークステーションに配布するパッケージにアクセスして作成するのに使用します。エンドユ

ーザはこの場所にある setup.exe を実行して、ワークステーションへのインストールを実行

することができます。 Windows インストールのカスタマイズと配布の詳細情報については、

「インストールの詳細 (Windows)」 (『59 ページ』) を参照してください。 

 

UNIX でインストールするには 

1 ダウンロードサイトからプラットフォーム用のインストールパッケージをダウンロードします。 

2 ダウンロードファイルを解凍します。例えば: 

unzip -d rx-advantage-3.0.999-prod-linux.zip  

展開されたパッケージには、さまざまなプラットフォームにインストールするためのバイナリフ

ァイルが含まれています。UNIX プラットフォームに適したファイルの位置を確認します。 

注意: zip ユーティリティを使用して .zip 形式の UNIX パッケージを解凍する方法について

は、技術ノート 1925 (『http://support.attachmate.com/techdocs/1925.html』) を参照してくださ

い。 

3 Windows コンピュータで解凍した場合は、プラットフォーム用のインストールパッケージファ

イルを UNIX コンピュータにコピーします。 

4 root としてログインし、インストールパッケージファイルを含んでいるディレクトリまで移動し

ます。 

5 インストールパッケージの権限を変更して、ファイルオーナに実行権限を与えます。例: 

chmod 744 rxa-3.0.999-prod-i586-linux.bin  

6 インストールプログラムを起動します。例: 

./rxa-3.0.999-prod-i586-linux.bin 

注意: 上記のコマンドは、X11Windows ディスプレイが必要な InstallAnywhere インストールプ

ログラムを起動します。コマンドラインインストールを開始するには、パラメータ -i console を追

加できます。例: 
./rxa-3.0.999-prod-i586-linux.bin -i console 

7 インストール中に機能の選択を変更できます。既定では、X マネージャ がインストールさ

れます。Reflection X をドメインモードで実行するためにインストールできる追加機能の概

要については、「インストールする必要がある機能」 (『12 ページ

注意: UNIX システムの場合、インストールログは以下の場所に作成されます。
/opt/rxadvantage/Attachmate_Reflection_X_Advantage_InstallLog.log. 

』) を参照してくださ

い。 

http://support.attachmate.com/techdocs/1925.html�
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Mac でインストールするには 

1 インストールファイル (*.dmg) を Mac にダウンロードします。 

2 インストールファイルをダブルクリックします。 

インストーラメタパッケージファイル (*.mpkg) とマニュアルフォルダを含む Finder ウィンド

ウが開きます。 

3 メタパッケージファイルをダブルクリックしてインストールを開始します。 

4 インストール対象の機能を表示または変更するには、[インストールの種類] の手順から 
[カスタマイズ] ボタンをクリックします。既定では、X マネージャ がインストールされます。

Reflection X をドメインモードで実行するためにインストールできる追加機能の概要につい

ては、「インストールする必要がある機能」 (『12 ページ

注意: Mac の場合、インストールログは以下の場所に作成されます。
/var/log/install.log.  

』) を参照してください。 

 

インストールする必要がある機能 
既定では、X マネージャ (スタンドアロン) がインストールされます。Reflection X ドメインを構成

する予定がある場合は、追加機能をインストールする必要があります。次の表に、一部の典型

的なインストール構成を示します。各ドメイン機能の動作の詳細については、Reflection X ドメイ
ンの計画 (『43 ページ』) を参照してください。 

注意:1 台のコンピュータで Reflection X Advantage 機能の任意の組合せをインストールし、使

用することができます。次の表にガイドラインを示します。ただし、これらの構成に制限されませ

ん。例えば、同じコンピュータで X マネージャ (スタンドアロン) と X マネージャ (ドメイン接

続用) の両方をインストールし、実行する場合があります。 

これを構成するには これらの機能をインストールする 

スタンドアロンユーザワークステ

ーション  
   

 X マネージャ 
  

ドメインユーザワークステーショ

ン 
  

 X マネージャ (ドメイン接続用) 
  

ドメイン管理者  X マネージャ (ドメイン接続用) 

 管理コンソール 
  

ドメインコントローラ  X マネージャ (ドメイン接続用) 

 管理コンソール 

 Reflection X サービス (すべての機能) 
    > ドメインコントローラを実行する 
    > セッションを許可する 

  

ドメインノード  Reflection X サービス 
    > セッションを許可する 
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セットアッププログラムの機能 (Windows) 
Windows コンピュータでダウンロード済みファイルを抽出した後、あるいは DVD または管理

者用インストールポイントから setup.exe プログラムをダブルクリックすると、Attachmate インス

トールプログラムが自動的に開始します。タブを使用して Windows インストールを構成します。 

 

機能および言語の選択 
[機能の選択] タブを使って、インストールする製品機能を選択します。  

インストールする機能、コンポーネント、および言語を選択するには 

1 [機能の選択] タブをクリックします。 

2 アイテムごとに、以下のオプションから選択します。 

選択 目的 

 [機能をローカルのハードディスクドラ

イブにインストールする] 
アイテムをインストールします。 

 [機能を必要時にインストールする] アイテムをアドバタイズします。例えば、[スタート] 
メニューからコンポーネントを選択でき、必要な時

にそのアイテムをインストールします。 

 [機能を使用不可にする] アイテムがインストールされていない状態にしま

す。この場合でも、後で Windows の [プログラム

の追加と削除] コントロールパネルを使ってアイテ

ムをインストールすることができます。 

 

 

インストーラの [詳細設定] タブ 
表示方法 

1 Attachmate インストールプログラム (setup.exe) を実行します。 

2 [詳細設定] タブをクリックします。 

オプションは次のとおりです。 

 [この PC にインスト

ールする] 
使用しているコンピュータに Reflection X をインストールします。 

 [管理者用インストー

ルイメージをサーバ

に作成する] 

注意: 管理者用インストールでは、実際に製品がインストールさ

れるわけではなく、Reflection X をエンドユーザに配布するため

に使用できるインストールイメージが作成されます。 

管理者用インストールイメージを作成すると、Reflection X のイメ

ージがネットワーク上の場所にコピーされ、後に複数のワークステ

ーションへのインストールに使用されます。このネットワーク上の

場所は、配布ツールがワークステーションに配布するパッケージ

にアクセスして作成するのに使用します。また、エンドユーザはこ

の場所にある setup.exe を実行して、インストールを実行しま

す。 

 ログファイル設定 既定ではインストールログファイルが作成されますが、インストー

ルが正常に完了するとこのファイルは削除されます (この構成に
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より、インストールの正常な終了後に、大きいログファイルが蓄積

されなくなります)。 正常に終了した分を含めてすべてのインスト

ールのログファイルを保存するには、[インストールのログファイル

を作成する] をオンにして、[インストールが正常に完了した場合

は、ログファイルを削除する] をオフにします。 

インストールログファイルは、インストールに関する詳細情報を提

供するもので、ユーザの一時ディレクトリ (%tmp%) に保存され、

atm で始まるファイル名が自動生成されます。このフォルダを開く

には、[スタート] - [ファイル名を指定して実行] コマンドで、%tmp% 
を入力します。 

 

 

アップグレードおよび移行 

Reflection X Advantage 2.x からのアップグレード 
Reflection X Advantage 2.x からアップグレードしている場合は、以下に注意してください。 

 バージョン 2.x の既存のコピーの上にバージョン 3.0 をインストールできます。(バージョン 
2.x はインストールプロセスの一部としてアンインストールされます。データベースファイルは

そのまま残ります。) 

 2.x データベースファイルは、初めて Reflection X Advantage を起動するとき、自動的に現

在のバージョンに移行されます。 

 Reflection X Advantage をドメインモードで実行する場合は、ドメイン内のすべてのコンピュ

ータを同時にアップグレードする必要があります。 

 

旧来の Reflection X 設定の移行 
Reflection X Advantage (X マネージャ または X マネージャ (ドメイン接続用)) を初めて起動

すると、旧来の Reflection X 製品 (v.13 または 14) のローカル設定が自動的に移行され、

Reflection X 定義ファイル (*.rxd) に保存されます(旧来の Reflection X ファイルは変更されま

せん)。移行された設定をインポートするかどうかの確認が表示されます。 

注意: X マネージャ または X マネージャ (ドメイン接続用) を初めて起動する時に設定をイ

ンポートしないことを選択した場合は、移行された設定を後でインポートすることができます。こ

のオプションを使用すると、移行された設定をインポートする前に既定の構成を調べる機会が得

られます。 

設定を後でインポートすることにした場合は、次の手順を使用します。 

移行された設定を定義ファイルからインポートするには 

1 X マネージャ または X マネージャ (ドメイン接続用) から、[ファイル] > [インポート] を
クリックします。 

2 Windows ユーザプロファイルフォルダまで移動し、移行された設定を含んでいる定義ファイ

ルの位置を確認します。定義ファイルの名前は、設定が移行された製品とバージョンを示し

ています。 例:Reflection X 14_0_7.rxd 

Windows XP での既定の場所: 
\Documents and Settings\<ユーザ名>\.attachmate\rx\migration\ 

Windows 7 と Windows Vista での既定の場所: 
\Users\<ユーザ名>\Documents\.attachmate\rx\migration\ 

3 [定義のインポート] ダイアログボックスで、すべての定義を選択します。 
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4 [インポート] をクリックします。  

移行された設定の使用 

Reflection X は、クライアント設定を *.rxc ファイルに格納し、X サーバ設定を Windows レジ

ストリに格納します。Reflection X Advantage は、すべての設定をデータベースに格納します。移

行ユーティリティで作成された設定をインポートすると、設定はデータベースに追加されます。イ

ンポートされた設定は、新しいセッション、サーバ、クライアント、またはその組合せの定義として

表示されます。Reflection X ではセッション定義が使用されないため、インポートされた設定を

使用する前にセッションの動作を理解しておくと便利です。Reflection X (旧来) と Reflection X 
Advantage の違いについて、および移行された設定の理解を深めるには、技術ノート 2390 
(『http://support.attachmate.com/techdocs/2390.html』) を参照してください。 

注意:rxmigrate コマンドラインユーティリティを使用して、手動で設定を移行することもできます。

これは、構成された設定が共有ネットワーク位置にある場合に便利です。これらの設定は自動

的に移行されません。 

 

旧来の Reflection X 製品からの移行に関する機能ガイド 
古い Reflection X 製品 (バージョン 13 または 14) からアップグレードする場合、Reflection X 
Advantage の X マネージャのユーザインタフェースに多くの同じ機能が含まれており、以前の

バージョンとは異なる動作をする機能があります。 

以下の表に、Reflection X Advantage の新しい X マネージャの機能とそのアクセス方法を示し

ます。 

Reflection X バージョン 14.x での名前 Reflection X Advantage での名前/場所 

クライアントファイル (.rxc) 

 

[クライアントの定義] (『84 ページ

クライアントテンプレート 

』) 

以前に個々のクライアントテンプレートで提供されていた

機能は、[クライアントの定義] 画面の対話型フィール

ド、および管理者の作成した公開クライアントの定義 
(『86 ページ

クライアントの接続設定 

』)で処理されます。 

([メソッド]、[ホスト名]、[ユーザ名]、[パスワ

ード]、および [コマンド] など) 
 

[クライアントの定義] 画面 

クライアント接続詳細設定  

 クライアント起動接続の保持 [クライアントの定義] > [詳細設定] ボタン > [接続を保

持する] 

 Secure Shell オプション [クライアントの定義] > [詳細設定] ボタン > [全般], 
[暗号化]、および [認証] タブ 

 Secure Shell 鍵管理 [ツール] > [Secure Shell ユーザ鍵], 
[ツール] > [Secure Shell ホスト鍵] 

 Telnet のオプション 
  

[クライアントの定義] > [詳細設定] ボタン > [ポート] 

http://support.attachmate.com/techdocs/2390.html�
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Reflection X バージョン 14.x での名前 Reflection X Advantage での名前/場所 

[XDMCP 接続の設定] ( 
[起動方式] および [ホスト名] など) 

  

[セッションの定義] 画面 

X サーバインスタンス (構成) 
  

[サーバの定義] 画面 

[X サーバテンプレート]  
([XDMCP_Broadcast] など) 

[サーバの定義] 画面 

注意: Reflection X バージョン 14.0 では、X サーバテ

ンプレートは、X サーバインスタンスを構成しやすくし、

あらかじめ構成された X サーバインスタンスを開きやす

くするために提供されていました。これらの既定テンプレ

ートは廃止しました。 

ディスプレイの設定  

 X ディスプレイ番号 [セッションの定義] > [詳細設定] > [ディスプレイ番号を

要求する] (Reflection X Advantage では通常、使用可能

なポートに基づき動的にディスプレイ番号が割り当てら

れます)。 

X スクリーンの設定  

 X スクリーンの総数を指定 これは設定から操作へと変更になりました。X スクリーン

を追加または削除するには、[スクリーンの定義] の表 
([サーバの定義] > [ウィンドウ]) のタイトルバーのプラス

記号 ([+]) またはマイナス記号 ([-]) をクリックします。 

 [仮想サイズ (ピクセル)] > [幅] [サーバの定義] > [ウィンドウ] > [スクリーンの定義] の
表 > [仮想の幅 (ピクセル)] 

 [仮想サイズ (ピクセル)] > [高さ] [サーバの定義] > [ウィンドウ] > [スクリーンの定義] の
表 > [仮想の高さ (ピクセル)] 

 [寸法 [mm]] > [幅] [サーバの定義] > [ウィンドウ] > [スクリーンの定義] の
表 > [幅 (mm)] 

 [寸法 [mm]] > [高さ] [サーバの定義] > [ウィンドウ] > [スクリーンの定義] の
表 > [高さ (mm)] 

 モニタ上の場所 [サーバの定義] > [ウィンドウ] > [スクリーンの定義] の
表 > [モニタ] 

 最大化 [タイトルバーなし] [サーバの定義] > [ウィンドウ] > [スクリーンの定義] の
表 > [タイトルバーの非表示] 

X サーバの設定  

 バッキングストアとセーブアンダ [サーバの定義] > [全般] > [バッキングストア] 

 X11R3 との互換性を確保 [サーバの定義] > [全般] > [X11R3 との互換性を確保

する] 

 クライアント接続時に停止の確認 [セッションの定義] > [詳細設定] > [セッションの停止前

に確認する] 

 X サーバの拡張機能 [サーバの定義] > [拡張機能] 
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Reflection X バージョン 14.x での名前 Reflection X Advantage での名前/場所 

 ログファイル ログファイル (『86 ページ

 

』) 

X プロトコルエラーの記録 [セッションの定義] > [記録の設定] > [X プロトコルエラ

ーを記録する] 

 [ローカル IME] 
[ローカル XIM] > [XIM プロトコル] 

[セッションの定義] > [ネイティブ IME サポート] 

フォントの設定  

 フォントパス [サーバの定義] > [フォント] > [サーバフォントパス] 

 フォント要求の記録 [セッションの定義] > [記録の設定] > [フォント要求を記

録する] 

 無いフォントを他で代用 [サーバの定義] > [フォント] > [無いフォントを他で代用

する] 

 [接続先ホストのフォントサーバを試行] [サーバの定義] > [フォント] > [X クライアントホストのフ

ォントサーバを使用する] 

色の設定  

 既定のビジュアルの種類 「サーバの定義] > [ウィンドウ] > [スクリーンの定義] の
表 > [既定のビジュアルの種類] 

 Windows システムの色の予約の設定 [サーバの定義] > [ウィンドウ] > [スクリーンの定義] の
表 > [クライアントのカラーマップでの黒と白のピクセル

および黒 & 白の割り当て] 

 線形ビジュアルをアドバタイズ [サーバの定義] > [ウィンドウ] > [スクリーンの定義] の
表 > [線形ビジュアル] 

 単一深度ビジュアルをアドバタイズ [サーバの定義] > [ウィンドウ] > [スクリーンの定義] の
表 > [単一深度ビジュアル] 

セキュリティの設定  

 ホスト定義のセキュリティ [セッションの定義] > [ネットワークのセキュリティ] > [ホ
ストベースで認証する] 

 [ユーザ定義のセキュリティ] [セッションの定義] > [ネットワークのセキュリティ] > [ユ
ーザベースで認証する] 

 [FIPS モード] 管理コンソールから: 
[ドメインの構成] > [FIPS モード] 

ネットワークの設定  

 リモート TCP/IP 接続を使用不可 [セッションの定義] > [ネットワークのセキュリティ] > [リ
モート IP 接続を許可する] 

 キープアライブ使用 [セッションの定義] > [ネットワークのセキュリティ] > [IP 
キープアライブを実行する] 

 サーバのネットワーク活動の記録 [セッションの定義] > [記録の設定] > [ネットワーク活動

を記録する] 
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Hummingbird Exceed からの設定の移行 
Reflection X Advantage (X マネージャ または X マネージャ (ドメイン接続用)) を初めて起動

すると、Hummingbird Exceed 製品 ((バージョン 9.0 ～ 13.0) のローカル設定が自動的に移

行され、Reflection X 定義ファイル (*.rxd) に保存されます(既存の Hummingbird ファイルは

変更されません)。移行された設定をインポートするかどうかの確認が表示されます。 

注意: X マネージャ または X マネージャ (ドメイン接続用) を初めて起動する時に設定をイ

ンポートしないことを選択した場合は、移行された設定を後でインポートすることができます。こ

のオプションを使用すると、移行された設定をインポートする前に既定の構成を調べる機会が得

られます。 

設定を後でインポートすることにした場合は、次の手順を使用します。 

移行された設定を定義ファイルからインポートするには 

1 X マネージャ または X マネージャ (ドメイン接続用) から、[ファイル] > [インポート] を
クリックします。 

2 Windows ユーザプロファイルフォルダまで移動し、移行された設定を含んでいる定義ファイ

ルの位置を確認します。定義ファイルの名前は、設定が移行された製品とバージョンを示し

ています。 例:Exceed 12_00.rxd. 

