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Reflection for Secure IT... 
... サポートサービスの付いた Secure Shell 

Reflection for Secure IT は、セキュリティ対策に真剣に

取り組まれようとするお客様にお勧めの製品です。セ

キュアでない Telnet や FTP を、信頼できる暗号化され

た通信手段 Secure Shell (SSH) に置き替えることによっ

て、管理者は安全が保証されないネットワーク経由の

環境でも、 TCP/IP 上のアプリケーションを安全な転

送トンネルを介して通信させたり、重要なデータを安

全にファイル転送したり、リモートサーバを遠隔から

安全に保守することができます。 

なぜ Secure Shell なのか 
Secure Shell (SSH) プロトコルは、転送中のデータを盗聴、

改ざん、なりすましの不正行為から保護するために、

セキュリティ要素技術を用いて、内部動作仕様を規定

しています。具体的には、次の保護手段にて実現して

います。今日、このような保護手段の重要性は高まる

一方です。 

• サーバ認証により、クライアントはなりすまし行

為に欺かれることなく目的のサーバに接続します。 
• ユーザ認証により、許可されたクライアントユー

ザのみがサーバに接続できます。 
• データの暗号化により、転送データやパスワード

等の制御情報が盗聴されるのを防ぎます。接続の

たびにクライアントとサーバが共通の鍵を生成し、

この共通鍵でのみ受信データの復号化が可能にな

ります。 
• データの完全性保証検査により、転送中のデータ

の改ざんを検知し保護します。 

なぜ Reflection for Secure IT なのか 
高信頼なセキュリティシステムを構築するには、製品

自体が高品質で、かつそれを正しく導入/運用すること

が肝要です。Attachmate 社の Reflection for Secure IT は、

製品とサポートの両面からその期待に応える製品です。 

• 高品質なソフトウェア製品  

最新技術を用いたソフトウェア開発環境で設計さ

れた Reflection for Secure IT は、安定性と脆弱性排

除を極めた製品です。 

• 多様なプラットフォームに対応 
Reflection for Secure IT クライアントおよびサーバ

は Windows と 各種 UNIX に対応し、32 ビットと 
64 ビットのハードウェア環境で動作します。 

• 迅速な技術サポート 
当社の技術サポートスタッフは、お客様の質問や

問題に対して親密に接し、社内開発チームと連携

しながら、迅速かつ適切に対応します。 

• セキュリティアップデート 
当社のセキュリティスペシャリストは、潜在的な

セキュリティの脆弱性に対する注意を怠りません。

新たな脆弱性を発見した場合は、常に最新情報を

お知らせし、お客様のセキュリティに関する懸念

事項を速やかに解決することを最優先としていま

す。 

• 整備されたマニュアル類 
当社のマニュアル等のドキュメントは、製品に関

する導入/設定/運用/製品仕様等について、技術的

に正確な情報をお客様に提供します。 

ご自分の目でお確かめください 
評価版ソフトウェアは、Reflection for Secure IT のすべ

ての機能を 60日間お試しいただけます。Reflection for 
Secure IT  UNIX サーバ 評価版パッケージには、サーバ

機能とクライアント機能のいずれも含みます。 

まだ手元にご用意していない方は、

http://www.attachmate.com/ja-jp/Evals/rsitsrvunix/eval-
form.htm にアクセスし、評価版申請フォームに必要事

項を記入した上で入手してください。 

1. 申請フォーム記入送信後に、各種 UNIX プラット

フォームパッケージへのリンクを含む評価版のダ

ウンロードページが表示されます。 

2. 評価版のダウンロードページ内で「Reflection for 
Secure IT 製品ガイド」へのリンクをクリックして、

Reflection for Secure IT のマニュアルのページに移

動します。 

3. 「Reflection for Secure IT UNIX クライアントおよび

サーバユーザガイド」を選択しダウンロードしま

す (このマニュアルは PDF 形式で用意されていま

す)。 

4. 導入予定のサーバに旧バージョン Reflection for 
Secure IT や他の SSH がインストールされている場

合、まずそれをアンインストールする必要があり

ます (詳細については、ユーザガイドの「インス

トール」の章を参照してください)。 

5. ご使用の UNIX プラットフォームに対応したダウ

ンロードパッケージを使い、ユーザガイドの手順

に従って Reflection for Secure IT をサーバにインス

トールします。 

http://www.attachmate.com/ja-jp/Evals/rsitsrvunix/eval-form.htm
http://www.attachmate.com/ja-jp/Evals/rsitsrvunix/eval-form.htm
http://support.wrq.com/manuals/sshdocs.html
http://support.wrq.com/manuals/sshdocs.html
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はじめに 
この評価ガイドでは、Reflection for Secure IT の標準的

