
プラニングとインストールガイド

rx
a

 4
.2

Reflection X Advantage



2012 年 10 月 1 日 作成 

プランニングとインストールガイド 

Reflection X Advantage 
 

バージョン 4.2 

 

 

 

 



© 2012 Attachmate Corporation.All rights reserved. 

本 Attachmate ソフトウェア製品に付属するマニュアルのいかなる部分も、形式、方法にかかわ

らず、Attachmate Corporation の書面による許可なく複製、送信、転記したり、他の言語へ翻訳

することはできません。本書が使用許諾契約書を含むソフトウェアに添付されていない場合でも、

本書の内容は著作権法で保護されています。   

本書の内容は情報提供のみを目的として提供され、予告なしに変更される場合があります。

Attachmate Corporation は本書の内容に全責任を持つものではありません。Attachmate 
Corporation は、本書に含まれる情報の内容に誤記や間違いがある場合、責任を負いかねま

す。 

Attachmate、Attachmate ロゴ、および Reflection は、米国における Attachmate Corporation 
の登録商標です。本使用許諾契約書で引用しているその他のすべての商標、商標名、または会

社名は、識別の目的でのみ使用されており、その所有権はそれぞれの所有者に帰属します。 

NetIQ 株式会社 Attachmate 事業部 

TEL:  03-3513-5111 

FAX:  03-3513-5112 
http://www.attachmate.jp/ http://www.attachmate.jp/ 

 

http://www.attachmate.jp/


 

iii 

 

目次 

Reflection X Advantage へようこそ 7 
動作モード: ドメインモードと単体モード 8 

インストールと移行 11 
システム要件 11 
Reflection X Advantage の Windows へのインストール 11 

[ファイルの場所] タブ 12 
[機能の選択] タブ 13 
インストーラの [詳細設定] タブ 13 

UNIX へのインストール 14 
Mac へのインストール 15 
インストールする必要がある Reflection X Advantage の機能 15 
アップグレードおよび移行 16 

実行中のバージョンの確認 16 
以前のバージョンの Reflection X Advantage からのアップグレード 16 
旧来の Reflection X からのアップグレード 17 
旧来の Reflection X 製品からのアップグレードに関する機能ガイド 19 
Hummingbird Exceed からの設定の移行 22 

Reflection X Advantage のアンインストール 23 
Reflection X のファイルをすべて削除する 23 

はじめに 25 
XDMCP を使用したホストデスクトップへのアクセス 25 
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 26 
X マネージャインタフェース 28 
Reflection X のアイコン 30 
セッションの定義の理解 31 
よくある質問 32 

セッションの分散について 33 
Reflection X のセッションプロセス 33 
X マネージャの基本セッション 34 
X マネージャの分散セッション 34 
Reflection X のドメインコンポーネント 35 
X マネージャ (ドメイン接続用) の基本セッション 36 
X マネージャ (ドメイン接続用) の分散セッション 37 

Reflection X ドメインの使用 39 
ドメインコンポーネントの設定 39 

ドメインコントローラの設定 39 
Reflection X サービスの起動または停止 40 



 

iv 

 

管理者用ワークステーションの設定 41 
ドメインノードの設定 41 
ドメインノードの削除 42 
ユーザワークステーションの設定 43 
セッション保持とパフォーマンスの管理 44 

ドメインの認証 45 
ドメインアクセスの制御方法 45 
ユーザ認証の構成とテスト 46 
LDAP 認証の設定 47 
Reflection X 内部認証の設定 47 
ドメインユーザの追加または削除 48 
ドメインのロックの解除 48 

サンプルドメインの構成 49 
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 49 
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 51 
ドメインの設定:セッション構成の一元化 54 

Reflection X のカスタマイズおよび配布 59 

Windows インストーラによる配布 61 
基本的な配布の実行 62 
コマンドラインからのインストール 62 
高度な配布の実行 63 
管理者用インストールポイントの作成 64 
Attachmate Customization Tool 65 
トランスフォームの作成と編集 66 
コンパニオンインストールパッケージの作成 71 
Reflection X の配布 74 