Windows XP での既定の場所: 
\Documents and Settings\<ユーザ名>\.attachmate\rx\migration\ 

Windows 7 と Windows Vista での既定の場所: 
\Users\<ユーザ名>\Documents\.attachmate\rx\migration\ 

3 [定義のインポート] ダイアログボックスで、すべての定義を選択します。 

4 [インポート] をクリックします。  
 

注意:rxmigrate コマンドラインユーティリティを使用して、手動で設定を移行することもできます。

これは、構成された設定が共有ネットワーク位置にある場合に便利です。これらの設定は自動

的に移行されません。 

 

Reflection X Advantage のアンインストール 

注意:これらの手順は、Reflection X Advantage アプリケーションをアンインストールします。構成

情報を含んでいる Reflection X Advantage データベースは、削除されません。 

Windows でアンインストールするには 

1 管理者としてログオンします。 

2 Windows の [コントロールパネル] から、[プログラムと機能] (Windows のバージョンによ

っては Windows の [プログラムの追加と削除]) を開きます。 

3 [Attachmate] - [Reflection X Advantage] を選択し、[アンインストール] (または [削除]) 
をクリックします。 

UNIX でアンインストールするには 

1 root としてログインします。 

2 端末ウィンドウを開き、Reflection X Advantage インストールディレクトリにある 
Uninstall_rxadvantage ディレクトリ まで移動します。既定の場所は次の通りです。 
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/opt/rxadvantage/Uninstall_rxadvantage 

3 次のコマンドを入力して、アンインストールを開始し、アンインストーラの指示に従います。 

./Uninstall_rxadvantage 

注意:上記のコマンドは、X11Windows ディスプレイが必要な InstallAnywhere インストールプロ

グラムを起動します。コマンドラインからアンインストールを開始するには、次に示すように -i 
console パラメータを追加することができます。 
./Uninstall_rxadvantage -i console  

Mac でアンインストールするには 

 次のアプリケーションをごみ箱に移動すると、X マネージャ をアンインストールできます。 
[アプリケーション] > [Reflection X Advantage] > [X マネージャ] 

 Reflection X をドメインモードで実行している場合は、一部の機能をアンインストールする前

に Reflection X サービスを停止する必要があります。サービスを停止するには、端末ウィン

ドウを開く必要があります。詳細については、「すべての Reflection X ファイルの削除」 
(『19 ページ』) を参照してください。 

 

Reflection X のファイルをすべて削除する 
Reflection X をアンインストールしても関連するファイルとディレクトリは削除されません。関連す

るファイルとディレクトリをすべて削除するには、以下の手順を使用します。 

Windows インストールからファイルを削除するには 

1 %ALLUSERSPROFILE% フォルダで、.attachmate フォルダおよびそのサブフォルダをすべ

て削除します。 

注意:このフォルダには、X マネージャ (ドメイン接続用) で使用するデータベースとログが

含まれています。 

2 X マネージャ を構成済みのユーザの %USERPROFILE% フォルダで、.attachmate フォ

ルダおよびそのサブフォルダをすべて削除します。 

注意:このフォルダには、X マネージャ で使用するデータベースとログが含まれています。 

UNIX インストールからファイルを削除するには 

1 インストールディレクトリを削除します。既定の場所は次の通りです。 

/opt/rxadvantage 

例えば、opt フォルダに移動してから、以下のように入力します。 

rm -fr rxadvantage 

注意:インストールディレクトリの db および logs サブディレクトリには、X マネージャ (ドメイン

接続用) で使用するデータベースとログが含まれます。 

2 X マネージャ を構成済みのユーザのホームディレクトリに移動し、.attachmate ディレク

トリおよびそのサブディレクトリをすべて削除します。 

rm -fr .attachmate 
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注意:ユーザのホームディレクトリにある .attachmate ディレクトリには、X マネージャ で使用

するデータベースとログが含まれています。 

Mac インストールを削除するには 

1 端末ウィンドウを開きます。 

2 Reflection X サービスをインストール済みで実行中の場合は、以下の方法でこのサービス

を停止します。 

sudo /Applications/Reflection X Advantage/rxs/bin/rxs stop  

3 以下の方法で X マネージャ (ドメイン接続用) のデータベースとログを削除します。 

sudo rm -fr /private/var/rx 

4 以下の方法で、X マネージャ のデータベースとログを削除します。 

sudo rm -fr /Users/USER_NAME/.attachmate 

5 Reflection X サービスがインストールされている場合は、ブートスクリプトを削除します。 

sudo rm -fr /Library/StartupItems/RxService 

6 以下の方法で、Reflection X Advantage のアプリケーションフォルダを削除します。 

sudo rm -fr /Applications/Reflection X Advantage 

7 受信フォルダから、以前の Reflection X Advantage のパッケージファイルをすべて削除しま

す。構文は使用するバージョンによって異なります。 

Mac OS X 10.6 で始まるバージョンの場合: 

sudo rm -fr /var/db/receipts/com.attachmate.rx.* 

これより前のバージョンの Mac OS X の場合: 

sudo rm -fr /Library/Receipts/Rx*.pkg 

 

 



  

 

 

接続方法 

この章の内容 
XDMCP によるホストデスクトップへのアクセス ...................................................................................

Windows デスクトップでの X クライアントアプリケーションの実行
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XDMCP によるホストデスクトップへのアクセス 
この手順では、X マネージャ を使用して UNIX デスクトップにアクセスします。X マネージャ 
(ドメイン接続用) を使用している場合は、下記の注意を参照してください。 

注意: XDMCP が UNIX ホスト上で有効になっている必要があります。 

XDMCP を使用して接続するには 

1 X マネージャを起動します。 

2 左側の [マイセッション] で、(無題のセッション) と呼ぶ既定のセッションを選択します。 

注意: プラス記号 (+) をクリックして追加セッションを作成します。 

3 右側の [セッションの定義] の [セッション名] ボックスに、セッションの名前を入力します。 

入力した名前は自動的に保存され、左側の [マイセッション] の下に表示されます。 

4 [最初かリセットされたセッションでの操作] オプションで、[XDMCP を開始する] を選択し

ます。 

5 [種類] ボックスから [直接] を選択します。 

6 [ホスト名] ボックスに、ホストの名前または IP アドレスを入力します。 

7 ツールバーから  をクリックしてセッションを開始します。 

注意: また、セッション名を右クリックし、コンテキストメニューで [開始] をクリックするか、セ

ッション名を選択し、[操作]> [開始] をクリックして、セッションを開始することもできます。 

8 ホストのログイン資格情報を入力します。 
 

注意: セッションが確立されると、[マイセッション] の下のセッション名の左側に 2 つの小さな

緑の矢印が表示されます。右側の [セッションの状況] セクションにはそのセッションの状況に

関する情報が表示されます。 

3  章   
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この要領でさらに多くのことを実行 

接続が確立されると、Reflection X は試してみたい多くの機能に対応しています。例: 

 他のユーザとのセッションの共有。詳細については、Reflection X ヘルプの「セッションの共

有」を参照してください。 

 セッションを起動するデスクトップショートカットの作成。詳細については、Reflection X ヘル

プの「ショートカットの作成」を参照してください。 

X マネージャ (ドメイン接続用) を使用してセッションを作成する際の注意 

 既定では、X マネージャ (ドメイン接続用) はインストールされません。 

 X マネージャ (ドメイン接続用) には、既定のセッションとサーバの定義が含まれていませ

ん。最初のセッション定義を作成する前に、サーバの定義を作成する必要があります。[X 
サーバ] の下のプラス記号 ([+]) をクリックして新しいサーバを作成します。新しい定義は、

それぞれスタンドアロンの X マネージャ で提供される「標準 X サーバ」の定義と同じ既

定値を使用します。 

 

Windows デスクトップでの X クライアントアプリケーションの実行 
この手順では、ホストとの Secure Shell 接続を確立し、Windows デスクトップで X クライアント

アプリケーションを実行し、クライアントを閉じると自動的に閉じるセッションを構成します。 

これらは基本手順です。以下で説明します。 

手順 1: サーバの定義を作成します。 

手順 2: クライアントの定義を作成します。 

手順 3: セッションを作成し、起動します。 
  

サーバの定義を使用して、ディスプレイの基本設定を構成します。例えば、次の手順は、

Windows デスクトップに各クライアントウィンドウを直接表示するサーバの定義を作成します。 

手順 1: サーバの定義を作成する 

注意: サーバの定義を編集するとき、変更は自動的に保存されます。 

1 X マネージャ を起動します。 

2 左画面で、[X サーバ] の横にあるプラス記号 (+) をクリックします。 

新規のサーバの定義が表示されます。 

3 右側の [サーバの定義] 画面で [ウィンドウ] 領域を開き、[クライアントをデスクトップに表

示する] を選択します。 

4 [全般] 領域の [名前] フィールドで、このサーバの名前 (「デスクトップ上のクライアント」

など) を指定します。 

入力した名前は自動的に保存され、左側の [X サーバ] の下に表示されます。 
  

クライアントの定義は、接続先のホスト、接続を確立する方法、および実行したい X クライアント

アプリケーション (複数も可) を識別します。以下の手順は、Secure Shell 接続 (既定) を確立し、

使用できるいずれかのサンプルコマンドラインを使用して X クライアントを起動する方法を示し

ています。 
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手順 2: クライアントの定義を作成する 

注意:クライアントの定義を編集するとき、変更は自動的に保存されます。 

1 X マネージャの左画面で、[X クライアント] の横にあるプラス記号 (+) をクリックします。 

新規のクライアントの定義が表示されます。 

2 右側の [クライアントの定義] 画面から、クライアントの定義の名前を入力します。 

入力した名前は自動的に保存され、左側の [X クライアント] の下に表示されます。 

3 [ホスト名] に、X クライアントアプリケーションをホストするコンピュータの名前と IP アドレ

スを指定します。 

4 ドロップダウンリストから [ホストの種類] を選択します。  

注意: ホストの種類を変更すると、[コマンド] ドロップダウンリストで使用できるサンプルクラ

イアントコマンドのリストが変更されます。 

5 [接続方法] の既定値は [Secure Shell] です。このオプションを選択したまま残します。 

注意: Secure Shell (別名 SSH) プロトコルは、X ウィンドウホストへの接続に広く使用されて

いる Telnet などの安全でないプロトコルに代わり、安全なプロトコルを提供します。Secure 
Shell 接続では、ホスト (サーバ) とユーザ (クライアント) の両方の認証が必要です。また、

ホスト間の通信はすべて暗号化された通信チャネルを介して行う必要があります。ほとんど

のホストがこの接続方法をサポートしています。ホストがサポートしていない場合は、他のオ

プションのいずれかを選択する必要がある場合があります。 

6 ホストのユーザ名とパスワードを入力します。 

7 [アプリケーション] ボックスから [単一コマンド] を選択します。 

8 「コマンド] テキストボックスで、ドロップダウンリストを使用して、X クライアントを起動するた

めにいずれかのサンプルコマンドを選択します。 
  

セッションの定義は、このセッションを実行するときにどの X サーバ使用し、どのクライアント 
(複数も可) を起動するかを指定します。以下に定義されているセッションは、クライアントアプリ

ケーションを閉じると自動的に停止します。 

手順 3: セッションを作成し、起動する 

1 左画面で、[マイセッション] の横にあるプラス記号 (+) をクリックします。 

新規のセッションの定義が表示されます。 

2 セッションの定義を選択し、右側の画面でセッションの名前を入力します。 

3 [X サーバの定義] 一覧から、作成したセッション定義を選択します。 

4 [最初かリセットされたセッションでの操作] を [X クライアントを開始する] に設定します。 

5 [X クライアント] の横のプラス記号 ([+]) をクリックします。 

[クライアントの追加] ダイアログボックスが表示されます。 

6 [クライアントの追加] ダイアログボックスで、作成したクライアントの定義を選択し、[OK] を
クリックします。 
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7 [最後のセッションでの操作] リストで、[セッションを停止する] を選択します(このオプション

を選択すると、クライアントアプリケーションを閉じるとき、セッションは自動的に停止しま

す)。 

8 ツールバーから  をクリックしてセッションを開始します。(また、セッション名を右クリッ

クし、コンテキストメニューで [開始] をクリックするか、セッション名を選択し、[操作]> [開
始] をクリックして、セッションを開始することもできます。) 

注意: 初めて Secure Shell を使用してホストに接続すると、[不明なホスト鍵] ダイアログボ

ックスが表示されます。これは、このホストを認証するために必要な鍵がまだホスト鍵データ

ベースに含まれていないことを示します。ホストの管理者は、このダイアログボックスに表示

される指紋を使用して、正しいホストに接続されていることの確認を支援できます。この要求

に対して [常時] をクリックすると、認識されたホスト鍵データベースにこのホストが追加され、

このプロンプトは表示されなくなります。 

この要領でさらに多くのことを実行 

接続が確立されると、Reflection X は試してみたい多くの機能に対応しています。例: 

 他のユーザとのセッションの共有。詳細については、Reflection X ヘルプの「セッションの共

有」を参照してください。 

 セッションを起動するデスクトップショートカットの作成。詳細については、Reflection X ヘル

プの「ショートカットの作成」を参照してください。 

 



  

 

 

Reflection X ドメインの概要 
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ドメインモードで Reflection X を実行すると、多くの利点があります。このセクションでは、一般的

な問題を解決できるいくつかの基本ドメイン構成について説明します。  

 

 

ドメインの設定: 低速ネットワークでのパフォーマンス向上 
このサンプル構成では、遅延が多いネットワークや帯域幅が狭いネットワークでの接続が原因で

リモート X クライアントアプリケーションの実行が困難になった場合に、パフォーマンスを改善

する方法について示しています。 

開始する前に、X マネージャ を使用する基本セッション構成について理解しておくことをお勧

めします。概要については、「接続方法」 (『21 ページ』) を参照してください。 

この構成では、セッションに 2 台の X サーバが参加して実行されています。X サーバディス

プレイはユーザワークステーション (1) で実行されます。このサーバは、X クライアントアプリケ

ーションの仮想ディスプレイを作成します。追加の ヘッドレス X サーバ (『86 ページ』) (3) 
が、X クライアントアプリケーション上またはその近くのドメインノードで実行されます。セッション

が確立されると、X プロトコルはすべて X クライアントアプリケーション (4) とヘッドレスサーバ

の間で渡されます。ディスプレイの更新に必要なプロトコルのみがワークステーションに送信さ

れます。この構成では、多くの X プロトコルクエリがワークステーションに送信される必要がな

いため、ネットワーク経由で渡す必要があるトラフィック量を削減されてパフォーマンスが向上し

ます。また Reflection X は帯域幅が狭い場合にこれを自動的に検出し、ユーザワークステーシ

ョン (1) とドメインノード (3) 間でやり取りされるプロトコルを圧縮します。 

 

4  章   
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 この構成のコンポーネントは以下のとおりです。 

コンピュータ 説明 

ユーザワークステーション 
(1) 

X マネージャ (ドメイン接続用) を実行します。X サーバディスプレイはこ

のコンピュータに作成されます。 

このワークステーションが X クライアントホストから離れた場所にあると、

遅延の問題が発生しやすくなります。以下のドメイン構成を行わないと、X 
クライアントアプリケーションとの通信パフォーマンスが低下します。 

ドメインコントローラ (2) Reflection X ドメインコントローラを実行します。(この例では、このコンピュ

ータで管理コンソールも実行します。) セッションの定義の情報がここに格

納され、ドメインノードでのセッション作成に使用されます。 

ドメインコントローラは X クライアントホスト、またはその近くのコンピュータ

にインストールできます。 

ドメインノード (3) ヘッドレス X サーバを実行します。このヘッドレスサーバは X クライアン

トアプリケーションと通信して必要なデータをユーザワークステーションの 
X サーバディスプレイに送信します。 

X クライアントホストやその近くのコンピュータをドメインノードにすることが

できます。 

X クライアントホスト (4) X クライアントアプリケーションを実行するコンピュータです。 

  

これらがこの構成の設定の基本手順です。以下で説明します。 

手順 1: Reflection X ドメイン機能をインストールします。 

手順 2: Reflection X ドメインを構成します。 

手順 3: セッションを構成して開始します。 
  

手順 1: Reflection X ドメイン機能をインストールする 

 Reflection X 機能をインストールします。 

このコンピュータ これらの機能をインストールする 

ドメインコントローラ 管理コンソール 

X マネージャ (ドメイン接続用) 

Reflection X サービス > ドメインコントローラの実行 
  

ドメインノード Reflection X サービス> セッションを許可する 

ユーザワークステーショ

ン 
X マネージャ (ドメイン接続用) 

 



  4 章 Reflection X ドメインの概要 27 

 

 

注意: 
 上記の機能は、既定のインストールには含まれません。 

 追加機能のインストールを選択できます。上記の機能は、単にこのサンプルドメイン構成で

必要な機能です。Reflection X の機能の一部または全部を同じコンピュータで実行できま

す。 例えば、X マネージャ (ドメイン接続用) と X マネージャ の両方をユーザワークス

テーションにインストールすることが可能です。 

 

手順 2: Reflection X ドメインを構成する 

1 ドメインコントローラで管理コンソールを起動してログオンします。  

o [ユーザ名] と [パスワード] に、このコンピュータへのログオン時に使用したものと同じ

資格情報を入力します。 

o [ドメイン] にこのコンピュータの名前を入力します。(Reflection X ドメイン名は、常にド

メインコントローラを実行するコンピュータの名前と同じです)。 

2 ウィンドウの左側に表示されるタブで、[認証] をクリックします。 

自分の名前がユーザアカウントのリストに追加されており、管理者として選択されていること

を確認します。既定では、最初にログオンするユーザは Reflection X ドメイン管理者に設

定されています。  

3 Reflection X ドメインのユーザ認証を構成します (『35 ページ

注意:Windows で実行している場合、[認証システム] は既定で [Windows] に設定されま

す。この既定の認証システムでは、既存の Windows ドメインを使用してユーザ認証を処理

できます。Reflection X ドメインユーザがすべて同じ Windows ドメインのメンバーである場

合、追加の構成は不要です。  

』)。 

4 ウィンドウの左側に表示されるタブで、[ドメインの構成] をクリックします。 

5 [ドメインノード] の下の [+] をクリックします。 

6 [ドメインノードの追加] ダイアログボックスの [ホスト名] に、使用するドメインノードの名前

または IP アドレスを指定します。[名前] ボックスを使用して [登録済みのノード] リストで

のこのコンピュータの表示名を指定します。[OK] をクリックします。 

手順 3: セッションを構成して開始する 

1 管理者用ワークステーションで、X マネージャ (ドメイン接続用) を起動し、管理コンソール

へのログオン時に使用したものと同じ資格情報とドメイン名でログオンします。 

2 X クライアントアプリケーションを起動するセッションを作成して構成するか、XDMCP を使

用して UNIX デスクトップにアクセスします。 

3 [マイセッション] で、使用するセッションを選択します。 

4 [セッションの定義] 画面の [ドメインサービス] で、[遅延の多いネットワークのパフォーマ

ンス] などのドメインサービスのレベルを選択します。 

注意: このドメインサービスレベルの場合、ドメインコントローラは登録済みのドメインノード

でセッションを作成できる場合にのみセッションを開始できます。この場合、セッションを許

可するよう構成されているドメインノードが 1 つ以上ある必要があります。 

5 セッションを開始します。 
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[X サーバ] の下の [セッションの状況] 領域に、使用するワークステーションコンピュータ

のエントリが表示されます。ネットワーク接続で遅延が多く発生している場合は、ヘッドレス 
X サーバの追加エントリが表示されます。ヘッドレス X サーバはドメインノードに配置され

ます。 

この要領でさらに多くのことを実行 

この基本構成で実行すると、さらに多くの機能を実現できます。例: 

 公開セッションを構成 (『31 ページ』)することで、ドメインにワークステーションを追加して

エンドユーザが簡単に接続できるようにします。 

 ドメインノードを追加することで、スケーラビリティを向上させます。 

 

ドメインの設定: 別のコンピュータでセッションから抜け、再び参加する 
このサンプル構成では、個人の Reflection X ドメインを構成し、会社のコンピュータで開始した

セッションの作業を、自宅で簡単に続行する方法を示しています。作業を中断した時点から再

開できます。 

開始する前に、X マネージャ を使用する基本セッション構成について理解しておくことをお勧

めします。概要については、「接続方法」 (『21 ページ』) を参照してください。 

  

 
  

この構成のコンポーネントは以下のとおりです。 

コンピュータ 説明 

会社のコンピュータ (1) ドメインコントローラ、X マネージャ (ドメイン接続用)、および管理コン

ソールを実行します。このコンピュータにアクセス可能な、X マネージ

ャ (ドメイン接続用) を実行しているすべてのコンピュータから、セッシ

ョンにアクセスできます。 

自宅のコンピュータ (2) X マネージャ (ドメイン接続用) を実行します。 

X クライアントホスト (3) X クライアントアプリケーションを実行するコンピュータです。 
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これらがこの構成の設定の基本手順です。以下で説明します。 