な使い方を理解頂くために、まずいくつかのポイント

を示します。説明に従い試したら、次に「さらにお試

しください」の項目をお読みください。ここには、

Reflection に備わっている豊富な機能を使用して、時間

と費用を節約しながら、セキュリティレベルを最大限

に高めるのに役立つヒントが記載されています。 

Reflection for Secure IT をインストールしたらまず最初

に、ssh コマンドに -V オプションを付けて実行し、製

品のバージョン表示をすることで、インストールの成

功を確認してください。例えば、次のように表示され

ます。 
$ ssh -V 
ssh:Reflection for Secure IT 7.1.0.230 on x86_64-
redhat-linux-gnu (64-bit) 

インストール後に、サーバサービスを手動で起動する

必要はありません。自動的に起動されます。 

注記: サーバを起動、停止、再起動するのに使うスク

リプトがインストールされます。スクリプトの名前と

場所は、オペレーティングシステムによって異なりま

す。詳細については、ユーザガイドを参照してくださ

い。 

ホスト鍵のフィンガープリントの表示 
Reflection for Secure IT のクライアント側において、

サーバのホスト鍵を使用してホスト認証をします。

サーバで持つホスト鍵ペアは、インストール時に作成

されます (既存の Secure Shell サーバからバージョン

アップし、従来のホスト鍵がすでに /etc/ssh2 にあ

る場合は、サーバはその鍵を継続使用します。

OpenSSH ホスト鍵が /etc/ssh に存在する場合、その

鍵は正しい形式で正しい場所に移行され、サーバはそ

の移行された鍵を使用します)。 

サーバのホスト鍵の ID は、サーバ側で ssh-keygen コ
マンドを入力して、そのメッセージダイジェストであ

る固有のフィンガープリントを表示することで確認で

きます。クライアントからサーバに初めて接続した際

に、サーバのホスト認証のためにこのホスト鍵のフィ

ンガープリントを表示しますので、ssh-keygen コマン

ドによる表示内容と、初回接続時の表示内容を目視に

より比較確認します。以下に、ssh-keygen コマンド表

示例を示します。 
$ ssh-keygen -F /etc/ssh2/hostkey.pub 
Fingerprint for key: 
xokin-lunob-megec-biguc-pizyh-tahuv-cebup-ricum-
maves-nydam-zyxax 

接続 
簡単な最初のテストとして、同一ローカルホスト内で、

クライアント機能からサーバ機能に接続を確立してみ

ましょう。 

localhost への接続 
接続先ホスト名に「localhost 」と入力することで、同

一サーバ内の Secure Shell サーバに接続されます。ユー

ザ名が無指定の場合、現在のログイン名で SSH ログイ

ンします。 

1. 接続を開始するには、次のコマンドを入力します。 
$ ssh localhost 

クライアントにはホスト鍵のコピーがまだないた

め、次のような不明なホスト鍵についてのプロン

プトが表示されます。 
Host key not found in hostkeys database. 
Key fingerprint: 
xokin-lunob-megec-biguc-pizyh-tahuv-cebup-ricum-
maves-nydam-zyxax 
You can get a public key’s fingerprint by running 
% ssh-keygen -F publickey.pub 
on the keyfile. 
Are you sure you want to continue connecting 
(yes/no) [Enter=no]? 

プロンプトのフィンガープリントが以前に表示さ

れたホスト鍵のフィンガープリントと一致するこ

とに注目してください。これは、接続しようとし

ているサーバが、確かに使用中のコンピュータで

実行されているサーバであり、偽装サーバでない

ことを立証します。 

2. 不明なホストについてのプロンプトに対する応答

に「yes」と入力します。 

3. パスワードを入力し、接続を完了します。 

4. テスト接続を閉じるには、「exit」と入力します。 
 

不明な鍵を受け入れた場合はどうなるのでしょうか。 

不明なホストについてのプロンプトに「yes」と応答し

た場合、クライアントによって、ホスト鍵が既知のホ

スト一覧に追加されます。この鍵を見つけるには、

ホームディレクトリで次のファイルを検索します。 

.ssh2/hostkeys/key_22_localhost.pub 

鍵の名前はホストおよびポートを示します (ほとんど

の場合、ホストの IP アドレスも含まれます。この 
localhost の例では、IP アドレスは含まれていません)。
このファイルが所定の場所にあるかぎり、このコン