管理 WebStation を使用したセッションの分散 77 
管理 WebStation を使用したセッションの構成 77 
Reflection for the Web セキュリティプロキシ 78 
管理 WebStation モード 78 
WebStation ユーザモード 79 
設定の保存 (管理 WebStation モード) 79 
設定の破棄 (WebStation ユーザモード) 80 

Reflection X での PKI Services Manager の使用 81 
Windows での PKI Services Manager の設定 82 

Windows での PKI Services Manager のインストールとアンインストール 82 
Windows での PKI Services Manager の構成 83 
Start and Stop the PKI Services Manager Service on WindowsError! Bookmark not defined. 

UNIX での PKI Services Manager の設定 85 



 

v 

 

UNIX での Reflection PKI Services Manager のインストールとアンイン

ストール 85 
UNIX での PKI Services Manager の構成 86 
UNIX でのサービスの起動と停止 88 

Reflection X を構成して PKI Services Manager に接続する 88 

用語集 91 

Index 97 
  





 

7 

 

1 章  

Reflection X Advantage へようこそ 
Reflection X Advantage は、リモートワークステーションから UNIX デスクトップを表示して X 
クライアントアプリケーションと一緒に使用できるようにするための X サーバです。Reflection X 
Advantage には、単体モードとドメインモードという、2 種類の動作モードがあります。  

単体モードは、1 つのアプリケーション (既定でインストールされている X マネージャ) で提供さ

れます。以前の Reflection X 製品のユーザにとっては、単体モードの Reflection X Advantage 
(ミッションクリティカルな X アプリケーションに確実かつシームレスにアクセスできるようにする

バレットプルーフ X サーバ) はなじみの深いものでしょう。  

ドメインモードでは、単体モードの全機能に加え、コストを増加させずに生産性を向上できる追加

機能が補足されています。ドメインモードは複数のコンポーネント (X マネージャ (ドメイン接続

用)、X 管理コンソール、および Reflection X サービス) で構成されます。これらの機能は既定

ではインストールされません。また、ドメイン内のシステムごとに、別々のコンポーネントが必要で

す。 

どのモードを選択しても、次の機能にアクセスできます。 

 複数のプラットフォームに対応: Reflection X Advantage を使用すると、過去最多の種類の

デスクトップ環境 (Windows 7、Vista、XP、Linux、Solaris、HP-UX、Mac など) から X ホス

トと X アプリケーションにアクセスできます。 

 リアルタイムの共同作業: Reflection X Advantage のセッション共有/転送機能によって、同

僚が同じアプリケーションを同時に見たり、1 人のユーザから他のユーザにセッションの制

御を転送したりすることができます。 

 パフォーマンス向上のオプション: Reflection X Advantage を使用すると、リモートセッション

サービスを使用して狭い帯域幅や遅延の多い接続の問題を解決することができます。

Reflection X の分散セッションを構成する際には、表示の更新に必要なプロトコルのみがネ

ットワーク経由で送信されます。このため、遅延が多い場合のパフォーマンスが大幅に向上

します。帯域幅が狭い場合、Reflection X はリモート X サーバに送信するプロトコルを自動

的に圧縮します。 

 FIPS 140-2 検証に対応した完全統合 Secure Shell: Reflection X Advantage を使用する

と、X サーバと統合されたシングルベンダのセキュリティソリューションを利用できます。 

 X11 の拡張機能に対応: Reflection X Advantage は、GLX、Render、Damage、Shape、
XFixes などの主要な X11 の拡張機能に対応しています。 

 全角文字を入力するためのネイティブ IME に対応: ネイティブ IME への対応により、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 (X11 Input Method) サーバは、構成さ

れたテキストを IME から取得し、XIM-aware 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。 