手順 1: Reflection X ドメイン機能をインストールします。 

手順 2: Reflection X ドメインを構成します。 

手順 3: 会社でセッションを構成し開始します。 

手順 4: 自宅のコンピュータから実行中のセッションに参加します。 

  

手順 1: Reflection X ドメイン機能をインストールする 

 Reflection X 機能をインストールします。 

このコンピュータ これらの機能をインストールする 

会社のコンピュータ 管理コンソール 

X マネージャ (ドメイン接続用) 

Reflection X サービス (すべての機能) 
    > ドメインコントローラを実行する 
    > セッションを許可する 

  

自宅のコンピュータ X マネージャ (ドメイン接続用) 
 

注意: 
 上記の機能は、既定のインストールには含まれません。 

 追加機能のインストールを選択できます。上記の機能は、単にこのサンプルドメイン構成で

必要な機能です。Reflection X の機能の一部または全部を同じコンピュータで実行できま

す。例えば、既にスタンドアロンの X マネージャ (既定) をインストールしてある場合は、X 
マネージャ をアンインストールせずにドメイン機能を追加できます。 

 

手順 2: Reflection X ドメインを構成する 

1 会社のコンピュータで管理コンソールを起動してログオンします。 

o [ユーザ名] と [パスワード] に、このコンピュータへのログオン時に使用したものと同じ

資格情報を入力します。 

o [ドメイン] にこのコンピュータの名前を入力します。(Reflection X ドメイン名は、常にド

メインコントローラを実行するコンピュータの名前と同じです)。 

2 ウィンドウの左側に表示されるタブで、[認証] をクリックします。 

自分の名前がユーザアカウントのリストに追加されており、管理者として選択されていること

を確認します。既定では、最初にログオンするユーザは Reflection X ドメイン管理者に設

定されています。  

注意: この基本構成の場合、この既定の認証構成を変更したり、ユーザを追加したりする必要

はありません。 
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手順 3: 会社でセッションを構成し開始する 

1 会社のコンピュータで X マネージャ (ドメイン接続用) を起動し、管理コンソールで使用

するものと同じユーザ名とパスワードでログオンします。ドメインに会社のコンピュータの名

前を指定します。 

2 セッションを作成、構成して、ご使用の UNIX デスクトップまたはクライアントアプリケーショ

ンに接続します。 

注意:スタンドアロンの X マネージャ とは異なり、X マネージャ (ドメイン接続用) には既

定のサーバの定義が含まれません。セッションを構成して開始するには、サーバの定義を 
1 つ以上作成する必要があります。 

3 [マイセッション] で、使用するセッションを選択します。[セッションの定義] の [ドメインサ

ービス] で 、[セッションのサスペンド/再開] を選択します。 

4 セッションを開始し、作業を行います。帰宅時に、X マネージャ を閉じてコンピュータの電

源を入れたままにしておきます。 

注意: セッション保持を有効にしたため、サーバはディスプレイを生成しなくてもアクティブ

のままです。この状態を確認するには、管理コンソールを起動して [ドメインの状況] タブを

クリックし、[実行中のセッション] を表示します。 

手順 4: 自宅のコンピュータから実行中のセッションに参加する 

1 自宅のコンピュータを仮想プライベートネットワークに接続します。 

2 X マネージャ (ドメイン接続用) を起動して会社のコンピュータと同じユーザ名とパスワード

でログオンします。ドメインに会社のコンピュータの名前を指定します。 

リモートコンピュータでのセッションの保持 

上記の構成の場合、セッションコンポーネントは会社のコンピュータで実行されます。つまり、自

宅からセッションに再び参加するには、会社のコンピュータを実行したままにしておく必要があり

ます。会社のコンピュータをシャットダウンした後でもセッションに再び参加できるようにするには、

リモートドメインノードでセッションコンポーネントを実行するよう Reflection X を構成することが

できます。「ドメインの設定: 低速ネットワークでのパフォーマンス向上」 (『25 ページ』) に
記載されている構成で、これに対応する構成の 1 つについて説明しています。 

その他の可能な構成を以下に示します。この構成では、ドメインコントローラが X クライアントを

実行するコンピュータと同じコンピュータにインストールされています。この設定では、セッション

から抜けて自宅と会社のコンピュータを両方シャットダウンしても、セッションをクライアントホスト

でアクティブのままにしておくことができます。 
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ドメインの設定: セッション構成の一元化 
このサンプル構成では、エンドユーザ向けのセッション設定を簡単に行うための、管理者による 
Reflection X ドメインの使用方法を示しています。 

開始する前に、X マネージャ を使用する基本セッション構成について理解しておくことをお勧

めします。概要については、「接続方法」 (『21 ページ』) を参照してください。 

この例では、管理者はセッションの公開定義を構成します。エンドユーザはこれらの公開セッシ

ョンを自分のワークスーションから起動し、自分のセッションを作成して開始することもできます。 

この構成のコンポーネントは以下のとおりです。 

コンピュータ 説明 

管理者用ワークステーション (1) 管理コンソールと X マネージャ (ドメイン接続用) を実行します。管

理者はこれらを使用してドメインを管理し、セッションの公開定義の構

成と共有を行います。 

ドメインコントローラ (2) Reflection X ドメインコントローラを実行します。セッション情報は、ドメ

インコントローラデータベース内のこのコンピュータに格納されます。 

ユーザワークステーション (3) 管理者が構成したセッションを実行し、オプションで追加の個人用セッ

ションを作成します。 

ドメインノード (4) (オプション) セッションがドメインサービスを使用するよう構成されてい

る場合は、リモートセッションコンポーネントを実行します。 

X クライアントホスト (5) 組織で使用されている X アプリケーションを実行するコンピュータで

す。 
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管理者は管理コンソール (1) を使用してドメインコントローラ (2) を構成します。ユーザがセッ

ションを開始すると、ドメインコントローラがユーザワークステーション (3) またはドメインノード 
(4) にセッションコンポーネントを設定できます。 

 
  

一元管理された構成を使用して、ユーザワークステーション上に X サーバディスプレイが作成

されます。 
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これらがこの構成の設定の基本手順です。以下で説明します。 

手順 1: Reflection X ドメイン機能をインストールします。 

手順 2: 管理コンソールを使用して Reflection X ドメインを構成します。 

手順 3: 管理者用ワークステーションの X マネージャ (ドメイン接続用) を使用してセッシ

ョンの構成とテストを行います。 

手順 4: 管理コンソールを使用してセッションを公開します。 

手順 5: 公開セッションを使用して接続するには、ユーザのワークステーションの X マネ

ージャ (ドメイン接続用) を使用します。 

  

手順 1: Reflection X ドメイン機能をインストールする 

 Reflection X 機能をインストールします。 

このコンピュータ これらの機能をインストールする 

管理者用ワークステーション 管理コンソール 

X マネージャ (ドメイン接続用) 
  

ドメインコントローラ 管理コンソール 

Reflection X サービス > ドメインコントローラの実行 
  

ユーザワークステーション X マネージャ (ドメイン接続用) 
  

ドメインノード Reflection X サービス> セッションを許可する 
  

 

注意: 
 上記の機能は、既定のインストールには含まれません。 

 追加機能のインストールを選択できます。上記の機能は、単にこのサンプルドメイン構成で

必要な機能です。Reflection X の機能の一部または全部を同じコンピュータで実行できま

す。例えば、X マネージャ (ドメイン接続用) と X マネージャ の両方を管理者用ワークス

テーションにインストールすることが可能です。 

 

 

手順 2: Reflection X ドメインを構成する 

1 ドメインコントローラで管理コンソールを起動してログオンします。  

o [ユーザ名] と [パスワード] に、このコンピュータへのログオン時に使用したものと同じ

資格情報を入力します。 

o [ドメイン] にこのコンピュータの名前を入力します。(Reflection X ドメイン名は、常にド

メインコントローラを実行するコンピュータの名前と同じです)。 

2 ウィンドウの左側に表示されるタブで、[認証] をクリックします。 

自分の名前がユーザアカウントのリストに追加されており、管理者として選択されていること

を確認します。既定では、最初にログオンするユーザは Reflection X ドメイン管理者に設

定されています。  



34 Reflection X Advantage 

 

3 Reflection X ドメインのユーザ認証を構成します (『35 ページ

注意:Windows で実行している場合、[認証システム] は既定で [Windows] に設定されま

す。この既定の認証システムでは、既存の Windows ドメインを使用してユーザ認証を処理

できます。Reflection X ドメインユーザがすべて同じ Windows ドメインのメンバーである場

合、追加の構成は不要です。  

』)。 

4 (セッション保持およびパフォーマンスの向上などの) ドメインサービスに対応するためドメイ

ンノードを使用している場合は、以下のようにドメインにノードを追加する必要があります。 

a. ウィンドウの左側に表示されるタブで、[ドメインの構成] をクリックします。 

b. [ドメインノード] の下の [+] をクリックします。 

c. [ドメインノードの追加] ダイアログボックスの [ホスト名] に、使用する各ドメインノード

の名前または IP アドレスを指定します。[名前] ボックスを使用して [登録済みのノー

ド] リストでのこれらのコンピュータの表示名を指定します。[OK] をクリックします。([ノ
ードの詳細] では、既定で [ドメインに参加する] と[セッションを実行する] がオンに

なっています。これらの設定はオンのままにしておいてください。) 
 

手順 3: 管理者用ワークステーションからセッションを構成する 

以下の手順では、X マネージャ (ドメイン接続用) を使用して、使用する UNIX ホストの 1 台
と接続するためのセッションを構成およびテストします。 

注意: 管理コンソールを使用してセッションの定義を作成することもできますが、最初に X マネ

ージャ (ドメイン接続用) を使用するとセッション構成のテストが簡単になります。 

1 管理者用ワークステーションで、X マネージャ (ドメイン接続用) を起動し、管理コンソール

へのログオン時に使用したものと同じ資格情報とドメイン名でログオンします。 

2 セッションを作成、構成して、ご使用の UNIX デスクトップまたはクライアントアプリケーショ

ンに接続します。 (最初のセッションを構成する場合は、サーバの定義を 1 つ以上作成す

る必要があります。X マネージャ とは異なり、X マネージャ (ドメイン接続用) には既定の

サーバの定義が含まれません。) 

注意: 新しいクライアントの定義を作成する場合は、今後このセッションの定義を他のユー

ザと共有する可能性があるため、[ユーザ名] を空白にしておく必要があります。このセッシ

ョンを公開すると、ユーザが接続プロセスで自分の名前を入力できます。 

3 (オプション) ドメインサービスに対応するようドメインノードを構成した場合は、このセッショ

ンの ドメインサービス オプションの 1 つを選択してください。 

4 セッションを開始します。 

接続に成功したら、他のユーザがこのセッションの定義を使用できる準備が整ったことになりま

す。 
 

手順 4: セッションを公開する 

既定では、新しいセッションは個人用です。個人用セッション定義は、作成者のみが表示、使用、

および変更することが可能です。他のユーザがセッションを使用できるようにするには、セッショ

ンを公開する必要があります。 

注意: セッションを公開する場合には、セッションが使用する関連付けられたサーバ定義および

クライアント定義にもアクセスできる必要があります。 
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1 管理者用ワークステーションで管理コンソールを起動してログオンします。 

2 セッションの定義を右クリックして [公開] を選択します。公開セッションを示すアイコンに変

わります。 

3 サーバの定義を右クリックして [公開] を選択します。 

4 セッションでクライアントの定義を使用する場合は、同じ方法でクライアントの定義を公開し

ます。 

管理者の作業が完了しました。ユーザが接続の際に必要となる情報は以下のとおりです。 

 Reflection X ドメインにログオンするための資格情報。(内部認証データべースに手動でユ

ーザを追加した場合は、ユーザに対してこれらの資格情報を提供する必要があります。

Windows 認証または PAM 認証を使用する場合、ユーザは Windows または PAM の
資格情報を使用して Reflection X にログオンできます。) 

 Reflection X ドメインの名前。(ドメインコントローラを実行するコンピュータの名前です。) 

 X クライアントホストのログオン資格情報。 

以下で使用方法を説明します。 

手順 5: 公開セッションを使用してユーザのワークステーションから接続する 

1 ユーザワークステーションで X マネージャ (ドメイン接続用) を起動します。管理者が提供

するログオン名とドメイン名の値を使用してログオンします。 

2 [マイセッション] で、管理者が公開したセッションを検索します。上記のセッションを選択し

て開始します。 

 

ユーザ認証の構成とテスト 
Reflection X Advantage は以下の認証方法に対応しています。Windows、PAM (Pluggable 
Authentication Modules)、LDAP (Lightweight Directory Access Protocol)、および Reflection X 
内部 

既定の Reflection X 認証方式は、ドメインコントローラをインストールしたコンピュータのオペレ

ーティングシステムによって異なります。Windows コンピュータでは、Windows 認証が使用され

ます。UNIX や Mac コンピュータでは、PAM 認証が使用されます。 

管理コンソールを使用してユーザ認証のテストと構成を行います。最初に実行する 2 つの手

順 (Windows コンピュータでの既定の認証のテストおよび内部認証の構成) の概要について、

以下で説明します。詳細については、「ドメイン認証の設定」 (『52 ページ』) を参照してくだ

さい。 

Windows ドメインに参加しているコンピュータにドメインコントローラをインストールする場合、同

じ Windows ドメイン内にアカウントを持つユーザは、Windows ドメインの資格情報を使用して 
Reflection X にログオンできます。追加構成は不要です。以下の手順を使用して Reflection X 
ドメインに対するユーザ認証をテストできます。 

Windows 資格情報を使用して認証をテストするには 

1 Reflection X 管理コンソールを起動して Reflection X ドメインにログオンします。 

2 ウィンドウの左側に表示されるタブで、[認証] をクリックします。 

3 [認証のテスト] をクリックして有効な Windows ドメインユーザの資格情報を入力します。 
  

内部認証システムはすべての対応プラットフォームで使用できる簡単な認証システムです。この

認証システムは、小規模なユーザグループでのドメインのテストや設定に適しています。 
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内部認証を構成するには 

1 Reflection X 管理コンソールを起動してドメインにログオンします。 

2 ウィンドウの左側に表示されるタブで、[認証] をクリックします。 

自分の名前がユーザアカウントのリストに追加されており、管理者として選択されていること

を確認します。管理コンソールに最初にログオンするユーザは、既定のドメイン管理者で

す。 

3 認証システムを [内部] に設定します。 

4  (または [操作] > [ユーザパスワードの設定]) をクリックして、内部認証データベースに

自分のパスワードを設定します。 

注意:最初のログオン時に管理者アカウントが作成されましたが、認証が Windows または 
PAM で処理されたため、内部認証データベースにこのアカウント用のパスワードの記録が

ありません。Reflection X の内部認証を使用する場合は、手動でユーザを追加してパスワ

ードを設定する必要があります。Windows、PAM、または LDAP の認証はこれらのシステ

ムによって管理されるため、他の認証方法の場合この操作は不要です。既定の認証から内

部認証に変更すると、自動的に追加されたユーザは、そのユーザ向けのパスワードが設定

されるまでログオンできなくなります。 

5 [認証のテスト] をクリックして資格情報を入力し、このアカウントを使用してドメインに引き続

きログオンできることを確認してください。 

警告:認証システムを変更したら、ログオフする前に必ず管理者アカウントをテストしてくださ

い。有効な管理者アカウントがないと、ドメインにログオンできなくなります。(ドメインにログオ

ンできなくなった場合は、リカバリユーティリティ (『54 ページ

6 

』) を使用できます。) 

 (または [操作] > [新規ユーザ]) をクリックしてドメインに別のユーザを追加します。ユー

ザごとにユーザ名とパスワードを入力します。 
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X マネージャインタフェース 
X マネージャインタフェースは簡単に操作でき、カスタマイズも可能です。 

ナビゲーション画面と定義画面 

X マネージャを初めて起動すると、左側にナビゲーション画面が表示されます。この画面を使

用して、右側の定義画面の間を移動することができます。 

 ナビゲーション画面 - この画面は以下のセクションで構成されます。 

 [マイセッション] このセクションには、ユーザが起動したか、参加しているか、また

は抜けている (X マネージャ (ドメイン接続用)) 実行中のセッ

ション、あるいはセッションの定義 (実行していないセッションの

構成設定) のいずれかが表示されます。 

X マネージャを初めて起動した時、Reflection X バージョン 13 
または 14、あるいは Hummingbird 社の Exceed 製品から設

定を移行した場合は、移行されたセッション定義が表示されるこ

とがあります。 

(X マネージャ (ドメイン接続用)) ユーザのために管理者が作

成した公開セッション定義 (『86 ページ

注意: セッションを起動する、セッションに参加する、セッション

から抜ける、などの操作を実行するには、セッションを選択して

右クリックし、該当するコマンドを選択します。 

』)が表示される場合も

あります。 

 [提供セッション] (X マネージャ (ドメイン接続用)) このセクションには別のドメイ

ンユーザから提供されたセッションが表示されます。これは、自

分が参加しているセッションの場合と参加していないセッション

の場合があります。 

 [X クライアント] このセクションには、ユーザが作成したクライアントの定義 (クラ
イアントの構成設定) が含まれます。 

X マネージャを初めて起動した時、Reflection X バージョン 13 
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または 14、あるいは Hummingbird 社の Exceed 製品から設

定を移行している場合は、移行されたクライアント定義が表示さ

れることがあります。 

(X マネージャ (ドメイン接続用)) 管理者がユーザのために公

開クライアント定義を作成している場合、このセクションに表示さ

れます。 

 [X サーバ] X マネージャでは、このセクションには、既定のサーバの定義

である [標準 X サーバ] と、ユーザが作成したすべてのサー

バの定義が含まれます。 

X マネージャを初めて起動した時、Reflection X バージョン 13 
または 14、あるいは Hummingbird 社の Exceed 製品から設

定を移行している場合は、ほかにもサーバの定義が表示される

ことがあります。 

(X マネージャ (ドメイン接続用)) 管理者がユーザのために公

開サーバ定義を作成している場合、このセクションに表示されま

す。 

注意: カスタマイズした X サーバのインスタンスを作成するに

は、既存の X サーバ定義を複製し、コピーを編集します。また

は、プラス記号 (+) をクリックして、X サーバの新しいインスタン

スを作成します。 

 定義画面 - 左側のナビゲーション画面で強調表示されている定義またはセッションに対応

する情報が表示されます。実行可能な操作は強調表示されている項目によって異なりま

す。 

o ユーザが所有する定義の場合は、定義を編集することができます。 

o (X マネージャ (ドメイン接続用)) 公開定義 (管理者が所有している定義) は、編集で
きません。 

o 実行中のセッションの場合、[セッションの状況] とそのセッションの設定の表示のみが

可能で、セッションの構成方法は、そのセッションが停止するまで変更できません。 

注意: 編集を行う時は、[OK] ボタンや [適用] ボタンがないことに注意してください。

変更した内容は自動的に保存されます。 

画面のカスタマイズ 

[ユーザ設定の編集] ダイアログボックスを使用して、ナビゲーション画面の特定のセクションを

非表示にしたり、表示される順番を変更したりして画面をカスタマイズすることができます。 

 

Reflection X のアイコン 
X マネージャの左画面で [マイセッション]、[提供セッション]、[X クライアント]、[サーバ] の下

に表示されるアイコンは、ユーザが使用可能な X マネージャコンポーネントの状態を示してい

ます。 

アイコン 説明 

 セッションの定義 
セッションの構成設定です。このセッションは実行されていません。 
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アイコン 説明 