ピュータの現在のユーザアカウントからこのサーバに

接続した時に、ホスト鍵のプロンプトが再度表示され

ることはありません。 
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リモートサーバへの安全な接続 
次に２台のマシン間の接続確認をテストします。 
 (両方のマシンに Reflection for Secure IT の評価版ソフト

ウェアをインストールするか、一方のマシンに他の 
SSH プログラムが実行されていても構いません。) 

1. 次の構文を使用して、接続を確立します。 

ssh user@hostname 

例えば、次のような構文を使用します。 
$ ssh Lee@abc.com 

2. サーバのホスト鍵の目視確認 (初回接続時のみ) と、

ユーザ認証を実行します。 

認証成功後、リモートログインできれば、リモー

ト端末セッションを使用した安全なリモートコマ

ンドの実行が可能になりました。 

クライアントとリモートサーバ間の通信は、パスワー

ドも含めて安全に暗号化されます。 

さらにお試しください 
• ssh コマンドラインオプションについての追加情

報を検索する 

このガイドでは、 ssh コマンドの多くのオプショ

ンを例示できませんが、その他コマンドラインオ

プションについては、次のように -h を使用し、ヘ

ルプ内容を参照します。 
$ ssh -h 

詳細については、ユーザガイドの「付録」で「ssh 
コマンドラインオプション」を確認するか、次の

ようにマニュアルページを表示し確認します。 
$ man ssh 

• 既定のクライアント設定を変更する 

既定の Reflection for Secure IT クライアント設定を

変更するには、クライアント構成ファイルを編集

します。既定のグローバルクライアント構成ファ

イルは、/etc/ssh2/ssh2_config です。このファ

イルは、Reflection for Secure IT のインストール時

にインストールされます。このファイルにはコメ

ント行が含まれ、コメント行には、使用できるク

ライアント構成設定とその既定値が表示されてい

ます。既定以外の設定を指定するには、コメント

文字 (#) を削除し、キーワードの値を変更します 
(バックアップおよび参考のために、このファイルの

コピーが /etc/ssh2/ssh2_config.example にインス

トールされています)。ユーザごとの構成ファイルを 
$HOME/.ssh2/ssh2_config に作成することもでき

ます。任意のクライアント構成ファイル内でホス

トスタンザを使用して、異なるホストに異なる設

定を適用できます。詳細については、ユーザガイ

ドの「構成ファイル」の章を参照してください。 

• 既定のサーバ設定を変更する 
既定の Reflection for Secure IT サーバ設定を変更す

るには、サーバ構成ファイルを編集します。既定

のグローバルサーバ構成ファイルは、

/etc/ssh2/sshd2_config です。このファイルに

はコメント行が含まれ、コメント行には、使用で

きるすべての設定とその既定値が表示されていま

す。既定以外の設定を指定するには、コメント文

字 (#) を削除し、キーワードの値を変更します 
(バックアップおよび参考のために、このファイルの

コピーが /etc/ssh2/sshd2_config.example にイ

ンストールされています)。また、特定のクライア

ントホストまたはユーザに対して、オプションの

サブ構成ファイルを作成して個別指定することも

できます。詳細については、ユーザガイドの「構

成ファイル」の章を参照してください。 
• 公開鍵認証を構成する 

公開鍵ユーザ認証を使用すると、Secure Shell サー

バは、固有のデジタル署名を使用してクライアン

トユーザを認証します。公開鍵認証を構成するに

は、クライアント側で ssh-keygen ユーティリティ

を使用して鍵ペアを作成し、そのうちの公開鍵を

サーバの $HOME/.ssh2 にアップロードして、

$HOME/.ssh2/authorization ファイルを編集し

ます。公開鍵認証では、認証に使用する鍵ペアの

情報がネットワーク上を送信されず、かつ物理的

に秘密鍵ファイルを所有しないと認証されないた