 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、ロ

ーカルディレクトリ、Windows 証明書ストア、スマートカードなどのデバイスに保存できます。

また、Reflection PKI Services Manager をダウンロードしてインストールすると、X.509 証
明書を提示するホストを認証するように Reflection X を構成することができます。

Reflection PKI Services Manager は追加料金なしで使用できます。 

ドメインモードで使用できる追加機能は次のとおりです。 

 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。 
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 会社や自宅、外出先などからの確立されたセッションへの柔軟かつ迅速なアクセス: ある場

所でセッションから抜けて、別の場所からそのセッションに再び参加できます。クライアント接

続の再確立に時間はかかりません。 

 セッションの保護: 実行中のセッションから抜ける際に、フェイルオーバーを使用してセッショ

ンが失われないよう保護することができます。このオプションを使用すると、ネットワークやハ

ードウェアに障害が発生しても、抜けた時の状態で作業に戻ることができます。 

 ドメイン認証サービス: 現在の認証プロセスを利用して、Reflection X Advantage のドメイン

認証を行います。次のいずれかの認証方法を使用します。Windows、PAM (Pluggable 
Authentication Modules)、LDAP (Lightweight Directory Access Protocol)、および 
Reflection X 内部。 

 負荷分散: 分散セッション環境では複数台のコンピュータに Reflection X Advantage がイ

ンストールされるため、セッションを複数のドメインノードで実行できます。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。 

 

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 

単体モードは、1 つのアプリケーション (既定でインストールされている X マネージャ) で提供さ

れます。このモードでは、1 つのアプリケーション (X マネージャ) を使用して X ホストと X クラ

イアントにアクセスし、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。これら

はすべて、自分のデスクトップから実行できます。セッション構成の概要については、「はじめに」 
『25ページ 』を参照してください。 

ドメインモード 

Reflection X をドメインモードで実行すると、単体モードのすべての機能と、追加のドメインサー

ビスにアクセスできます。ドメイン管理者は、X 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、X セッションのグループの負荷を分散してパフォーマンスを最適化します。

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 ホストと X クライアントにアク

セスします。これらのアプリケーションは、Reflection X サービスを実行して共有データベースに

セッション定義を保存する中央ドメインコントローラに接続します。許可されたドメインユーザは、

実行中の X セッションの開始、参加、退出、および共有を行うことができます。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。Reflection X ドメインの設定と構成については、「Reflection X ドメインの使用」 『39
ページ 』を参照してください。 

機能の比較 

 単体モード  
(X マネージャ) 

ドメインモード  
(X マネージャ (ドメイン接続用)) 

 

X クライアントアプリケーシ

ョンの起動および対話 
X X  

XDMCP X X  

X セッションの共有 X X  

X11 の拡張機能への対

応 
X X  

低速ネットワークでのパフ

ォーマンス向上 
X X  

統合された Secure Shell X X  
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 単体モード  
(X マネージャ) 

ドメインモード  
(X マネージャ (ドメイン接続用)) 

 

FIPS 140-2 への対応 X X  

X.509 証明書の認証 X X  

X セッションの一元的な構

成 
 X  

X セッションからの退出お

よび再参加  
 X  

X セッションのフェイルオ

ーバー 
 X  
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インストールと移行 

この章の内容 

システム要件 11 

Reflection X Advantage の Windows へのインストール 11 

UNIX へのインストール 14 

Mac へのインストール 15 

インストールする必要がある Reflection X Advantage の機能 15 

アップグレードおよび移行 16 

Reflection X Advantage のアンインストール 22 

 

 

システム要件 
システム要件に関する情報は、Attachmate 技術ライブラリにあります。 

 対応プラットフォームと追加のシステム要件については、技術ノート 2632 
『http://support.attachmate.com/techdocs/2632.html』 を参照してください。 