 セッションの公開定義 
管理者が作成し、ドメインの全ユーザが使用できるセッションの定義です。こ

のセッションは実行されていません。 

 実行中で参加しているセッション 
セッションはこのコンピュータで開始および表示されています。このセッション

は、[マイセッション] または [提供セッション] の下に表示されます。 

 実行中で参加可能なセッション 
セッションはこのコンピュータで開始されていますが、現在表示はされていま

せん。このセッションは、[マイセッション] または [提供セッション] の下に表

示されます。 

 X クライアントの定義 
X クライアントアプリケーションを起動するための構成設定です。 

 公開 X クライアント定義 
管理者が作成し、ドメインの全ユーザが使用できる X クライアントの定義で

す。 

 サーバの定義 
X サーバの構成設定です。 

 公開サーバ定義 
管理者が作成し、ドメインの全ユーザが使用できるサーバの定義です。 

  

フォント、Secure Shell 鍵、およびカラースキームを使用して作業する場合は、次のアイコンが表

示されます。 

アイコン 説明 

 ユーザ鍵 
X クライアントへの接続に使用する Secure Shell ユーザ鍵のペアです。 

 信頼されているホスト鍵 
X クライアントへの接続に使用する Secure Shell ホスト公開鍵です。 

 信頼されている公開ホスト鍵 
管理者が作成し、ドメインの全ユーザが使用できる Secure Shell ホスト公開鍵

です。 

 フォントコレクション 
X サーバで使用するフォントファイルセットコレクションです。 

 公開フォントコレクション 
管理者が作成し、ドメインの全ユーザが使用できるフォントファイルセットコレク

ションです。 

 カラースキーム 
X サーバで使用するカラースキーム中のカラーの構成設定です。 

 公開カラースキーム 
管理者が作成し、ドメインの全ユーザが使用できるカラースキームです。 
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ショートカットを作成すると、Windows デスクトップ上に以下のアイコンが表示されます。 

アイコン 説明 

 
セッションショートカット 
指定のセッションを開始します。 

 
クライアントショートカット 
指定の X クライアントと関連するセッションを開始します。 

  

管理コンソールに以下のアイコンが表示されます。 

アイコン 説明 

 ユーザパスワードの設定 
[認証システム] が [内部] に設定されている場合に、[認証] 画面から使用

できます。 

 登録済みのノード (オンライン) 
[ドメインの構成] 画面に表示されます。表示されているドメインノードがオンラ

インであることを示します。 

 登録済みのノード (オンラインでない) 
[ドメインの構成] 画面に表示されます。表示されているノードが使用できない

ことを示します。 
 

 

セッションの定義の理解 
セッションの定義は、X マネージャの左画面の [マイセッション] の下にあります。 

セッションの定義には、X サーバの構成設定を指定するサーバの定義が含まれます。また、X 
クライアントアプリケーションを起動するための設定を含むクライアントの定義が 1 つまたは複

数含まれます。 

セッションの定義を使用して、X クライアントアプリケーションとのセッションを確立します。サー

バの定義のみを含むセッションの定義を選択した場合は、Reflection X によって X セッション

が起動されます。ホストにログインし、X クライアントアプリケーションを起動するかどうかはユー

ザに委ねられます。セッションの定義に、サーバの定義と、1 つまたは複数のクライアントの定義

の両方が含まれている場合は、X セッションが起動され、X クライアントアプリケーションが起動

されて、これらのクライアントアプリケーションが X サーバに接続されます。 

セッションの定義には 2 種類あります。 

 個人用セッション定義:  

セッションを所有するユーザのみが表示でき、そのユーザ以外は編集できません。 

 セッションの公開定義:  

ドメイン (『85 ページ』)内のすべてのユーザが表示できますが、作成または編集できるの

は管理者のみです。公開定義は、Reflection X がドメインノードで実行されている場合にの

み使用できます。 
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注意: 
 セッションの定義は、そのセッションを作成したユーザのみが編集できます。 

 ドメイン管理者のみが、セッションの公開定義を作成できます。定義を公開するためには、

ドメイン管理者はそのオーナーである必要があります。 

 すべてのユーザは、Reflection X の定義のエクスポート/定義のインポート機能を使用して、

別のユーザと個人用定義を共有できます。 

 

 

よくある質問 
セッションの実行中に自分のセッションの定義を編集できますか? 
いいえ、セッションの定義を編集するには、その前にセッションを停止しなくてはなりません。 

自分のクライアントの定義は、その定義を使用するセッションの実行中に編集できますか? 
はい、できます。ただし、編集の内容は現在実行中のクライアントには反映されません。編集し

たクライアントの定義は、そのクライアントの定義を使用する新規のセッションを次回起動した時、

またはセッションに対してそのクライアントの定義を手動で起動した時に適用されます。 

自分のサーバの定義は、その定義を使用するセッションの実行中に編集できますか? 
はい、できます。ただし、編集の内容は現在のセッションには反映されません。編集したサーバ

の定義は、そのサーバの定義を使用する新規のセッションを次回起動した時に使用されます。 

セッションの定義ではクライアントの定義が必須ですか? 
いいえ、これはオプションです。クライアントの定義がない場合、クライアントは自動起動されま

せん。 

セッションの定義では、複数のクライアントアプリケーションを起動できますか? 
はい、できます。同じセッションの定義に複数のクライアントの定義を追加できます。 

定義を公開できますか? 
公開定義 (『86 ページ』) を作成する機能は、Reflection X 管理コンソールを使用している場

合に利用でき、その利用は管理者に限定されています。 

管理者以外のユーザがほかのユーザにセッションを提供したり、共有したりできますか? 
セッションを起動したユーザは誰でもほかのユーザにセッションを提供したり、共有したりするこ

とができます。 

ユーザ設定はどこにどのように保存されますか? 
設定は、作業中に自動的に Reflection X Advantage データベース (『41 ページ』)に保存され

ます。 

 

Reflection X Advantage データベースファイル 
Reflection X Advantage は、データベースファイルに構成情報を格納します。設定は作業中に

自動的に保存されます。 

このデータベースに関して、管理者が直接保守を行う必要はありません。ただし、サイトで通常

行っているバックアップまたはアーカイブ手順の中にこのフォルダを含めておくことをお勧めしま

す。 
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X マネージャ データベースファイル 

スタンドアロンの X マネージャ 用のデータベースファイルは、次のユーザ固有の位置に格納

されます。 

Windows システムの場合: 

データベースファイルは Windows ユーザプロファイルフォルダにあります。これらのファイ

ルの既定の位置は、Windows のバージョンによって異なります。例: 

C:¥Documents and Settings¥<ユーザ名>¥.attachmate¥rx¥db 

または 

C:¥Users¥<ユーザ名>¥.attachmate¥rx¥db 

UNIX システムの場合: 

データベースファイルは次の位置にあります。 

$HOME/.attachmate/rx/db 

Mac システムの場合: 

データベースファイルは次の位置にあります。 

/Users/<ユーザ名>/.attachmate/rx/db 

ドメインデータベースファイル 

Reflection X Advantage ドメインのデータベースファイルは、ドメインコントローラ (『85 ペー

ジ』)として機能しているコンピュータに置かれています。 

注意: データベースファイルセット全体にわたりバックアップされたファイルの一貫性を保証する

には、ドメインデータベースのバックアップを作る前に Reflection X Advantage サービスを停止

します。 

Windows システムの場合: 

ドメインデータベースファイルは Windows の すべてのユーザプロファイルフォルダにあり

ます。これらのファイルの既定の位置は、Windows のバージョンによって異なります。例: 

C:¥Documents and Settings¥All Users¥.attachmate¥rx¥db 

または 

C:¥ProgramData¥.attachmate¥rx¥db 

UNIX システムの場合: 

ドメインデータベースファイルは次の位置にあります。 

/opt/rxadvantage/rx/db 

Mac システムの場合: 

ドメインデータベースファイルは次の位置にあります。 

private/var/rx/db 
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Reflection X ドメインは、1 つまたは複数のコンピュータで構成され、これらのコンピュータ上で 
X セッションコンポーネントが実行され、負荷分散されます。またドメインは、これらのコンピュー

タ上でセッションを実行したり共有したりできるユーザのグループも定義します。  

Reflection X のドメインは、さまざまな方法およびオプションコンポーネントで設定できます。ドメ

イン構成のサンプルを確認するには、「Reflection X ドメインの概要」 (『25 ページ』) を参照し

てください。ドメインのパーツとその役割については、このセクションの情報を参照してください。 

 

 

Reflection X のドメインコンポーネント 
Reflection X のドメインには、通常は複数台のコンピュータが含まれます。各コンピュータでは、

以下のコンポーネントのうち 1 つまたは複数が実行されます。 

 

管理コンソール 
このアプリケーションは 1 台以上の管理者用ワークステーションにインストール

され、ドメイン管理者によるドメインの設定および一元管理に使用されます。コン

ソールから、管理者は、ドメインへのアクセスを制御し、セッションの公開定義 (X 
クライアントおよび X サーバの構成設定) を管理できます。管理者はこのアプリ

ケーションを使用して、セッション、セッションコンポーネント、および負荷情報を

監視することもできます。 
 

 

X マネージャ (ドメイン接続用) 
ドメインユーザのコンピュータにインストールされます。このアプリケーションを使

用して Reflection X ドメインに参加し、ドメインデータベースで定義した X セッ

ションの開始と、自分のセッションの定義および開始の、両方またはいずれかを

行うことができます。 
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ドメインコントローラ 
ドメインコントローラを作成するには、[ドメインコントローラの実行] を選択して 
[Reflection X サービス] をインストールします。 

Reflection X サービスをインストールすると、ドメインコントローラプロセスが開始さ

れます。このプロセスは継続して実行され、ドメインへのアクセス要求をリッスンし

ます。 

セッションの定義を一元的に格納しているデータベース (『41 ページ

注意:各ドメインにはドメインコントローラが 1 つ必要です。 

』)で、セッ

ション情報はこのコンピュータ上に作成および保持されます。 

 

ドメインノード 
ドメインノードは、ドメインで使用できるコンピュータで、セッションに対してドメイン

サービス (セッションのサスペンド/再開や、ネットワークのフェイルオーバーなど) 
を提供します。 

X マネージャ (ドメイン接続用) を使用してセッションを開始すると、ドメインコン

トローラによってそのセッションの実行に必要なコンポーネントが設定されます。

セッションの [ドメインサービス] が [なし] に設定されていると、これらのセッショ

ンコンポーネントは、リモートドメインノードで実行される場合を除いて X マネー

ジャ (ドメイン接続用) と同じコンピュータで実行されます。ドメインサービスを使

用するよう構成されているセッションの場合、必ず 1 つ以上のリモートドメインノ

ードへのアクセスが必要です。 

ドメインノードを作成するには、[セッションの許可] を選択して [Reflection X サ
ービス] をインストールします。 

 

X クライアントホスト 
X クライアントアプリケーションを実行するコンピュータです。 

注意:Reflection X は UNIX コンピュータにインストールできるため、上記の X 
マネージャ (ドメイン接続用) コンポーネントのいずれかまたは全部を実行するよ

うコンピュータを構成することができます。 

 

 

Reflection X のセッションコンポーネント 
Reflection X Advantage では、従来の X サーバがいくつかの協調プロセス (クライアントコネク

タ、プロトコルルータ、および 1 台または複数台の X サーバ) に分かれています。このプロセ

スの組み合わせが「X セッション」と呼ばれます。Reflection X をスタンドアロンモードで実行す

ると、最初にすべてのプロセスはユーザのワークステーションで実行されます。ただし、

Reflection X をドメインモードで実行すると、これらのプロセスが別のコンピュータに分散される

場合があります。 
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 クライアントコネクタとプロトコルルータ 

 クライアントコネクタとプロトコルルータは、同じコンピュータで一緒に実行されます。クラ

イアントコネクタは X クライアントアプリケーションから X プロトコルデータを受信し、

Reflection X の独自プロトコルに変換してプロトコルルータに送信します。 

プロトコルルータは Reflection X セッションのトラフィックのハブとして機能します。プロ

トコルルータはクライアントコネクタから受信したプロトコルをセッション中のすべての X 
サーバに転送します。 

[ドメインサービス] が [なし] (既定) に設定されていると、これらのセッションコンポーネ

ントは X マネージャ (ドメイン接続用) ワークステーションで実行されます。その他の 
[ドメインサービス] オプションが選択されていると、これらのコンポーネントはドメインノ
ード (『51 ページ

X サーバ 
X サーバはプロトコールルータからデータを受信して処理します。Reflection X には以下の 2 種類

の X サーバがあります。 

』)で実行されます。 

    

X サーバディスプレイ 

このサーバは X クライアントアプリケーションディスプレイを作成し、ユーザ入力 (キー

ボードやマウスなど) をプロトコルルータに返します。この入力内容がクライアントプログ

ラムに送信されます。共有セッションには、複数の X サーバディスプレイがある場合が

あります。 

    

ヘッドレス X サーバ 

このサーバには物理的なディスプレイがありませんが、すべての X プロトコルを処理し

ます。ヘッドレス X サーバを有効にすると、問い合わせのみの要求を低速の接続を介

してユーザデスクトップの X サーバディスプレイに転送する必要がなくなります。セッ

ションがサスペンドされると、ヘッドレスサーバは、クライアント要求の処理を継続するこ

とにより、セッションの実行状態を保ちます。  

Reflection X ドメインで、これらのコンポーネントがコンピュータのどの場所に作成されるかを確

認するには、以下の図を参照してください。 

 基本セッションのセッション図 (『45 ページ』) (すべてのセッションコンポーネントを同じ

コンピュータ上で実行) 

 分散セッションのセッション図 (『46 ページ』) (いくつかのセッションコンポーネントをリモ

ートドメインノードで実行) 

 

基本的なセッションのデータフロー 
基本セッションとは、すべてのセッションコンポーネントがユーザのワークステーションで実行さ

れるセッションです (セッション共有時に作成されるリモート X サーバディスプレイを除く)。スタ

ンドアロンモードの場合、これが唯一許可されるセッションの種類です。ここでは、クライアントコ

ネクタ、プロトコルルータおよび X サーバのメインディスプレイはすべてユーザのワークステー

ションで実行されます。ドメインモードで基本セッションを作成することもできます。この場合、セ

ッションコンポーネントはすべてユーザのワークステーションで実行されます。これは新しいセッ

ションの既定の構成です。セッションの継続およびプロトコルの圧縮機能は使用できませんが、

ユーザは、管理者が提供する公開定義にアクセスして、あらかじめ定義されたセッションを実行

したり、独自のカスタマイズした個人用セッションを作成して実行することができます。公開定義

と個人用定義はすべてドメインコントローラのデータベースに格納され、ドメイン内のすべてのコ

ンピュータからアクセスできます。 
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基本セッションの場合、[ドメインサービス] は [なし] に設定されています。以下にイベントのシ

ーケンスを示します。 

 
  

1. ユーザがドメインにログオンすると、ドメインコントローラがユーザを認証します。認証された

ユーザは、ドメインデータベースに保存されたセッション定義にアクセスできます。 

 
  

2. ユーザが基本セッションを開始すると、ドメインコントローラがそのユーザのワークステーショ

ンにセッションコンポーネントを設定します。 

3. ワークステーション上で、X クライアントからセッションに対して X プロトコルが直接送信さ

れます。 
 

基本的なセッションのみへの対応 

基本的なセッションのみに対応するには、Reflection X コンポーネントを以下のようにインストー

ルします。 

インストールするコンポーネント インストール先 

X マネージャ (ドメイン接続用) すべてのドメインユーザのワークステーション。 

[ドメインコントローラの実行] を
使用して構成する Reflection X 
の サービス 

Reflection X のドメインコントローラ。 
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分散セッションへのデータフロー 
分散セッションは基本セッションと比較すると、遅延の多いネットワークや帯域幅の狭いネットワ

ークでのセッション保持およびパフォーマンスの向上などについて優位点があります。 

以下の[ドメインサービス] オプションではすべて、分散セッションを作成できます。分散セッショ

ンでは、X マネージャ (ドメイン接続用) を実行するワークステーションではなくドメインノードに

クライアントコネクタとプロトコルルータが作成されます。これらのオプションはそれぞれ、そのドメ

インノードでのヘッドレス X サーバの作成に対応しています。これらのオプションで異なる点は、

ヘッドレス X サーバの作成の制御方法です。 

 [セッションのサスペンド/再開] 

ヘッドレス X サーバは、セッションを離れるか X マネージャ (ドメイン接続用) を閉じた場

合にのみ、ドメインノード上で作成されます。この結果、後でそのセッションに再び参加する

ことができます。 

 [セッションのサスペンド/再開; 遅延の多いネットワークのパフォーマンス] 

Reflection X は接続の遅延を自動的に測定し、遅延がパフォーマンスに影響するほど大き

い場合には、ヘッドレス X サーバを作成します。ヘッドレス X サーバによって、ネットワー

ク経由で渡す必要のあるデータ量が削減され、パフォーマンスが向上します。 

 [セッションのサスペンド/再開; 遅延の多いネットワークのパフォーマンス; ネットワークのフ

ェイルオーバー] 

このオプションを使用すると、セッションの実行時には常にヘッドレス X サーバの作成が

強制されます。この結果、遅延を考慮したネットワークのパフォーマンスを改善できます。ま

た、電源やネットワークの障害によってワークステーションの接続が切断されても、セッショ

ンを継続して実行することができます。 

[セッションのサスペンド/再開; 遅延の多いネットワークのパフォーマンス; ネットワークのフェイ

ルオーバー] が有効な場合のイベントのシーケンスを以下に示します。 
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1. ドメインにログインします。 

2. セッションを開始すると、ドメインコントローラによって、セッションを許可するよう構成されて

いるドメインノードにセッションコンポーネント (クライアントコネクタ、プロトコルルータ、およ

び場合によりヘッドレス X サーバ) が設定されます。また、ユーザのワークステーション上

で X サーバが起動されます。 

 
 

3. X クライアントが起動され、クライアントコネクタとの接続が確立されます。X プロトコルはす

べて、ドメインノードのヘッドレス X サーバに渡されます。 

4. ディスプレイ管理に必要な X プロトコルが、ワークステーションの X サーバディスプレイ

に渡されます。 

注意:遅延の多いネットワークの場合、この構成によってデータ交換を短絡化することで、パ

フォーマンスが向上します。ヘッドレス X サーバの実行中に、ディスプレイ作成に必要の

ないクライアント/サーバのデータ交換についてはクライアントとヘッドレス X サーバ間で

行われますが、これがワークステーションの X サーバディスプレイに送信されることはあり

ません。この結果、ラウンドトリップネットワークメッセージの数が削減され、遅延が緩和され

ます。 

リモートワークステーション通信時の圧縮 

帯域幅の狭いネットワークで接続している場合、プロトコルを圧縮することでパフォーマンスを改

善することができます。Reflection X は、狭い帯域幅を検出した場合に常に自動的にリモート X 
サーバとのプロトコルを圧縮するよう、既定で構成されています ([リモート X サーバ通信時に

プロトコルを圧縮する] = [動的])。(前述の) 分散セッションを構成する場合は、ドメインノードと

ワークステーション間で渡されるプロトコル (上記の図のラベル 4) を圧縮することができます。 

ドメインサービスへの対応 

セッション保持、低速ネットワークでのパフォーマンス向上、フェイルオーバーのいずれかまたは

すべてに対応するには、以下をインストールしてください。 

インストールするコンポーネント インストール先 

X マネージャ (ドメイン接続用) すべてのドメインユーザのワークステーション。 

Reflection X サービス  
    > ドメインコントローラの実行 

Reflection X のドメインコントローラ。 
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Reflection X サービス 
    > セッションを許可する 