め、セキュリティが向上します (パスワード認証で

は、ユーザが認証を行うたびに暗号化されたパス

ワードがネットワーク上を送信されます)。設定の

際に参考となる詳しい手順については、ユーザガ

イドの索引で、「公開鍵認証」を検索してくださ

い。 
• OpenSSH 形式の公開鍵を使用する 

Reflection for Secure IT サーバでは、OpenSSH クラ

イアントによって作成された公開鍵を使用できま

す。公開鍵をサーバの $HOME/.ssh2 にコピーし、

$HOME/.ssh2/authorization ファイルを編集す

るだけです。鍵の形式を変更する必要はありませ

ん。またクライアントに変更を加える必要もあり

ません。 
• クライアントコンピュータに既知のホスト鍵を 

インストールする 

初回接続時のホスト鍵の目視確認を簡略化するた

めに、また、ユーザが不明なホスト鍵を受け取る

ことにより生じるリスクを排除するために、ホス

ト鍵を事前にクライアント側に保存することも可

能です。詳細については、ユーザガイドの索引で、

「既知のホスト」を検索してください。 
• 既存の接続を再使用する 

ssh2_config ファイルでクライアントの 
ConnectionReuse キーワードが有効時、既存の接

続と同一の新たな接続を確立する場合に、再度認

証を行わずに新しい ssh、scp、および sftp セッ

ションを開始できます。ConnectionReuse を「yes」
に設定すると、対象のホスト、ポート、ユーザが

すでに確立されている接続に使用されているもの
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とすべて同じ場合、新しいセッションでも既存の

確立されたセッションが再使用されます。 
• マニュアルページを使用して、コマンドおよび構

成ファイルに関する詳しいヘルプを参照する 

サポートコマンドおよび構成ファイルに関する、

UNIX マニュアルページ (英文) がインストールさ

れています。表示するには、「man」と入力し、

その後にコマンドまたはファイル名を続けます。

例えば、次のような構文を使用します。 
$man ssh2_config 

または、マニュアルのページ 
(http://support.attachmate.com/manuals/rsit_unix.html) を
ご覧ください。 

安全なファイル転送 
Reflection for Secure IT は、2 種類のファイル転送コマン

ド、sftp と scp に対応しています。どちらのコマンド

も、ファイル転送を効率的かつ安全に管理するのに役

立ちます。 

scp を使用したファイルの転送 
 scp コマンドは、Secure Shell 接続を確立し、1 つまた

は複数のファイルを転送します。次に示すように、転

送ごとに、転送元と、それに続けて転送先を指定しま

す。転送元ファイルの指定および転送先ファイルの指

定の両方にホストおよびユーザ情報を含めることがで

き、ファイルをリモートホストにコピーするか、また

はリモートホストからコピーするかを指定できます。

転送されるすべてのデータは安全に暗号化されます。 

次に基本構文を示します。 

scp [[user@]host:]source 
[[user@]host:]destination 

 

次に転送開始時の例を挙げます。 

• 次の例は、ローカルファイル (fx1.htm) を、指定

したリモートディレクトリ (demo/path/) にコピー

します。転送の前に、クライアントユーザ (Lee) 
はサーバホスト (abc.com) に認証を行う必要があ

ります。 
$scp fx1.htm Lee@abc.com:demo/path/ 

• 次の例は、複数のリモートファイルを既定のリ

モートホームディレクトリからローカルコン

ピュータのカレントディレクトリにコピーします。 
$ scp Lee@abc.com:*.htm . 

• 最後に、2 つのリモートホスト間でファイルを転

送する例を示します。この転送を行うには、事前

に 2 回のクライアント認証 (各ホストに対して 1 
回) が必要です。 
$ scp Lee@abc.com:source/file1 
Lee@xyz.com:destination/ 