 Reflection X Advantage に関するセキュリティの問題の更新については、技術ノート 2505 
『http://support.attachmate.com/techdocs/2505.html』 を参照してください。 

 

Reflection X Advantage の Windows へのインストール 
Reflection X Advantage は、Reflection X 2011 と Reflection Suite for X 2011 にコンポーネ

ントとして含まれています。  

次のアプリケーションが既定でインストールされています。 

 X マネージャ 
単体モードの X クライアントに完全に接続できるようになります。 

 Reflection ワークスペース  
VT 端末セッションにアクセスできるようになります。Suite for X によって、IBM の端末とプ

リンタにも対応します。 

 Reflection FTP クライアント 
FTP および SFTP プロトコルを使ったファイル転送に対応します。 

Reflection X Advantage をドメインモードで実行する予定がある場合は、ドメイン内で実行される

コンピュータに追加機能をインストールする必要があります。これらの機能は、既定ではインスト

ールされません。ドメインモードの一般的なインストール構成の概要については、「インストールす
る必要がある Reflection X Advantage の機能」 『15ページ 』を参照してください。詳細は、「ド
メインコンポーネントの設定」 『39ページ 』を参照してください。 

2 章  

http://support.attachmate.com/techdocs/2632.html
http://support.attachmate.com/techdocs/2505.html
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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 Attachmate Installation Program (Setup.exe) を起動します。ダウンロードサイトからイン

ストールする場合は、このプログラムを以下の手順で起動します。 

a) 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。 

b) インストーラファイルの位置を選択して、[続行] をクリックします。指定した場所にファイ

ルが展開され、Attachmate Installation Program が起動します。 

3 インストーラは、システムの必要なソフトウェアの前提条件を確認します。必要なソフトウェア

の前提条件が存在しない場合、インストーラは製品のインストールを実行する前にこれらの

パッケージをインストールします。  

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、[機能の選択] タブ 『12ペー

ジ 』をクリックします。  

注意:  

 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。 

 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。  

 Reflection X 2011 と Reflection Suite for X 2011 を 64 ビットの Windows プラットフォ

ームにインストールするには、64 ビットのインストーラを使用できます。このインストーラに

は、64 ビットの Reflection X Advantage と、32 ビットの Reflection ワークスペースおよ

び Reflection FTP クライアントが含まれます(32 ビットのアプリケーションは、64 ビットの

プラットフォームに対応します)。旧来の Reflection X は、64 ビットのインストーラには含ま

れません。 

 

 

[ファイルの場所] タブ 
プログラムファイルの場所を指定するには、インストーラの [ファイルの場所] タブを使用できま

す。 

注意: 

 Reflection X 2011 と Reflection Suite for X 2011 のインストール時に、[既定のユーザ

データディレクトリ] を変更するためのオプションが表示されます。この値は、Reflection ワ
ークスペース、旧来の Reflection X、および Reflection FTP クライアントに適用されます。

Reflection X Advantage データファイルで使用する場所には影響しません。 

 Reflection X 2011 と Reflection Suite for X 2011 の 64 ビットインストーラには、32 ビ
ットと 64 ビットのコンポーネントが含まれます。プログラムファイルの場所を変更するには、

32 ビットと 64 ビットの両方のプログラムファイルの場所を指定します。同じ場所を指定す

ることも、別々の場所を指定することもできます。 
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[機能の選択] タブ 
[機能の選択] タブを使用して、製品機能のインストール方法を選択します。  

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. 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ます。その際に

インストールされます。  

 [機能を使用不可にする] アイテムをアンインストールされたままにしておきま

す。Windows の [プログラムと機能] (または [プロ

グラムの追加と削除]) コントロールパネルを使用し

て、後でアイテムをインストールできます。 

 

 

インストーラの [詳細設定] タブ 
開き方 

1 Attachmate Installation Program (setup.exe) を実行します。 

2 [詳細設定] タブをクリックします。 

次のオプションがあります。 

 [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。 
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UNIX へのインストール 
X マネージャ が既定ではインストールされます。このアプリケーションを使用すると、単体モード