すべてのドメインノード。 

管理コンソール 
X マネージャ (ドメイン接続用) 

ドメインコントローラと管理者用ワークステーションのいずれ

かまたは両方 

 

 

インストールするドメインコンポーネントの決定 
この図を確認して、使用するドメイン内のコンピュータにインストールする必要がある機能を決定

してください。 

 
 
 

 
 
すべてのドメイン 

セッション保持  
または遅延の多いネット

ワークでのパフォーマン

ス向上 

管理コンソール 

管理者用ワークステーションにインストールし

ます。 

  

X マネージャ (ドメイン接続用) 

ドメインユーザワークステーションにインストー

ルします。 

  

[ドメインコントローラの実行] 機能などの 
Reflection X サービス。 

Reflection X ドメインコントローラサーバにイ

ンストールします。 

  

[セッションの許可] 機能などの Reflection X 
サービス。 

1 つまたは複数のドメインノードにインストー

ルします。 

ドメインサービスを使用する X サーバのパ

フォーマンスが最適でない場合は、ドメインノ

ードの追加を検討してください。 

  

 

 

Reflection X ドメイン設計のベストプラクティス 
以下のガイドラインに従って、インストール要件に適するドメインを設計してください。 

ドメインに含めるコンピュータの選択 

ドメインノードとして追加するコンピュータを選択する場合は、コンピュータの以下の特性を考慮

してください。 

 利用できるシステムメモリ (専用のコンピュータであれば、共有で使用する場合よりもメモリ

が低くて済みます) 
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 利用できる処理能力 (専用のコンピュータであれば、共有で使用する場合よりも処理能力

が低くて済みます) 

 信頼性 (継続して実行する、信頼できるドメインノードを選択します) 

 Reflection X サービスを実行するための認可 (通常これらのコンピュータはファイアウォー

ル内にあるため、セキュリティが問題になることは稀です) 

 ネットワーク接続の速度(Reflection X ドメインノードとクライアントアプリケーションホストとの

接続には、可能な限り広い帯域幅と遅延の発生しにくい接続を使用する必要があります。) 
  

ドメインへのコンピュータの追加 

ドメインに必要なドメインノード (コンピュータ) の数は、セッション用に通常選択するドメインサ

ービスのレベルによって異なります。 

[なし] 

ドメインサービスが [なし] に設定されている場合、ドメインノードは不要です。この場合、ド

メインコントローラに定義が格納されますが、他のセッションコンポーネントはすべてユーザ

のワークステーションで実行されます。 

[セッションのサスペンド/再開] 
[セッションのサスペンド/再開; 遅延の多いネットワークのパフォーマンス] 
[セッションのサスペンド/再開; 遅延の多いネットワークのパフォーマンス; ネットワークのフェイ

ルオーバー] 

以上のドメインサービスオプションのいずれかを使用して、必要に応じてさらにドメインノー

ドを追加し、十分なパフォーマンスを維持することができます。ドメインノードを複数のセッシ

ョンで同時に実行する場合、グラフィック処理の多い X クライアントアプリケーションを実行

するユーザ数やメモリの可用性、電源などの要素に応じてパフォーマンスが低下します 
(他のアプリケーションでコンピュータを使用する場合は、コンピュータの台数を増やす必要

があります)。 

注意:Reflection X には、ドメインノードへの負荷を管理するための機能が含まれます。詳細に

ついては、「負荷分散の構成」を参照してください。 

  

コンピュータをドメインコントローラに指定 

ドメインコントローラは、ドメインの「頭脳」です。どのノードがドメインに属しているかを追跡して、

X マネージャ (ドメイン接続用) と通信し、セッションに必要な Reflection X コンポーネントを起

動します。既定では、ドメイン内の最初のノードとしても動作します。ユーザがセッションを起動

すると、ユーザのワークステーションの X サーバが、ドメインコントローラにセッションを設定す

るように要求します。ドメインコントローラはソフトウェアコンポーネントごとに使用するコンピュー

タを決め、各コンポーネントを起動します。 

ドメインコントローラには、以下の特性を持つコンピュータを選択します。 

 信頼性 

 高帯域幅のネットワーク接続 

 高い処理能力 

 高可用性 
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複数ドメインの設定 

組織またはグループの一部のセッション定義だけを共有したい場合は、ドメインを複数作成する

必要があります。 

これは、企業が部門間の情報の流れを制限したい場合に有効です。例えば、技術研究開発部

が頻繁にアクセスする機密の設計情報などの資料は、マーケティング部や経理部からはアクセ

スできないよう制限し、その他の必要な X アプリケーションは、これらの部門でも使えるようにす

ることができます。 

1 台のコンピュータには複数のドメインコントローラをインストールすることはできません (複数の

ドメインを設定した場合、ドメインコントローラごとに異なるコンピュータを使用する必要がありま

す)。ただし、1 台のコンピュータを複数のドメインのドメインノードとして使用できます。 

 

Reflection X ドメインノードの構成 
ドメインノードとして指定したコンピュータをドメインに追加する必要があります。 

開始する前に 

 ドメインノードとして使用予定のコンピュータごとに、[セッションの許可] を選択して 
[Reflection X サービス] をインストールします。 

 Reflection X のインストールフォルダ (%ProgramFiles%¥Attachmate¥Reflection X 
Advantage など) へのアクセスに必要な、ドメインコントローラとして指定したコンピュータの

管理権限を持っていることを確認してください。 

ドメインコンポーネントを構成するには 

1 Reflection X 管理コンソールをインストールしたコンピュータで、コンソールを開き、[ログオ

ン情報の入力] ダイアログボックスに、ワークステーションへのログオンに使用する資格情

報を入力します。 

Reflection X ドメインにドメイン管理者としてログオンされます(管理コンソールに最初にログ

オンしたユーザが、既定のドメイン管理者となります)。 

2 (オプション) ドメインノードを追加するには、[ドメインの構成] の [ドメインノード] タブで 
[+] をクリックし、次に [ドメインノードの追加] ダイアログボックスの [名前] フィールドにわ

かりやすい名前を、[ホスト名] フィールドにコンピュータ名を入力します。 

コンピュータをドメインに追加すると、入力した名前が [登録済みのノード] リストに表示さ

れます。 

注意: [ノードの詳細] では、既定で [ドメインに参加する] 設定がオンになっています。ドメイン

に参加するにはこの設定が必要です。この設定をオフにすると、既存のセッションは引き続き実

行できますが、新しいセッションがこのノードを使用できなくなります。 

3 ドメインに追加するコンピュータごとに、手順 2 を繰り返します。 

4 [ドメイン] プロパティの [負荷分散] ボックスで、ドメインノードの分散に使用するスキーム

を選択します。 

選択する項目 目的 

[ラウンドロビン] セッションは、各ドメインノードに順番に、プライオリティなし

で割り当てられます。 

[CPU の最適化] 利用可能な処理能力を基に、セッションに選択するドメイン
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ノードが判断されます。 

[メモリの最適化] 利用可能なメモリを基に、セッションに選択するドメインノー

ドが判断されます。 

5 (オプション) 認証システムを変更するには、ドメイン認証の設定の説明に従ってください。 

警告: 管理者アカウントを定義せずにドメインからログオフしないでください。管理者アカウ

ントがないと、管理コンソールにログオンして、ドメインを管理することができません(管理者

アカウントがないためにログオンできない場合は、ドメインのロックを解除する方法の説明に

従ってください)。 

 

 

ドメイン認証の設定 
Reflection X Advantage は以下の認証方法に対応しています。Windows、PAM (Pluggable 
Authentication Modules)、LDAP (Lightweight Directory Access Protocol)、および Reflection X 
内部 

既定の Reflection X 認証方式は、ドメインコントローラをインストールしたコンピュータのオペレ

ーティングシステムによって異なります。Windows コンピュータでは、Windows 認証が使用され

ます。UNIX や Mac コンピュータでは、PAM 認証が使用されます。 

 

ドメインアクセスの制御方法 
御社で実施中の認証処理を活用して、Reflection X Advantage で認証を行えます。Reflection X 
Advantage は、以下の認証方式に対応しています。 

 Windows 
Reflection X ドメインコントローラが Windows システム上にインストールされている場合の

既定の認証システム。 

 PAM (Pluggable Authentication Modules) 
Windows 以外の複数のオペレーティングシステムで使用できます。これは、Reflection X ド
メインコントローラが Windows 以外のシステム上にインストールされている場合の既定の

認証システムです。 

 LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) 
LDAP に対応する多くのディレクトリサーバで使用できる、一般的なユーザ認証方法。

LDAP 認証の構成は、標準的でないスキーマを持つさまざまな LDAP サーバで使用でき

るようになっています。 

 Reflection X 内部 
ユーザを認証する軽量な方式。Reflection X の管理者がユーザの一覧を手動で管理しま

す。 

既定の Reflection X 認証方式は、ドメインコントローラをインストールしたコンピュータのオペレ

ーティングシステムによって異なります。ドメインコントローラを Windows コンピュータにインスト

ールした場合、Windows の認証が使用されます。ドメインコントローラを Windows 以外のコン

ピュータにインストールした場合、PAM 認証が使用されます。 

認証システムは、ユーザがログオンした時にドメインに自動的に追加されるように設定することも、

ユーザを個別に追加するように設定することもできます (個別の割り当てを要求することで、既

知のユーザの一部にのみアクセスを与えることができます)。 

注意: 内部方式を除くすべての認証方式が、ユーザの自動追加に対応しています。 
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LDAP 認証の設定 
LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) は、ユーザを認証する一般的な方法を提供し、

LDAP に対応する多くのディレクトリサーバで使用できます。LDAP 認証の構成は、標準的で

ないスキーマを持つさまざまな LDAP サーバで使用できるようになっています。 

開始する前に 

 ドメインコンポーネントとして指定したコンピュータをドメインに追加し、コンポーネントを構成

します。 

警告: 管理者アカウントを定義せずにドメインからログオフしないでください。管理者アカウント

がないと、管理コンソールにログオンして、ドメインを管理することができません (管理者アカウン

トがないためにログオンできない場合は、ドメインのロックを解除する方法の説明に従ってくださ

い)。 

LDAP 認証を設定するには 

1 Reflection X 管理コンソールをインストールしたコンピュータで、管理コンソールを使用して

ドメインにログオンします。 

2 [認証] タブの [認証システム] 一覧で、[LDAP] を選択し、[構成] をクリックします。 

3 [LDAP の構成] ダイアログボックスで、LDAP サーバの構成データを入力します。 

4 認証方式を変更したら、ドメインへのログオンに使用できる管理者アカウントとパスワードが

ドメインに存在することを確認します。 

5 [認証のテスト] をクリックして、アカウントが有効であることを確認します。 

 

Reflection X 内部認証の設定 
内部認証システムは、ユーザを認証する軽量な方式です。 

開始する前に 

 ドメインコンポーネントとして指定したコンピュータをドメインに追加し、コンポーネントを構成

します。 

警告: 管理者アカウントを定義せずにドメインからログオフしないでください。管理者アカウント

がないと、管理コンソールにログオンして、ドメインを管理することができません (管理者アカウン

トがないためにログオンできない場合は、ドメインのロックを解除する方法の説明に従ってくださ

い)。 

Reflection X 内部認証を設定するには 

1 Reflection X 管理コンソールをインストールしたコンピュータで、管理コンソールを使用して

ドメインにログオンします。 

2 管理コンソールの [認証] タブで、[認証システム] 一覧から [内部] を選択します。 

3 [ユーザアカウント] 一覧でプラス記号 (+) をクリックし、[ドメインへのユーザの追加] ダイ

アログボックスで、管理者アカウントのユーザ名とパスワードを入力します。 

4 [管理者] 列をオンにすると、そのアカウントに管理者権限が付与されます。 

 



54 Reflection X Advantage 

 

ドメインユーザの追加または削除 
Reflection X ドメインを設定して、ログオンしたユーザがドメインに自動的に追加できるようにしま

す (この機能は、内部システムを除く、すべての認証システムで対応しています)。アクセスをより

厳密に制御するには、ドメインを設定して、ユーザを個別に追加または削除しなければならない

ようにすることができます。 

外部認証システムのすべてのユーザにアクセスを許可するには 

 Reflection X Advantage 管理コンソールの [認証] タブで、[正常にログオンした後、ユーザ

アカウントを自動的に作成する] をオンにします。 

認証システム内のすべてのユーザが Reflection X ドメインへのアクセスを許可されます。

ユーザがドメインに初めてログオンすると、そのユーザアカウントがドメインに追加されます。 

注意: Reflection X の内部認証を使用している場合、ユーザがログオンした時にアカウントを自

動作成することはできません。 

選択したユーザのみにアクセスを許可するには 

1 Reflection X Advantage 管理コンソールの [認証] タブで、[正常にログオンした後、ユーザ

アカウントを自動的に作成する] をオフにします。 

2 ユーザを追加するには、[ユーザアカウント] 一覧でプラス記号 (+) をクリックし、[ドメイン

へのユーザの追加] ダイアログボックスで、追加するユーザ名とパスワード (内部認証を使

用している場合) を入力します。 

3 新しいユーザアカウントに管理者権限を与えるには、[管理者] 列のボックスをオンにしま

す。 

4 ユーザを削除するには、[ユーザアカウント] 一覧で、削除するユーザ名を選択し、– をクリ

ックします。 

 

 

ドメインのロックの解除 
ドメインから締め出されることがあるのは、管理者パスワードを忘れた場合、管理者アカウントを

追加せずに認証方式を変更した場合、または外部認証システムに問題が発生した場合です。 

修復スクリプトを実行すると、ドメインのロックを解除できます。 

ドメインのロックを解除するには 

1 ドメインコントローラがインストールされているサーバの Reflection X インストール bin フォ

ルダから、recover.exe (Windows の場合) または recovery (Windows 以外の場合) スク

リプトを実行します。 

注意:recover.exe を実行している Windows システムの場合、管理者権限でログインして

いてもアクセス許可がないため失敗する場合があります。この問題を解決するには、

recover.exe を右クリックして「管理者として実行」を選択します。 

2 サービスを再起動します。 

3 管理コンソールを開いて、以下のユーザ名とパスワードでドメインにログオンします。 

ユーザ名:recovery 

パスワード:recovery 
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注意:リカバリツールを実行すると、管理コンソールに 1 回だけアクセスできます。ログアウトする

と、ユーザ名とパスワードのログイン値は使用できなくなります。これらの値を使用して再度ログ

インするには、手順 1 と 2 を繰り返す必要があります。 

4 内部認証を使用している場合は、ドメインへのログオンに使用できる新しい管理者アカウン

トを作成します。 

5 (オプション) 認証システムを変更するには、[認証システム] 一覧で、使用する認証システ

ムを選択します。 

6 ドメインへのログオンに使用できる管理者アカウントとパスワードがドメインに存在することを

確認して、[認証のテスト] をクリックし、アカウントが有効であることを確認します。 

警告:管理者アカウントを定義せずにドメインからログオフしないでください。管理者アカウン

トがないと、管理コンソールにログオンして、ドメインを管理することができません 。  

 

 

Java Web Start による配布 
Java Web Start の技術を使用して、Web サーバからユーザのワークステーションに X マネー

ジャ (ドメイン接続用) を配布します。この方法には以下のような利点があります。 

 配布手順が簡単です。Web サーバを設定した後、Web ページを開いてボタンをクリックす

るだけで X マネージャ (ドメイン接続用) を実行することができます。 

 構成が Web サーバ上の一連のファイルにより集中管理されているため、更新や構成の変

更の配布が簡単です。ユーザが X マネージャ (ドメイン接続用) を起動すると、Web Start 
が更新の必要があるかどうかを調べ、必要であればインストールします。 

 同じ Web サーバとファイルが、Windows と UNIX の両方の環境に対応しています。 
  

Web Start による配布には、以下の制限と要件があります。 

 Web Start は、ユーザのワークステーションのサービスを自動的に起動することができない

ため、永久ドメインを提供したり、ドメインノードとして機能したりするコンピュータに 
Reflection X をインストールする場合には適していません。 

 リモートの Reflection X ドメインを別のコンピュータ (できれば継続的に実行されるコンピュ

ータ) に設定する必要があります。 

注意:まず、次のことを確認してください。 
 X マネージャ (ドメイン接続用) をワークステーションにインストールします。 

 ドメインを設定します。 

 

X マネージャ (ドメイン接続用) を Web Start によって配布するには 

Web サーバを以下のように構成して、拡張子が .jnlp のファイルがすべて MIME タイプ 
application/x-java-jnlp-file に設定されるようにします。 

o Apache Web サーバを使用する場合、.mime.types 構成ファイル (通
常 .../conf/default フォルダにあります) に次の行を追加します。 

application/x-java-jnlp-file jnlp 
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または 

o 異なるタイプの Web サーバを使用する場合は、Web サーバのドキュメントで、MIME 
タイプを追加する方法を確認してください。 

1 X マネージャ (ドメイン接続用) をインストールしたフォルダに移動し、Reflection X 

Advantage フォルダから webstart フォルダ (およびその内容すべて) を、Web サーバ

上のフォルダにコピーします。 

2 Web サーバ上の新しいフォルダの名前を rxwebstart に変更します。 

3 images フォルダと help フォルダを Reflection X Advantage フォルダから Web サー

バ上の rxwebstart フォルダにコピーします。 

4 Reflection X Advantage\lib フォルダにある .jar ファイルをすべて、使用している Web 
サーバの rxwebstart\lib フォルダにコピーします。 

注意:インストールフォルダには、Reflection X Advantage\webstart\lib フォルダと、

Reflection X Advantage\lib フォルダという、2 つの lib フォルダがあります。 

5 Web サーバの rxwebstart フォルダで、説明に従って、以下のファイルを編集します。 

ファイル 操作 
jsafe.jnlp 以下のように、codebase 属性が Web サーバ上の rxwebstart フォルダを参

照するよう設定します。 

<jnlp spec="6.0+" codebase="http://localhost/rxwebstart" 
href="jsafe.jnlp"> 

atmXManager.jnlp 以下の 2 行を、既定の場所であるコメント付きブロックの外に移動します。 

<argument>-domain</argument> 
<argument>domainComputerName</argument> 

ドメイン名の引数 (domainComputerName) を編集して、ドメインコントローラを

実行しているコンピュータのネットワーク名を指定します。 

以下のように、codebase 属性が Web サーバ上の Webstart フォルダを参照

するよう設定します。 

<jnlp spec="6.0+" codebase="http://localhost/rxwebstart" 
href="atmXManager.jnlp"> 

jogl.jnlp 以下の行の localhost を自分のホスト名に変更します。 

<jnlp codebase="http://localhost/rxwebstart/" href="jogl.jnlp" > 

gluegen-rt.jnlp 以下の行の localhost をホスト名に変更します。 

<jnlp codebase="http://localhost/rxwebstart/" 
href="gluegen-rt.jnlp"> 

6 (オプション) ファイル atmXManager.jnlp を編集して、ユーザ名、パスワードその他の構成

可能なオプションを指定します。これらのオプションを定義すると、Web Start リンクを設定し

てユーザを自動的にドメインに記録し、セッションを開始することができます。手順について

は、atmXManager.jnlp ファイルに記載されています。 

7 Web ブラウザで、変数 codebase および href に割り当てた URL に移動し、

rxadvantage.jar および atmXManager.jnlp のファイルにアクセスできることを確認しま

す。 

8 StartReflectionX.html ページへのリンクをユーザに配布します。 
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注意: 
 Web ブラウザは、Web サーバから受け取ったコンテンツの扱い方を決める場合、通常 