注記: 社内セキュリティポリシーでパスフレーズで保

護しない秘密鍵の使用が許可されている場合、認証に

ユーザの人手入力操作をせずに公開鍵ユーザ認証を構

成できます。scp 転送を自動化するためのバッチファ

イルを作成する場合は、この方法が便利です。 

sftp を使用したファイルの転送 
対話型 sftp セッションを使用すると、クライアントと

リモートサーバ間でファイルを安全に転送できるほか、

リモートサーバでファイル管理コマンドを安全に実行

できます。 

1. 対話型 sftp セッションを開くには、まず、次の例

に示すようにリモートホストに接続します。 
$ sftp Lee@abc.com 

接続が確立されると、次のプロンプトが表示され

ます。 
sftp> 

2. 使用できるコマンドの簡易一覧を表示するには、

次のように入力します。 
sftp>help 

3. 各コマンドについてのヘルプをさらに表示するに

は、「help」と入力し、その後にコマンド名を続

けます。例えば、get コマンドについての詳細を表

示するには、次のように入力します。 
sftp>help get 

4. プロンプト表示中に、使用可能な sftp コマンドを

使用して、ファイルを転送や管理をします。 

5. 「exit」と入力して、sftp セッションを終了します。 
sftp>exit 

次のサンプルセッションでは、Lee は、sftp を使用して

リモートサーバ、abc.com に接続しています。認証が成

功すると、リモートディレクトリを変更 (cd) し、リ

モートファイルを一覧表示 (ls) し、一連のファイルを

リモートサーバからローカルのカレントディレクトリ

に転送 (get) し、ローカルファイルを一覧表示すること

で転送を確認 (lls) して、セッションを終了 (exit) して

います。 
$ sftp Lee@abc.com 
Lee's password: 
Authentication successful. 
sftp> cd demo 
sftp> ls 
 
.: 
 
f1.txt  f2.txt  f3.txt  fx1.htm fx2.htm  fx3.htm 
sftp> get *.htm 
/demo/fx1.htm        4    0.0KB/s  00:00    100% 
/demo/fx2.htm        4    0.0KB/s  00:00    100% 
/demo/fx3.htm        4    0.0KB/s  00:00    100% 
sftp> lls *.htm 
fx1.htm  fx2.htm  fx3.htm 
sftp> exit 
$ 

http://support.attachmate.com/manuals/rsit_unix.html
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さらにお試しください 
• scp および sftp コマンドラインオプションについ

ての追加情報を参照する 
コマンドラインオプションのヘルプを表示するに

は、次のように -h を使用します。 
$ scp -h 

$ sftp -h 

詳細については、マニュアルページを使用するか、

ユーザガイドの「付録」を参照してください。 

• scp 転送における上書き動作を制御する 

既定では、scp を使用してファイルを転送すると、

既存のファイルは上書きされます。上書き動作を

制御するには、コマンドラインで --overwrite フラ

グを使用し、yes、no、および ask で指定します。

例えば、ファイルを上書きする前にユーザに尋ね

るには、次のようにします。 
$ scp --overwrite ask fx1.htm Lee@abc.com: 

• sftp バッチファイルを作成する 

sftp 自動実行のためにバッチファイルを作成して

使用する場合、ユーザ認証として GSSAPI などの

非対話型クライアント認証方法かパスフレーズ保

護なし公開鍵認証を使用します。更に、クライア

ント上で、自動化する sftp コマンドを含むバッチ

ファイルを作成し、次に示すように、sftp に -B を
組み合わせてリモートホストに接続し、バッチ

ファイルを実行します。 
sftp -B batch_file user@host.com 

• サーバファイルへのアクセスを制限する 

2 つのサーバ構成キーワード、ChrootSftpGroups 
と ChrootSftpUsers を使用して、ファイル転送で

ユーザのアクセス範囲をホームディレクトリ下に

制限できます。これらの設定は、すべての 
Reflection for Secure IT クライアントからのすべて

の sftp 接続および scp 接続に影響します。詳細に

ついては、ユーザガイドの「付録」で、「サーバ

構成キーワード」を検索してください。 

ポート転送を使用した安全な通信 
ポート転送はトンネリングとも呼ばれ、接続中のセッ

ションの Secure Shell チャネルを介して TCP/IP通信を

トンネリングしフォワードする効果的な機能です。こ

の機能を構成すると、ポート転送対象のトラフィック

をファイアウォール内の安全な 1 ポートを介してルー

ティングできます (SOCKS のしくみと似ていますが、

暗号化については異なります)。 

ポート転送を使用すると、TCP/IP 上のアプリケーショ

ンがクライアントとサーバ間で安全に相互通信するこ

とができます。 

HTTP 通信を転送するようローカルポートを構成 
次の例では、Web サーバと Web ブラウザ間の HTTP 通
信の転送を説明します。その他 任意の TCP/IP アプリ

ケーションについても同様です。 

1. Secure Shell クライアント側で、次のコマンドを入

力して、ポート転送用の接続を確立します 
(user@host.com のユーザ名とホスト名を置き換え

てください)。 
$ ssh -L 8080:support.attachmate.com:80 
user@host.com 

2. ユーザ認証操作をし、SSH接続を確立します。 

3. Web ブラウザを開き、本来の URLの代わりにロー

カルホストの URL を入力します。 
http:\\localhost:8080 

ブラウザには、Attachmate サポート Web サイトが

表示されているはずです。 
 

何が起きているのでしょうか。 

ssh -L オプションを使用すると、クライアントの指定

したローカルポートから Secure Shell トンネルを介して 
Secure Shell サーバにデータを転送するようにクライア

ントを構成し、転送先のサーバでは、データは同じ

サーバのポート、または異なるホストのポートにフォ

ワードされます。  

次に、この例においてコマンド実行時の内部動作につ

いて説明します。 

1. Secure Shell サーバ (例では host.com) に認証を行う

と、クライアントコンピュータと host.com 間に安

全なトンネルが確立されます。また、ローカル

ポート転送を構成しているため、クライアント側

ではポート 8080 でリッスンし始めます。 

2. クライアント側の転送されるポート (例では 
localhost:8080) をブラウザに指定すると、このポー

トに送信されたデータは、クライアント機能によ

り安全なトンネルを介して host.com 上の Secure 
Shell ポートに転送されます。 

3. サーバ側では、このトンネルを介して受信した

データを更に (平文で) 指定された転送先 (この例で

は support.attachmate.com のポート 80) に転送します。 

4. Web サーバからのデータは、同じ経路を逆に使用

してクライアントに返されます。 

注記: 転送データが暗号化されている区間と平文の区

間に注意ください。HTTP データは、Secure Shell クラ

イアントと Secure Shell サーバ間は暗号化されています。

しかし、Secure Shell サーバと Web サーバ間では、デー

タは平文で転送されます。どちらのサーバも、通常は

ファイアウォールの同じ側にあります。 

ローカルポート転送とリモートポート転送に関する情

報をはじめとした、ポート転送の詳細については、

ユーザガイドの「ポート転送」の章を参照してくださ

い。 
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さらにお試しください 
• 任意の TCP/IP 上のアプリケーションをクライア

ントとサーバ間で転送する 
TCP/IP 上の任意のアプリケーション、例えば、平

文のままの Telnet、HTTP、SMTP、POP、および 
IMAP 通信を、クライアントとサーバ間で安全に

転送できます。転送されるポートを構成したら、

TCP/IP アプリケーションをローカルホストの転送

されるポートに接続するように設定します。 

• コマンドラインまたは構成ファイルを使用して転

送を構成する 
Reflection for Secure IT には、転送を構成するため

の柔軟なオプションが備わっています。コマンド

ラインからポート転送を構成するほかに、クライ

アント構成ファイルで LocalForward および 
RemoteForward キーワードを使用して転送を構成で

きます。 

注記:  これらのキーワードをホストスタンザ内で使

用すると、異なるホストへの接続に対して異なる

ポート転送動作を構成できます。 

一元的な公開鍵インフラストラクチャ (PKI)  
への対応 

Reflection PKI Services Manager を追加導入すること

で、PKI を使用して通信相手が提示する証明書の

信頼性を検証します。トラストアンカー証明書の

指定、証明書ストア、証明書の失効チェック、証

明書とユーザ ID のマッピング、複数サーバのロ

グ監査などの PKI 機能の一元管理が可能です。 

PKI Manager  は Reflection for Secure IT の無償コン

ポーネントとして付属しています。別途、ダウン

ロードとインストールが必要です。PKI に対応す

るためのインストールと構成の詳細については、

マニュアルページ 
(http://support.attachmate.com/manuals/rsit_unix.html) 
にある Reflection PKI Services Manager のユーザガイ

ドを参照してください。 

 

Reflection for Secure IT UNIX クライアント

およびサーバの詳細確認 
1. マニュアルについて 

下記製品マニュアルサイトを参照下さい。 

http://support.attachmate.com/manuals/rsit_unix.html  

(日本語マニュアルについては別途作成予定です。) 

 

2. 技術的お問合せ先について 

1) ご購入前の評価版内容に関するお問合せは、下記
メールアドレスまでご連絡下さい。 

j-info@attachmate.com  

下記テクニカルサポートページに FAQ も掲載してお
ります。 

http://attachmate.okweb3.jp 

2) 購入されサポートサービス又は保守契約をされて
いるお客様は、下記テクニカルサポート窓口を通
じてお問合せ下さい。 

http://attachmate.okweb3.jp 
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