MIME タイプを使用します。Web Start を開くには、.jnlp ファイルの以下の MIME の種

類がサーバから返される必要があります。 

application/x-java-jnlp-file 

 Java Web Start は、Web 配布用に書かれた Java アプリケーションのためのアプリケーショ

ンランチャーです。Java Web Start は、リソースをローカルのディスクにキャッシュするほか、

安全な実行環境、および実質的にトランスペアレントなアプリケーション更新機能を提供し

ます。アプリケーションは使用されるたびに更新されるので、エンドユーザは手動でソフトウ

ェアを更新する必要がありません。 
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Reflection X のインストールと配布にはさまざまな方法があります。どの方法を選ぶかは、通常、

承認されている業務プロセス、配布の規模、配布に使用するツール、およびカスタムインストー

ルをするかどうかなどのさまざまな要因で決まります。 

例えば小規模の配布では、Attachmate インストールプログラムを使用して数台のワークステー

ションに Reflection X をインストールするだけかもしれませんが、企業規模の配布を行うには、

膨大なカスタマイズとテストが必要です。 

要件に応じて、以下のいずれかの方法を使用してください。 

 各ワークステーション上でのワークステーションインストールの実行 
Reflection X のファイルをすべて PC のハードディスクにインストールします。この方法は、

Reflection X をインストールするコンピュータの数が少なく、インストールをカスタマイズする

必要がない場合に適しています。 

 基本配布の実行 
管理者用インストールを行って、Reflection X のファイルを管理者用インストールポイントに

コピーします。この作業を、管理者用インストールイメージを作る、と呼ぶこともあります。次

に、配布ツールを使用してこのファイルにアクセスしてワークステーションに配布するパッケ

ージを作成します。基本配布は、インストールのカスタマイズを必要とせず、Reflection X を
配布するワークステーションの数が多い時に適した方法です。 

 カスタム配布の実行 
管理者用インストールを行って、Reflection X のファイルを管理者用インストールポイントに

コピーします (基本配布の場合と同じです)。次に、インストールの方法、外観、およびエン

ドユーザのコンピュータの動作をカスタマイズします。カスタム配布では、配布するワークス

テーションの台数に制限はありません。  

 

 

 

7  章   
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基本的な配布の実行 
多数のコンピュータに既定の (カスタマイズされていない) Reflection X アプリケーションをイン

ストールする必要がある場合は、基本配布を実行します。 

大規模の基本配布では、一般的に以下の操作を行います。 

1. 管理者用インストールポイントを作成するために、インストール先フォルダへの管理者用イ
ンストールを行います (『61 ページ

2. インストールのテストを行います。 

』)。 

3. 管理者用インストールポイントから Reflection X を配布します。インストールパッケージは 
MSI に準拠しているので、Microsoft Active Directory、Microsoft Systems Management 
Server、またはその他の Microsoft インストーラ互換の配布ツールを使用することができま

す。 

 

高度な配布の実行 
以下の目的でインストールをカスタマイズする必要がある場合は、高度な配布を実行します。 

 アプリケーション機能へのエンドユーザのアクセスを制限する 

 Reflection X ファイルのインストールをカスタマイズする 

 主要インストールとは別にインストール可能なカスタムファイルのコンパニオンインストール

パッケージを作成する 

大規模のカスタム配布では、一般的に以下の操作を行います。 

1. インストール先フォルダで管理インストールを実行 (『61 ページ

2. 管理者用インストールポイントから、以下のいずれかを実行します。 

』)し、管理者用インストー

ルポイントを作成します。 

o 標準 MSI 変換 (『63 ページ

インストール場所の指定、機能の状態の設定、ショートカットの変更または削除、旧製

品の削除、およびほかのインストールまたはプログラムとの連結を行うことができます。 

』) を作成してプライマリインストーラデータベースを変

更します。 

または 

o ワークステーション上に作成したカスタムファイルを含む付属のインストールパッケー
ジを作成 (『67 ページ

これらの個別の MSI パッケージは、Reflection X のインストールとは別にインストール

できます。このため、これらのカスタムファイルを削除することなく製品をアップグレード

できます。また、Reflection X の主要ファイルをインストールしたり削除したりすることな

く、カスタムファイルをインストールまたは削除することができます。 

』)します。 

3. インストールのテストを行います。 

4. 作成した変換と個別の MSI パッケージを使用して Reflection X を配布します。 

トランスフォームおよびコンパニオンインストールパッケージは MSI に準拠しているので、

デスクトップのショートカット、Microsoft Active Directory、Microsoft Systems Management 
Server、またはその他の Microsoft インストーラ互換の配布ツールを使用することができま

す。 
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管理者用インストールポイントの作成 
配布の環境を準備するには、管理者用インストールポイントを作成する必要があります。管理者

用インストールポイントを作成するには、ネットワーク共有 (通常はファイルサーバ) 上にある 
Reflection X の管理インストールイメージをインストールします。管理インストールイメージは、

CD-ROM に含まれるイメージと同様の、アプリケーションのソースイメージです。管理インストー

ルイメージには、カスタマイズに使用する管理ツールと、Reflection X のインストールに必要なす

べてのファイルが含まれます。 

警告: この操作手順では、[詳細設定] タブと [ファイルの場所] タブのみを使用してください。

ほかのタブで作成された構成は無視されます。 

 

注意: 
 ワークステーションに Reflection X をインストールする前に、管理者用インストールポイント

を作成することをお勧めします。管理者用インストールポイントを作成すると、ワークステー

ションをインストールする際にこれを使用できるようになります。 

 Attachmate インストールプログラムのグラフィカルインタフェースでなくコマンドラインを使用

する場合は、以下の方法でコマンドラインから管理インストールイメージを作成できます。 

path_to_setup_file\Setup.exe /install /admin 
TARGETDIR=UNC_path_to_administrative_installation_point 

 最初にワークステーションに Reflection X をインストールする場合は、以下の方法でコマン

ドラインから管理インストールイメージを作成する必要があります。 

path_to_setup_file_on_your_workstation\Setup.exe /install /admin 
TARGETDIR=UNC_path_to_administrative_installation_point 

 

管理者用インストールポイントを作成するには 

1 ネットワークファイルサーバ上にネットワーク共有を作成します。 

2 ダウンロードリンクをクリックして、ダウンロードプログラムを実行します。インストーラファイル

の位置を選択して、[次へ] をクリックします。 

指定した位置にファイルが抽出され、Attachmate インストールプログラムが開始します。(フ
ァイルをダウンロード済みの場合は、setup.exe ファイルをクリックしてインストールプログラ

ムを開始します。) 

3 [続行] をクリックしてライセンスに同意します。 

4 [詳細設定] タブで、[管理者用インストールイメージをサーバに作成する] をクリックしま

す。 

5 [続行] をクリックして、管理インストールイメージ用に使用するネットワーク共有まで移動し

ます。 

重要! ネットワーク共有のパスは、必ず UNC パスとして指定してください 
(\\share_name\administrative_install_point など)。 

6 [インストール] をクリックします。 
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注意: 管理者用インストールイメージは、通常ファイルサーバ上のフォルダに作成されます。

ただし、管理者用インストールイメージは、ローカルハードディスクのどのフォルダにでも作

成できるので、テストをするのに便利です。 

 

Reflection カスタム設定ツール 
Reflection カスタム設定ツールは、Attachmate インストールプログラムの特別なモードで、主要

インストールのカスタム変更に対応し、配布機能の一部を提供します。これらの作業は、簡単な

ユーザインタフェースで行うことができるため、別のソフトウェアパッケージやトレーニングは不要

です。 

Reflection カスタム設定ツールを使用して、トランスフォームやコンパニオンインストールパッケ

ージを作成します。カスタマイズの種類ごとに固有の構成パネルのセットがあり、これらのパネル

は [カスタム設定の選択] パネルでの選択に従って表示されます。 

 

Reflection カスタム設定ツールを開く 
Reflection カスタム設定ツール を実行するためには、最初に管理者用インストールイメージを

作成しておく必要があります。 

Reflection カスタム設定ツール を開くには 

  次のいずれかを選択します。 

 コマンドラインで、管理者用インストールポイントに移動し、 
setup /admin と入力します。 

または 

 ACT へのショートカットを設定 (『62 ページ』)している場合は、ショートカットをダブルク

リックします。 

 

[カスタム設定の選択] ダイアログボックスで、どのモードを開きたいかを選択するように要求

されます。 

注意: 現在、Attachmate インストールプログラムを実行中の場合は Reflection カスタム設定ツ

ールを実行することはできません。setup.exe プログラムのインスタンスは一度に 1 つしか実

行できません。 

 

ACT へのショートカットの設定 
既定では、Attachmate カスタム設定ツール (ACT) はコマンドラインからのみ開くことが可能で

すが、デスクトップショートカットを作成し、ショートカットプロパティを設定して、このツールを開く

ことができます。 このショートカットの作成はオプションですが、ACT を操作する時間が短縮さ

れるため便利です。 

ACT を開くデスクトップショートカットを設定するには 

1 管理者用インストールポイントで、setup.exe ファイルを右クリックし、[ショートカットの作成] 
を選択します。  

2 ショートカットを右クリックし、[プロパティ] を選択します。  

3 [ターゲット] フィールドで、コマンドラインの最後に /admin オプションを追加します。 例え

ば、次のように入力します。 
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\\myServer\adminInstallPoint\setup.exe /admin 

警告: [ターゲット] フィールドのパスが UNC (汎用命名規約) 形式で参照されていることを確認

してください。 パス名にはドライブ文字を使用しないでください。 ドライブ文字を使用すると、ほ

かのワークステーションでショートカットを使用する際に問題が発生する場合があります。 

4 ショートカットの名前を変更してから、ワークステーションのデスクトップおよび管理者用イン

ストールポイント用に使用しているサーバに保存します。 

 

カスタム設定の種類の選択 
Reflection カスタム設定ツールを開いたら、トランスフォームやコンパニオンインストールパッケ

ージを作成したり、既存のファイルを開いたりすることができます。 

カスタム設定の種類を選択するには 

1 [カスタム設定の選択] ダイアログボックスで、カスタム設定の種類を選択します。 

目的 選択する項目 

新規トランスフォーム (.mst) を作成する [以下の製品のセットアップカスタム設定ファイルを

新規作成する] (既定) 

新規コンパニオンインストールパッケージ 
(.msi) を作成する 

[コンパニオンインストーラを新規作成する] 

既存ファイルを開く [既存のセットアップカスタム設定ファイルまたはコン

パニオンインストーラを開く] 

2 [OK] をクリックします。 

 

 

トランスフォームの作成と編集 
Reflection カスタム設定ツールを使用すると、主要なインストーラのデータベースを修正する 
MSI トランスフォームを作成することができます。 また、Reflection カスタム設定ツールを使用し

てこの製品用に作成した既存の .mst ファイルを開いて編集することもできます。 

作成したトランスフォームは、インストールに含める必要があります。トランスフォームは、

setup.exe で起動するあらゆるインストールまたはコマンドラインインストール (配布ツールの

多くで使用されている) とともに使用することができます。 インストーラがトランスフォームを適用

できるのは、インストール実行時だけです。 

注意: 
 トランスフォームファイルを SETUP.EXE とともに使用するには、[ライセンスおよびユーザイ

ンタフェース] タブで [このカスタム設定を、setup.exe を使用した対話型インストールに使

用する] をオンにします。 このオプションをオンにしてトランスフォームを保存すると、

Reflection カスタム設定ツールによって SETUP.INI ファイルが自動的に更新され、トラン

スフォームが Reflection X のインストールに適用されます。 

 指定したカスタム設定をインストールするには、Reflection X のパッケージファイルと同じフ

ォルダにトランスフォームファイルを保存し、インストール中に参照する必要があります。 

 トランスフォームの作成および配布の詳細については、技術ノート 2369 
(『http://support.attachmate.com/techdocs/2369.html』) を参照してください。 

http://support.attachmate.com/techdocs/2369.html�
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対応している変更は以下のとおりです。 

 インストール場所 

 ユーザインタフェースのレベル - サイレントまたは対話型 (setup.exe および setup.ini 
が必要) 

 機能の状態 (隠し機能を含む) 

 ショートカットの変更または削除 

 旧製品のアップグレード (オプション) 

 ほかのインストールとの連結、または主要なインストールの前後にプログラムを実行する 

(setup.exe および setup.ini が必要) 

 Windows インストーラプロパティの変更 

 

トランスフォームの作成 
Reflection X をカスタマイズして、インストールの方法、外観、およびユーザのコンピュータでの

動作を指定します。 

インストールのトランスフォームを作成するには 

1 コマンドラインから Reflection カスタム設定ツールを開きます。 

path_to_setup\setup.exe /admin 

2 [以下の製品のセットアップカスタム設定ファイルを新規作成する] を選択し、[OK] をクリッ

クします。 

3 左側のパネルのリストで項目を選択すると、右側に構成パネルが開くので、そこでカスタマ

イズを行います。 

4 [ファイル] -[名前を付けて保存] コマンドを選択します。 

トランスフォームファイルは .mst ファイルとして保存されますが、その際 Reflection X のイ

ンストーラパッケージファイルと同じフォルダに保存することを推奨します。 

既存のインストールのトランスフォームを変更するには 

1 コマンドラインから Reflection カスタム設定ツールを開きます。 

path_to_setup\setup.exe /admin 

2 [既存のセットアップカスタム設定ファイルまたはコンパニオンインストーラを開く] をオンに

し [OK] をクリックします。 

3 [ファイルを開く] ダイアログボックスで、トランスフォームファイルを作成した時に選択した場

所を参照し、transform_name.mst ファイルを選択します。 

4 左側のパネルのリストで項目を選択すると、右側に構成パネルが開くので、そこでカスタマ

イズを行います。 

5 [ファイル] -[名前を付けて保存] コマンドを選択します。 

トランスフォームファイルは .mst ファイルとして保存されますが、その際 Reflection X のイ

ンストーラパッケージファイルと同じフォルダに保存することを推奨します。 
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インストールの追加 (連結) とプログラムの実行 
Reflection X では、連結インストールが簡単にできます。主要インストールの前後に、自動的に

コンパニオンインストールパッケージを実行するようにインストールを設定することができます。ま

た、ほかのスクリプトやプログラムを実行するように指定することもできます。 

インストールまたはプログラムを連結するには 

1 コマンドラインから Reflection カスタム設定ツールを開きます。 

path_to_setup\setup.exe /admin 

2 [以下の製品のセットアップカスタム設定ファイルを新規作成する] を選択し、[OK] をクリッ

クします。 

3 Reflection カスタム設定ツール のナビゲーション画面で、[インストールの追加とプログラム

の実行] を選択します。 

4 [追加] をクリックします。 

[プログラム項目の追加と変更] ダイアログボックスが開きます。 

5 [ターゲット] リストで、プログラムの .exe ファイルまたは .msi ファイルのあるフォルダを

入力または選択し、次に実行するファイル名を入力します。 

例 msiexec.exe 

6 [引数] の下に、実行するコマンドライン引数を入力します。 

例 /i my_installation.msi 

7 プログラムを実行する時期を指定するには、[このプログラムをベース製品のインストール後

に実行する] または [このプログラムをベース製品のインストール前に実行する] のいずれ

かを選択します。 

注意: ほとんどの場合、[このプログラムをベース製品のインストール後に実行する] を選び

ます。 [このプログラムをベース製品のインストール前に実行する] を選んで、このプログラ

ムが失敗した場合、Reflection X はインストールされません。 

8 ほかのプログラムや MSI ファイルを追加するには、上記の手順を繰り返します。 

9 実行順序を変更するには、[移動] (画面の左下部分) の隣にある矢印を使います。プログ

ラムをリストから削除するには、選択して [削除] をクリックします。 

 

 

機能、コンポーネント、および言語の選択 
エンドユーザ向けにどの機能、コンポーネント、および言語をインストールするかを選択すること

ができます。さらに、項目をインストールしない場合に 3 つのレベル (項目をアドバタイズする、

項目をインストールしない、後でユーザがインストールできないように項目を永久的にブロックす

る) から選択できます。 

インストールする機能、コンポーネント、および言語を選択するには 

1 コマンドラインから Reflection カスタム設定ツールを開きます。 

path_to_setup\setup.exe /admin 

2 [以下の製品のセットアップカスタム設定ファイルを新規作成する] を選択し、[OK] をクリッ

クします。 
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3 Reflection カスタム設定ツールのナビゲーション画面で、[機能のインストール状態の設定] 
を選択します。 

4 次の方法で機能のインストール状態を選択します。 

選択 方法 

 [機能をローカルのハードディスクドラ

イブにインストールする] 
インストール先に機能を追加します。 

 [機能を必要時にインストールする] 機能をアドバタイズします。 

 [機能を使用不可にする] 機能がインストールされていない状態にします。 
エンドユーザは、Windows の [プログラムのアン
インストールまたは変更] リスト (または Windows 
XP のコントロールパネルでは [プログラムの追加

と削除]) から項目を選択してインストールできま

す。 

 [機能を表示しない] 機能がインストールされていない状態にするととも

に、非表示にします。 エンドユーザは項目をイン

ストールできなくなり、項目は Windows の [プロ
グラムのアンインストールまたは変更] リストに表

示されなくなります。 

 

 

ショートカットの構成 
定義済みの Reflection X ショートカットに関連付けられた属性を変更することができます。また、

カスタムインストールパッケージに追加したファイルに関連付けられるショートカットを構成するこ

ともできます。 

ショートカットを構成するには 

1 コマンドラインから Reflection カスタム設定ツールを開きます。 

path_to_setup\setup.exe /admin 

2 [カスタム設定の選択] ダイアログボックスで、実行するタスクに最も適したオプションを選択

します。 

3 Reflection カスタム設定ツールのナビゲーション画面で、[ショートカットの構成] を選択しま

す。 

4 構成するショートカットを選択して、[変更] をクリックします。 

5 [ショートカットの変更] ダイアログボックスで、以下の設定を入力します。 

目的 手順 

ショートカットを保存する場所

を指定する 
[場所] リストで、フォルダを入力または選択します。 

注意: フォルダを参照するリスト項目 ([ProgramMenuFolder] な
ど) は定義済みのフォルダキーワードです。カスタム設定ディレ

クトリを作成するには、一般的なディレクトリ構文 
(「[ProgramFilesFolder]¥マイフォルダ」など) に従って新規フ

ォルダ名を追加します。または、ターゲットマシンに場所が存在

していることがわかっている場合にはフルパス (「C:¥Program 
Files¥マイフォルダ」など) を入力することもできます。 

ショートカットに名前を付ける [名前] ボックスに内容のわかる名前を入力します。 
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ショートカットにツールチップ

を追加する 
[ボタン名] ボックスにショートカットの内容を表す説明文を入力

します。 

コマンドライン引数をプログラ

ムに渡す 
[引数] ボックスに、コマンドライン引数を入力します。 

アプリケーションウィンドウの

サイズを指定する 
[実行プログラム] リストで、アプリケーションウィンドウの初期サ

イズを選択します。 

 

 

コンパニオンインストールパッケージの作成 
Reflection X とともにインストールされないファイルをインストールするために、コンパニオンイン

ストールパッケージ (「コンパニオンデータベース」とも呼びます) を作成します。  

コンパニオンファイルは、Reflection X とは別にインストールされるため、本製品をアップグレー

ドしても削除されません。 また、製品を再インストールせずに、追加のサポートファイルを配布

することができます。例えば、対応している部門がいくつかあり、各部門用に設定ファイルをカス

タマイズする必要がある時、部門ごとにコンパニオンインストールパッケージを作成することがで

きます。 

コンパニオンインストールパッケージは以下に対応しています。 

 ファイルとインストールディレクトリの指定 

 選択したファイルのショートカット 

 アプリケーションのカスタム設定の追加 

 主要インストーラとの連結 (連結は .mst ファイルに指定する必要があります。) 

 主要インストールに影響せずに削除 (主要インストールも、コンパニオンパッケージが追加

したファイルに影響を与えずに削除できます。) 

コンパニオンインストールパッケージは、MSI パッケージに対応している機構であれば、どれを

使ってもインストールできます。パッケージには、標準の進行状況バー以外、組み込まれている

インタフェースはありません。 

 

コンパニオンインストールパッケージの作成 
Reflection X とともにインストールされないファイルをインストールするために、コンパニオンイン

ストールパッケージ (「コンパニオンデータベース」とも呼びます) を作成します。 

コンパニオンインストールパッケージを作成するには 

1 コマンドラインから Reflection カスタム設定ツールを開きます。 

path_to_setup\setup.exe /admin 

2 [カスタム設定の選択] ダイアログボックスで、[コンパニオンインストーラを新規作成する] 
を選択し (または既存の MSI を開き)、[OK] をクリックします。 

3 ナビゲーション画面で、[パッケージ情報の指定] を選択します。 

4 [名前の追加と削除] ボックスおよび [所属名] ボックスに、Microsoft Windows の [プログ

ラムのアンインストールまたは変更] パネルに表示させるインストールと発行者の名前を入

力します。  
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注意: Windows Vista および Windows 7 の [プログラムのアンインストールまたは変更] リス
トは、以前のバージョンの Windows バージョンの [プログラムの追加と削除] リストに類似

しています。 アクセスするには、[コントロールパネル] から [プログラムと機能] を選択しま

す。 

5 ナビゲーション画面で、[インストール場所の指定] を選択します。 

6 [インストールの種類] で、ファイルをインストールする対象 (全ユーザまたは 1 ユーザの

み) を選択します。 

選択項目 付属のインストーラパッケージを設定するには 

[マシンの全ユーザにインストール] コンピュータにログオンしている全ユーザがファイルを使用

できます。 

ファイル、マクロ、その他の構成ファイルを全ユーザが使用

できるように設定する場合は、このオプションを使用します。 

[インストールするユーザのみにイン

ストール] 
インストールユーザのみがファイルを使用できます。 

重要! ユーザの個人用データフォルダにインストールする
必要があるファイルを配布する場合は、このオプションを選
択してください。 

7 [既定のインストールフォルダ] リストで、ファイルをインストールするフォルダを選択します 
(ファイルを追加する時に別のフォルダを指定しない場合、ファイルはこのフォルダに配布さ

れます)。 

注意: このリストで使用できるフォルダは、選択したインストールの種類によって異なります。

[インストールの種類] フォルダオプションでは、(インストール後の) ファイルへのアクセスを

指定します。 このオプションは、インストールするフォルダのみに適用されます。ファイルを

追加した後は、オプションを変更することはできません。 

8 [既定のショートカットフォルダ] リストで、プログラムのショートカットをインストールするフォ

ルダを選択します (ファイルを追加する時に別のフォルダを指定しない場合、ショートカット

はこのフォルダに配布されます)。 

注意: フォルダを参照するリスト項目 ([ProgramMenuFolder] など) は定義済みのフォルダ

キーワードです。カスタム設定ディレクトリを作成するには、一般的なディレクトリ構文 
(「[ProgramFilesFolder]¥マイフォルダ」など) に従って新規フォルダ名を追加します。また

は、ターゲットマシンに場所が存在していることがわかっている場合にはフルパス 
(「C:¥Program Files¥マイフォルダ」など) を入力することもできます。 

注意: インストールの種類のオプションは、(インストール後の) ファイルへのアクセスを指定

します。このオプションは、インストールするフォルダのみに適用されます。ファイルを追加し

た後は、オプションを変更することはできません。 

9 ファイルまたはショートカットを、追加、更新、または削除するには、ナビゲーション画面で 
[ファイルの追加] を選択します。 

コンパニオンインストールの設定プロパティやユーザ設定を変更することもできます。 

コンパニオンパッケージの作成が完了したら、パッケージを単独で、または Reflection X と
ともに配布することができます。パッケージは、Microsoft の [プログラムの追加と削除] ユ
ーティリティで削除するまで、ユーザのコンピュータ内に残ります。 
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コンパニオンインストーラへのファイルの追加 
ファイルまたはショートカットを、コンパニオンインストールパッケージに追加したり、削除できま

す。 

コンパニオンインストーラへファイルを追加するには 

1 コマンドラインから Reflection カスタム設定ツールを開きます。 

path_to_setup\setup.exe /admin 

2 [カスタム設定の選択] ダイアログボックスで、[コンパニオンインストーラを新規作成する] 
を選択し (または既存の MSI を開き)、[OK] をクリックします。 

3 ナビゲーション画面で、[インストール場所の指定] を選択します。 

4 [インストールの種類] で、[マシンの全ユーザにインストールする] または [インストールす

るユーザのみにインストールする] をオンにします。 

5 ナビゲーション画面で、[ファイルの追加] を選択します。 

6 [ファイルの追加先] で、ファイルの追加先の場所を指定します。リストから場所を選択する

か、パスを入力して編集することができます。 

7 (オプション) ファイルのショートカットを作成するには、[ショートカットを含める] をオンにし

ます。 

8 [追加] をクリックして、インストールに追加するファイルを参照して指定し、[開く] をクリック

します。 

 

インストールへのコンパニオンインストーラの追加 
この手順を使用すると、製品インストールに 1 つまたは複数のカスタムインストーラパッケージ

を追加することができます。 

インストールにコンパニオンパッケージを追加するには、 

1 コマンドラインから Reflection カスタム設定ツールを開きます。 

path_to_setup\setup.exe /admin 

2 [以下の製品のセットアップカスタム設定ファイルを新規作成する] を選択し、[OK] をクリッ

クします。 

3 ナビゲーション画面で、[インストールの追加とプログラムの実行] をクリックします。 

4 [追加] をクリックします。 

[プログラム項目の追加と変更] ダイアログボックスが開きます。 

5 [ターゲット] 一覧で、コンパニオン .msi ファイルを探して選択します。 

6 [このプログラムをベース製品のインストール後に実行する] を選択します。 

7 [OK] をクリックします。 

8 [ファイル] - [名前を付けて保存] をクリックして、トランスフォームを保存します。 

注意:トランスフォームを保存すると、カスタム設定ツールは、コンパニオンパッケージをイン

ストールする手順を記載した [RunPrograms] セクションを追加して、Setup.ini ファイル

を自動的に更新します。 

9 Setup.exe を使用してインストールするようにユーザに伝えます。 

インストールが完了すると、コンパニオンパッケージが自動的にインストールされます。 
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Reflection X の配布 
Windows システムでは、管理者用インストールを行ってから以下の方法で Reflection X を配

布できます。 

 コマンドラインからのサイレントインストールの実行 (『70 ページ』) 

 Active Directory による割り当てと公開 (『70 ページ』) 

 Systems Management Server による配布 (『71 ページ』) 

Windows システムと UNIX システムのどちらでも、Java Web Start による配布が可能です。 

 

 

コマンドラインからのサイレントインストールの実行 
サイレントインストールでは、エンドユーザが介入することなく、また場合によってはインストール

しているところを見ることもなくインストールが完了します。 

サイレントインストールを実行するには 

 コマンドプロンプト、または [スタート] メニューの [ファイル名を指定して実行] コマンドで 

setup.exe ファイルのあるディレクトリに移動して、以下のいずれかを実行します。 

実行する内容 入力コマンド 

進行状況バーを表示して、[キャンセル] ボタン

を無効にするサイレントインストール 

setup.exe /install /passive 

表示なしのサイレントインストール setup.exe /install /quiet 

 

 

Active Directory による割り当てと公開 
製品のインストールを Microsoft Active Directory を使用して割り当ておよび公開できます。 

注意: まず、次のことを確認してください。 
 ワークステーションに Windows 管理ツールがインストールされている。 

 ドメイン管理者であるか、または Group Policy Creators Owners グループに属している(ソフ

トウェアを公開するために必要)。 

詳細については、Microsoft 管理コンソールヘルプの「Active Directory group」を参照してくださ

い。 

Active Directory を使ってインストールするには 

1 [Active Directory ユーザとコンピュータ] コンソールから、適切なトランスフォーム変更を使

用して、Active Directory 内の任意の所属ユニットのメンバーに製品インストールをアドバタ

イズします。 

2 複数のトランスフォームを指定する場合、トランスフォームの順序が正しいことを確認のうえ、 
[OK] をクリックします。 (OK をクリックした後に、何らかの理由で順序を変更する必要が

生した場合は、はじめからやり直さなくてはなりません)。 

注意: 割り当てと公開の詳細については、Microsoft 管理コンソールヘルプの「アプリケー

ションの割り当て」と「アプリケーションの公開」を参照してください。 
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Systems Management Server による配布 
Microsoft Systems Center Configuration Manager (または Microsoft Systems Management Server) 
で Reflection X を配布できます。 

注意: まず、次のことを確認してください。 
 SMS バージョン 1.2 以上を使用してい (SMS バージョン 1.2 未満はサポートされていま

せん)。 

 Microsofot Windows インストーラソフトウェアのバーション 2.0 以上が、自分のコンピュータ

および、製品をインストールする全コンピュータにインストールされている。 

 

System Center Configuration Manager で配布するには 

1 サイトサーバに管理者用インストールイメージを作成します。 

これが、配布のための管理者用インストールポイントになります。 

2 製品パッケージ定義ファイル (*.sms) を使用して、製品インストールパッケージを作成しま

す。 

注意: パッケージ定義ファイル (*.sms) は、管理者用インストールの際に作成され、管理者

用インストールポイントのルートに置かれます。 .msi ファイルを直接参照することもできま

す。詳細については、Microsoft SMS のドキュメントを参照してください。 

3 インストールパッケージをユーザにアドバタイズします。 
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Reflection X での PKI Services Manager の使用 

この章の内容 
Windows での PKI Services Manager の設定 .................................................................................... 

UNIX での PKI Services Manager の設定

74 ページ 

 ......................................................................................... 

PKI Services Manager に接続するための Reflection X の構成

77 ページ 

 .................................................... 

 

80 ページ 

 

Reflection PKI Services Manager は、X.509 証明書検証サービスを提供するサービスです。証

明書を使用して認証する X クライアントホストとの Secure Shell 接続を構成する場合は、このア

プリケーションをダウンロードし、インストールする必要があります。これは追加料金なしに入手

できます。 

 ホスト認証に証明書を使用する Secure Shell 接続には、Reflection PKI Services Manager 
が必要です(証明書によるユーザ認証には不要です。) 

 Reflection PKI Services Manager は、Windows プラットフォームと UNIX プラットフォーム

の両方に対応しています。 

 Reflection PKI Services Manager は PKI 設定の一元管理に対応しています。PKI Services 
Manager のインスタンスを 1 つインストールして構成し、対応する Attachmate 製品すべて

に対して証明書検証サービスを提供することができます。(Reflection X の設定ではただ 1 
つの PKI Services Manager アドレスとポートしか入力できないため、この構成では単一障

害点が生じる可能性があります。PKI Services Manager が到達不能またはサーバが動作し

ていない場合、証明書を使用するすべての認証の試みが失敗します。負荷分散とフェール

オーバを提供するには、PKI Services Manager ホスト名のためにラウンドロビン DNS 入力

を定義するか、PKI Services Manager ホストを負荷分散サーバの背後に配置することができ

ます。) 

 Reflection PKI Services Manager は、Reflection X ドメインコントローラと同じホストまたは別

のホストで実行することができます。 

このユーザガイドでは、証明書検証サービス用に使用するために PKI Services Manager をイン

ストールし、Reflection X を構成するための基本的な情報を提供します。追加情報については、

http://support.attachmate.com/manuals/pki.html にある PKI Services Manager のマニュアルを

参照してください。 

動作 

1 X クライアントホストは、ホスト認証用に証明書を Reflection X Advantage に提示します。 

2 Reflection X は、Reflection PKI Services Manager に接続し、インストールされている公開鍵

を使用してその識別情報を確認します。 

3 Reflection X は、証明書とホスト名を PKI Services Manager に送信します。 

4 PKI Services Manager は、証明書が有効かどうかを判定し、割り当てルールを使用してホス

トがこの証明書で認証できるかどうかを判定します。 

5 証明書が有効であり、ホストがこの証明書で識別可能な場合、Reflection X はホストのデジ

タル署名を検証します。デジタル署名が確認されると、ホスト認証は正常に終了します。 

8  章   
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Windows での PKI Services Manager の設定 

Windows での PKI Services Manager のインストールとアンインストール 
Reflection PKI Services Manager は、X.509 証明書検証サービスを提供するサービスです。証

明書を使用して認証する X クライアントホストとの Secure Shell 接続を構成する場合は、このア

プリケーションをダウンロードし、インストールする必要があります。これは追加料金なしに入手

できます。Windows システムに Reflection PKI Services Manager をインストールするには、この

手順を使用します。 

注意: Reflection PKI Services Manager は PKI 設定の一元管理に対応しています。PKI 
Services Manager のインスタンスを 1 つインストールして構成し、対応する Attachmate 製品す

べてに対して証明書検証サービスを提供することができます。 

Reflection PKI Services Manager をインストールするには 

1 管理者としてログインします。 

2 Reflection PKI Services Manager インストーラパッケージをダウンロードします。 

3 セットアッププログラムを実行します。 

注意:サービスをインストールするには、[詳細設定] タブの既定の設定を受け入れます。管

理者用インストールイメージを作成しても、実際には製品はインストールされません。その代

わりに、後で複数のワークステーションにインストールするために、インストールファイルがネ

ットワーク上の場所に配置されます。 

4 サービスを起動します (『77 ページ

 

』)。 

 

注意: 
 Windows でコンソールまたはサービスを初めて起動すると、PKI Services Manager が初期

化されます。必要なデータフォルダと既定設定ファイルが作成されます。これらのフォルダ

が既に存在する場合は変更されず、PKI Services Manager は既存のデータファイルとフォ

ルダを使用します(UNIX では、必要な場合、インストールスクリプトが自動的に PKI 
Services Manager を初期化し、サービスを起動します)。 

 Reflection PKI Services Manager が証明書を確認する前に、既定の構成ファイルと割り当て

ファイルを編集する必要があります。 
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Reflection PKI Services Manager をアンインストールするには 

1 管理者としてログインします。 

2 Windows のコントロールパネルの [プログラムと機能] (または [プログラムの追加と削除]) 
から、Attachmate Reflection PKI Services Manager を選択します。 

3 [アンインストール] (または [削除])をクリックします。 

 

Windows での PKI Services Manager の構成 
証明書を使用してクライアントホスト認証を構成するには、Reflection PKI Services Manager をイ

ンストールし、構成する必要があります。それには次の手順を使用します。さまざまな手順が可

能です。下記の各ステップの詳細については、Reflection PKI Services Manager ユーザガイドを

参照してください。これは、PKI Services Manager コンソールおよび 
http://support.attachmate.com/manuals/pki.html から入手できます。 

設定をはじめる前に、以下を行います。 

 PKI Services Manager をインストールします (『74 ページ』)。 

 接続しているホストから提示される証明書を確認するために、どの信頼されている CA 証
明書と中間証明書が必要かを判定します。PKI Services Manager は、システムにコピーされ

ている証明書ファイル、またはローカルコンピュータが使用するために Windows 証明書ス

トアにインストールされている信頼されているルート証明書を使用することができます。 

 ホスト証明書の証明書取り消しチェックを処理する方法を決定します。PKI Services Manager 
が CRL リスト、OCSP レスポンダを使用する、または証明書に指定されている CRL 配布

ポイントに接触するように構成することができます。 

PKI Services Manager を構成するには 

1 PKI Services Manager を実行しているコンピュータで管理者としてログインします。 

2 PKI Services Manager コンソールを起動します。 

[すべてのプログラム] > [Attachmate Reflection] > [ユーティリティ] > [PKI Manager] 

3 トラストアンカーとして指定する証明書のコピーをローカルストアに入れます。既定の PKI 
Services Manager ストアは以下の場所にあります。 

共通のアプリケーションデータフォルダ\Attachmate\ReflectionPKI\local-store 

(Windows ストア内の証明書を使用している場合、またはシステムのどこか他の場所でトラス

トアンカーのコピーが使用できる場合、この手順は不要です。) 

4 [信頼されるチェーン] 画面から、トラストアンカーのリストにトラストアンカーを追加します。 

このストアを使用するには 操作 

システム上のローカル証明

書ストアまたは証明書ファ

イル 

 

[追加] をクリックします。[Local store certificate] または [Certificate 
file] を選択し、[参照] をクリックして、トラストアンカーの証明書を選択し

ます。 
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Windows 証明書ストア [Search order to use when building path to trust anchor] で、「

Windows 証明書ストア」を選択します。 

[追加] をクリックします。 

[トラストアンカーの追加] ダイアログ ボックスから、[Windows 証明書] 
を選択し、[参照] をクリックして、使用できる証明書を選択します。 

注意:PKI Services Manager は、信頼されるルート認定認証局リストまたは

信頼される中間認証局リストにあり、(現在のユーザー用にインストールさ

れている証明書でなく) ローカルコンピュータが使用するためにインスト

ールされている証明書を使用します。ローカルコンピュータ証明書を表

示し、管理するには、Microsoft 管理コンソールを使用します。証明書ス

ナップインを追加し、コンピュータアカウントの証明書を管理するように構

成します。 

5 [取り消し] 画面から、証明書取り消しチェックを構成します。 

注意:既定では、PKI Services Manager は、ローカルストアで CRL を探します。この構成を

使用する場合、ローカルストアに CRL をコピーする必要があります。 

6 [識別情報の割り当て] 画面から、[追加] をクリックして、どのクライアントホストが有効な証

明書で認証できるかを判定します。 

例えば、ホスト名が証明書の [件名] フィールドの [共通名] の値に指定されている場合に

クライアントホストの接続を許可するには 

o [割り当てる証明書の種類を選択する] を [ホスト証明書] に設定します。 

o [挿入する証明書の識別情報を選択する] のドロップダウン矢印をクリックし、[件名の

共通名] を選択します。 

割り当てルールに関する追加情報については、PKI Services Manager のマニュアルを参照

してください。 

7 [ファイル] > [保存] をクリックします。 

8 まだ動作していない場合は、PKI Services Manager サービスを起動 (『77 ページ

 

』)します。

サービスが既に動作している場合は、設定を再び読み込みます ([サーバ] - [再ロード])。 
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Windows での PKI Services Manager サービスの起動と停止 
PKI Services Manager サービスは、Windows を再起動すると、自動的に開始します。サービス

の起動、停止、再起動、およびステータスのチェックに使用できるコマンドラインユーティリティ 
(winpki) がインストールされます。Windows サービスコンソールを使用してサービスを起動およ

び停止することもできます。 

サービスを起動するには 

 Windows を再起動します。 

または 

 DOS コマンドウィンドウから、次のコマンドを入力します。 

winpki start 

または 

 Windows サービスコンソールを開き ([コントロールパネル] > [管理ツール] > [サービス])、
[Attachmate Reflection PKI Services Manager] を選択し、[起動] をクリックします。 

サービスを停止するには 

 DOS コマンドウィンドウから、次のコマンドを入力します。 

winpki stop 

または 

 Windows サービスコンソールを開き ([コントロールパネル] > [管理ツール] > [サービス])、
[Attachmate Reflection PKI Services Manager] を選択し、[停止] をクリックします。 

サービスステータスをチェックするには 

 PKI Services Manager コンソールを起動し、コンソールウィンドウの一番下にあるステータス

ラインでステータス情報を探します。 

または 

 DOS コマンドウィンドウから、次のコマンドを入力します。 

winpki ping 

または 

 Windows サービスコンソールを開き ([コントロールパネル] > [管理ツール] > [サービス])、
Attachmate Reflection PKI Services Manager のステータスを表示します。 

 

UNIX での PKI Services Manager の設定 

UNIX での Reflection PKI Services Manager のインストールとアンイン
ストール 
Reflection PKI Services Manager は、X.509 証明書検証サービスを提供するサービスです。証

明書を使用して認証する X クライアントホストとの Secure Shell 接続を構成する場合は、このア

プリケーションをダウンロードし、インストールする必要があります。これは追加料金なしに入手

できます。UNIX システムに Reflection PKI Services Manager をインストールするには、この手

順を使用します。 



78 Reflection X Advantage 

 

Reflection PKI Services Manager をインストールするには 

1 root としてログインします。 

2 インストールパッケージをコンピュータにコピーして、このファイルが含まれるディレクトリに移

動します。 

3 gzip を使用してパッケージを解凍します。 

gzip -d package_name.tar.gz 

例: 

gzip -d pkid_1.0.0.999-i386-solaris.gz 

4 tar を使用してファイルを展開します。 

tar -xf package_name.tar 

パッケージ名に基づいてディレクトリが作成されます。例: 

pkid_1.0.0.999--i386-solaris/ 

5 このディレクトリに変更します。例: 

cd pkid_1.0.0.999-i386-solaris 

6 インストールスクリプトを実行します。 

./install.sh 

7 インストールの位置を指定するように要求されます。既定の場所を受け入れる (推奨) には、

これらのプロンプトに対して Enter キーを押します。 

注意: 
 UNIX では、インストールスクリプトが自動的にサービスを起動します。 

 Reflection PKI Services Manager が証明書を確認する前に、既定の構成ファイルと割り当て

ファイルを編集する必要があります。 

 

アンインストールするには 

1 root としてログインします。 

2 アンインストールスクリプトを実行します。このスクリプトは、PKI Services Manager データフォ

ルダの bin ディレクトリにインストールされます。既定のパスは次の通りです。 

/opt/attachmate/pkid/bin/uninstall.sh 
 

注意: アンインストールスクリプトは、現在の日付と時刻に基づく名前を使用して既存の構成デ

ィレクトリの名前を変更します (既定では /opt/attachmate/pkid/config/)。例えば、

config.20100101143755。local-store ディレクトリとこのディレクトリに追加された証明書は変

更されません。 

 

UNIX での PKI Services Manager の構成 
証明書を使用してクライアントホスト認証を構成するには、Reflection PKI Services Manager をイ

ンストールし、構成する必要があります。それには次の手順を使用します。さまざまな手順が可

能です。下記の各ステップの詳細については、Reflection PKI Services Manager ユーザガイドを

参照してください。これは、PKI Services Manager コンソールおよび 
http://support.attachmate.com/manuals/pki.html から入手できます。 
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設定をはじめる前に、以下を行います。 

 PKI Services Manager をインストールします (『77 ページ』)。 

 接続しているホストから提示される証明書を確認するのに必要な、信頼されている CA 証
明書と中間証明書を入手します。 

 ホスト証明書の証明書取り消しチェックを処理する方法を決定します。PKI Services Manager 
が CRL リスト、OCSP レスポンダを使用する、または証明書に指定されている CRL 配布

ポイントに接触するように構成することができます。 

PKI Services Manager を構成するには 

1 Reflection PKI Services Manager サーバに root としてログインします。 

2 Reflection PKI Services Manager をインストールします。 

3 トラストアンカーとして指定する証明書のコピーをローカルストアに入れます。既定の PKI 
Services Manager ストアは以下の場所にあります。 

/opt/attachmate/pkid/local-store 

4 テキストエディタで PKI Services Manager 構成ファイルを開きます。既定の名前と場所は次

の通りです。 

/opt/attachmate/pkid/config/pki_config 

5 TrustAnchor キーワードを使用してトラストアンカーを識別します。例: 

TrustAnchor = trustedca.crt 

または 

TrustAnchor = CN=SecureCA,O=Acme,C=US 

注意:複数のトラストアンカーを構成するには、TrustAnchor の行を追加します。 

6 証明書取り消しチェックを構成します。例: 

対象 サンプル構成 

LDAP サーバに格納されて

いる CRL を使用します。 

RevocationCheckOrder = crlserver 
CRLServers=ldap://crlserver 

OCSP レスポンダを使用しま

す。 

RevocationCheckOrder = ocsp 
OCSPResponders = http://ocspresponder 

 

注意:既定では、PKI Services Manager は、ローカルストアで CRL を探します。この構成を

使用する場合、ローカルストアに CRL をコピーする必要があります。 

7 証明書の信頼のチェーンで中間証明書が必要な場合は、これらの証明書へのアクセスを

構成します。例: 

対象 サンプル構成 

ローカルストアに追加した中

間証明書を使用します。 

CertSearchOrder=local 

LDAP サーバに格納されて

いる証明書を使用します。 

CertSearchOrder=certserver 
CertServers=ldap://ldapserver 

8 変更内容を構成ファイルに保存します。 
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9 テキストエディタで PKI Services Manager マップファイルを開きます。既定の名前と場所は

次の通りです。 

/opt/attachmate/pkid/config/pki_mapfile 

10 どのクライアントホストが有効な証明書で認証できるかを判定するために、1 つまたは複数

のルールを追加します。例えば、ホスト名が証明書の[件名]フィールドの[共通名]の値に指

定されている場合にクライアントホストの接続を許可するには 

RuleType = host 
  {acme.com}  

11 有効な PKI Services Manager 構成をテストします。 

/usr/local/sbin/pkid -k 

エラーはありません。構成は有効です。 

12 Reflection PKI Services Manager を再起動します。 

/usr/local/sbin/pkid の再起動 

 

UNIX でのサービスの起動と停止 
PKI Services Manager サービスは、インストール後に自動的に開始します。サービスの起動、停

止、再起動、およびステータスのチェックに使用できるスクリプトがインストールされます。 

注意:次の手順では、インストールされた pkid スクリプト (/etc/init.d/pkid) を使用します。

pkid デーモン (/usr/local/sbin/pkid) を使用するときに使用できる追加オプションについ

ては、PKI Services Manager コマンドリファレンスまたはマニュアルページ  
man pkid を参照してください。 

サービスを起動するには 

/etc/init.d/pkid start 

サービスを停止するには 

/etc/init.d/pkid stop 

サービスステータスをチェックするには 

/etc/init.d/pkid status 

 

PKI Services Manager に接続するための Reflection X の構成 
Reflection X は、ホスト証明書の確認のために Reflection PKI Services Manager に接続する必

要があります。この接続を構成する手順は、スタンドアロンモードで動作しているか、ドメインモ

ードで動作しているかによって異なります。 

 スタンドアロンモードでは、X マネージャ を使用して PKI Services Manager との接続を構

成します。この接続は、X マネージャ を実行する各コンピュータで個別に構成する必要が

あります。 

 ドメインモードでは、管理コンソールを使用して PKI Services Manager との接続を構成する

必要があります。この方法では、すべてのドメインユーザ用の接続を一度に構成できます。

接続情報は、ホスト証明書認証が必要なドメイン内のすべての Secure Shell クライアント接

続に使用されます。 

設定をはじめる前に、以下を行います。 
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PKI Services Manager を実行しているホストで、PKI Services Manager 公開鍵の位置を確認

します。この手順を完了するには、この鍵にアクセスできる必要があります。 

Windows の既定の場所は 
共通のアプリケーションデータフォルダ\Attachmate\ReflectionPKI\config\pki_key.pubで

す。 
 
UNIX の既定の場所は 
/opt/attachmate/pkid/config/pki_key.pubです。 

PKI Services Manager に接続するように X マネージャ を構成するには 

1 X マネージャ を起動します。 

2 [ツール] メニューで [Secure Shell ホスト鍵] をクリックします。 

3 [PKI 構成] タブをクリックします。 

4 PKI サーバについて PKI Services Manager を実行しているコンピュータのホスト名または 
IP アドレスを指定します(同じコンピュータで X マネージャと PKI Services Manager を実

行している場合、ローカルホストを指定できます。) 

注意:PKI Services Manager が既定以外のポートを使用するように構成されている場合は、

ホスト名:ポート構文を使用してポートの値を含めます。例えば、acme.com:18081。 

5 [インポート] をクリックし、PKI Services Manager 公開鍵の位置を確認します。 

インポートが正常に終了すると、鍵の種類と指紋が表示されます。 

6 ファイル選択ダイアログボックスを閉じます。 

PKI Services Manager に接続するように X マネージャ (ドメイン接続用) を構成するには 

1 管理コンソールを起動します。 

2 [ドメインの構成] タブをクリックします。 

3 PKI サーバについて PKI Services Manager を実行しているコンピュータのホスト名または 
IP アドレスを指定します(同じコンピュータで Reflection X ドメインコントローラと PKI 
Services Manager を実行している場合、ローカルホストを指定できます。) 

注意:PKI Services Manager が既定以外のポートを使用するように構成されている場合は、

ホスト名:ポート構文を使用してポートの値を含めます。例えば、acme.com:18081。 

4 [鍵のインポート] をクリックし、PKI Services Manager 公開鍵の位置を確認します。 

インポートが正常に終了すると、鍵の種類と指紋が表示されます。 
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用語集 

I 
IME (入力方式エディタ) 

入力方式エディタは、キーボードで入力できない文字や記号を入力するためのアプリケーショ

ンです。 

 

J 
JVM 

Java 仮想マシン。Java バイトコードを解釈して実行する仮想マシン。Reflection X Advantage は
Java アプリケーションであるため、Reflection X Advantage が実行されるすべてのコンピュータに 
JVM が存在している必要があります。 

 

P 
PKCS 

PKCS (公開鍵暗号規格) は、公開鍵暗号の実装間の互換性を実現するために RSA 研究所

が考案し、発表した 1 組の規格です。さまざまな PKCS 規格が、特定の暗号用途の仕様を識

別します。Reflection X は、次の PKCS 規格を使用しています。 

 PKCS#5 は、Reflection X データベースに格納されている秘密鍵にパスワードベースの暗

号化を提供するために使用されます。 

 PKCS#11 は、スマートカードや USB トークンのようなハードウェアデバイスを使用した認

証に対応します。 

 PKCS#12 は、証明書および関連付けられた秘密鍵の保管と輸送に使用されます。この形

式のファイルは、通常、*.pfx または *.p12 拡張子を使用します。Reflection for Secure IT 
は、この形式で格納された証明書と鍵を使用する認証に対応しています。 

 

R 
Reflection X サービス 

コンピュータをドメインコントローラ、またはセッションを実行するドメインノードとして構成したり、

プロトコルを圧縮する機能を持つクライアントコネクタとして構成することのできるサービス (また

はデーモン) 。 

 

W 
Web Start Reflection X 

Web ページから起動されるランタイム版 Reflection X。 

 

X 
X サーバ 

画面表示を行うセッションコンポーネント。制御 X サーバは、キーボードやマウスといった、入

力デバイスの管理も行います。 

 



 

 
X サーバディスプレイ 

表示用ディスプレイを持つ X サーバのことで、ディスプレイを持たないヘッドレス X サーバに

対して「ビューア」とも呼びます。 

 
X セッション 

「セッション」 (『85 ページ』) を参照してください。 

 
X マネージャ 

ローカルで X セッションの構成と起動を行えるようにする Reflection X ツール。セッションを共

有することもできます。このツールは、Reflection X ドメインを使用しません。また、ユーザはセッ

ションを抜けたり、再参加することはできません。  

 
X マネージャ (ドメイン接続用) 

データベース内にセッションの定義を格納する Reflection X ドメインに接続するアプリケーショ

ン。X セッションはローカル、またはドメインノード上で実行されます。ドメインノード上で実行さ

れる場合、フェイルオーバーとプロトコルの圧縮に対応します。セッションを共有できるほか、ユ

ーザはセッションを抜けたり、再参加したりすることができます。 

 
XDMCP 

X ディスプレイマネージャコントロールプロトコル。 

 
XDMCP の間接方式 

X サーバは、XDM ホストを見つけるために、他のコンピュータに問い合わせて UDP ブロード

キャストを実行させます。 

 
XDMCP の直接方式 

X サーバは、一度リセットしてから特定のホスト上で動作している X ディスプレイマネージャプ

ログラムに要求を送ります。[ホスト名] テキストボックスに、ホスト名または IP アドレスを入力す

る必要があります。 

 
XDMCP ブロードキャスト 

X サーバは、ホストを見つけるために UDP ブロードキャストを行います。 

 
XIM サーバ 

XIM (X Input Method) は、構成された文字の入力に対応している X11 プロトコルです。

Reflection X の XIM サーバで、Reflection X ワークステーションで実行されている IME から

構成されたテキストを取得し、このテキストを XIM を認識する X クライアントに渡すことができ

ます。(Reflection X では、ご使用のオペレーティングシステムに含まれる可能性のある他の入

力方式 (XIMP や SCIM など) に対して、構成されたテキストを渡すことはできません。 

 
クライアントコネクタ 

X クライアントから送られた接続要求を受け入れ、X クライアントから受信した X プロトコル要

求をプロトコルルータに転送します。さらに、クライアントコネクタは、プロトコルルータから X プ
ロトコル応答、イベント、およびエラーを受信し、適切な X クライアントに転送します。  
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クライアントの定義 

ホスト上で 1 つまたは複数の X クライアントアプリケーションを起動するための構成情報が含

まれています。以前のバージョンの Reflection X では、クライアントの定義はクライアントファイ

ル (.rxc) と呼ばれていました。  

 
コンプレッサ 

X プロトコルメッセージの圧縮、ネットワーク上での送信、復元、および転送を行います。 

 
サーバの定義 

X サーバの構成定義。サーバの定義は新規で作成することも、既存の定義 (例えば、標準 X 
サーバ) を複製し、それを元に新しい定義を作成することもできます。 

 
サスペンドされた X セッション 

実行中の X セッションで、現在関連付けられている X サーバディスプレイを持たないもの。ユ

ーザがセッションから抜けると、表示状態はドメイン内のメンバノードのメモリに保持されます。 

 
セッション 

セッションの定義によって構成された複数の実行コンポーネント (クライアントコネクタ、プロトコ

ルルータ、および X サーバ) から成ります。セッションには、X クライアントアプリケーションが

接続されている場合と接続されていない場合があります。セッションに関連付けられたすべての 
X サーバディスプレイは、同じクライアントを表示します。1 つのセッションは、複数のユーザが

共有している場合があります。 

 
セッションの定義 

セッション設定、X サーバ定義、および 1 つまたは複数のクライアント定義 （オプション) から

成ります。セッションの定義が起動されると、セッションが作成されます。 

 
ドメイン 

Reflection X ドメインは、1 つまたは複数のコンピュータで構成され、これらのコンピュータ上で 
X セッションコンポーネントが実行され、負荷分散されます。またドメインは、これらのコンピュー

タ上で X セッションを実行したり共有したりできるユーザのグループも定義します。 

 
ドメインコントローラ 

ドメインコントローラというソフトウェアコンポーネントを実行するコンピュータを指し、次の役割が

あります。 

 ドメインおよびそのドメインノードが互いに相手を認識する方法を提供します。 

 さまざまなドメインノード上で、ドメインがセッションコンポーネントを起動または停止できるよ

うにします。 

 ユーザを認証してから、ドメインへのアクセスを許可します。 

 
ドメインノード 

管理者が Reflection X ドメインに含めた Reflection X がインストールされているコンピュータ。 

 
 
 
 
 



 

 
プロトコルルータ 

クライアントコネクタから X プロトコル要求を受信し、セッション内のすべての X サーバに転送

します。要求およびデバイスイベントの処理を同期し、セッション内のすべての X サーバが同

一の状態に保たれるようにします。 

 
ヘッドレス X サーバ 

ディスプレイを持たない、特別なタイプの X サーバ。ヘッドレスサーバは、表示内容をメモリに

保持し、他の X サーバが接続されていない間もセッションを「稼動」状態に保ちます。また、特

定の X プロトコル要求の冗長な往復を取り除くためにも使用できます。 

 
ログファイル 

Reflection X のログファイル (output.txt) は、以下の場所に作成されます。 

 Windows:  %USERPROFILE%\<ユーザ名>\.attachmate\rx\logs 

 UNIX:  ~/.attachmate/rx/logs 

 

漢字 
管理コンソール 

管理者向けの管理ツールで、Reflection X Advantage ドメインの構成と管理、ドメインノードの追

加、負荷分散の実行、ドメインへのユーザアクセスの制御、セッションの監視を行えます。また、

セッション、X クライアント、および X サーバの定義を公開できます。ドメイン内の誰もがこれら

の定義を使用して、セッションを作成できます。 

 
個人用定義 

作成したユーザ以外は見ることのできない (サーバ、クライアント、またはセッションの) 構成の

設定。個人用定義は、作成したユーザであれば読み取りおよび書き込みが可能です。  

 
公開定義 

管理者によって、ドメイン内のユーザが利用できるように設定された (サーバ、クライアント、また

はセッションの) 構成の設定。公開定義は、管理者は読み取りおよび書き込みが可能で、他の

すべてのユーザは読み取りのみが可能です。 

 
制御 X サーバ 

セッション内で、キーボードおよびマウス入力を制御する X サーバ。 

 
帯域幅 

ネットワークでのデータ転送率で、チャネル経由で転送できる情報の最大量 (Kbps または 
Mbps) を示します。 

 
単体の X セッション 

すべてのセッションコンポーネントが 1 台のコンピュータ上の同じ JVM 上で実行している X 
セッション。 
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遅延 

操作が開始されてから効果が出るまでの待ち時間です。ネットワークでのデータパケットの受信

の遅れにはいくつかの原因があります。たとえば転送メディアや送受信ポイント間にあるネットワ

ークデバイスの数などです。通常、ワークステーションと X クライアントホスト間の物理的な距離

が長くなるほど、遅延が発生する可能性が高くなります。  

 
定義 

セッションの内容を構成するための一連の関連する設定。定義はローカルに保存される場合と、

ドメイン内に保存される場合があります。主な定義の種類には、クライアント定義、サーバ定義、

セッション定義などがあります。 

 
内部認証 

ドメインの機能に対するユーザアクセスを許可する、Reflection X Advantage が使用できる独自

の認証システム。内部認証を使用するようにドメインを構成している場合、Reflection X によって、

システムが許可するユーザ名、パスワードの内部データベースが管理されます。  

 
分散 X セッション 

セッションコンポーネントが複数のコンピュータ上で実行している X セッション。 
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