の X クライアントに完全に接続できます。 Reflection X Advantage をドメインモードで実行する

予定がある場合は、ドメイン内で実行されるコンピュータに追加機能をインストールする必要があ

ります。これらの機能は、既定ではインストールされません。ドメインモードの一般的なインストー

ル構成の概要については、「インストールする必要がある Reflection X Advantage の機能」 
『15ページ 』を参照してください。詳細は、「ドメインコンポーネントの設定」 『39ページ 』を参照

してください。 

注意:UNIX インストーラには、エミュレータと FTP クライアントは含まれません。これらは 
Windows にインストールする場合にのみ使用できます。 

Reflection X Advantage を UNIX システムにインストールするには 

1 ダウンロードサイトから、UNIX オペレーティングシステム用のインストールパッケージをダウ

ンロードします。 

注意:対応する各 UNIX システムのダウンロードファイル (*.zip) には、32 ビットと 64 ビットの

インストーラ (両方のプラットフォームが使用できる場合) が含まれます。 

2 例えば、次のようにダウンロードファイルを解凍します。 

unzip -d rx-advantage-4.0.0.999-prod-linux.zip  

展開されたダウンロードファイルには、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 (*.bin) 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ファイルを 
UNIX コンピュータにコピーします。  

4 ルートとしてログオンし、インストール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、ファイルオーナーに実行権限を与えます。例:  

chmod 744 rxa-4.0.0.999-prod-i586-linux.bin  

6 インストールプログラムを起動します。例: 

./rxa-4.0.999-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-4.0.999-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。X マネージャ が既定ではインストールされま

す。 

注意:-i console オプションを使用している場合は、「このインストーラでインストールする機能を

選択してください：」というプロンプトが表示された際、カンマで区切りされたリストを入力すること

により、インストールする機能を指定することができます。すべての機能をインストールする場合

は、「1,1」と入力します。 

  

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  

http://support.attachmate.com/techdocs/1925.html
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Mac へのインストール 
既定では、X マネージャがインストールされます。このアプリケーションを使用すると、単体モード

の X クライアントに完全に接続できます。 Reflection X Advantage をドメインモードで実行する

予定がある場合は、ドメイン内で実行されるコンピュータに追加機能をインストールする必要があ

ります。これらの機能は、既定ではインストールされません。ドメインモードの一般的なインストー

ル構成の概要については、「インストールする必要がある Reflection X Advantage の機能」 
『15ページ 』を参照してください。詳細は、「ドメインコンポーネントの設定」 『39ページ 』を参照

してください。 

注意:Mac インストーラには、エミュレータと FTP クライアントは含まれません。これらは 
Windows にインストールする場合にのみ使用できます。 

Reflection X Advantage を Mac に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 (*.pkg) 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。  

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  

 

インストールする必要がある Reflection X Advantage の機
能 

既定では、X マネージャ (単体) 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、追加機能のインストールが必要です。以下のテーブルは、一般的なインストール

構成の概要です。  

注意:1 台のコンピュータに Reflection X Advantage の機能を任意に組み合わせてインストー

ルし、使用することができます。以下のテーブルにガイドラインを示します。ただし、これらの構成

に限定するものではありません。例えば、X マネージャ (単体) と X マネージャ (ドメイン接続

用) の両方を同じコンピュータにインストールして実行することが可能です。 

  

単体モード インストールする機能  

単体のユーザワークステーション  

   

X マネージャ 

 

 

リモートセッションサービスノード 
(UNIX へのインストールのみで使用

可能)  

リモートセッションサービス  

     

ドメインモード インストールする機能  

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)   

ドメイン管理者のワークステーション X マネージャ (ドメイン接続用) 
X 管理コンソール 
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ドメインコントローラ X 管理コンソール 
ドメインサービス  
ドメインコントローラ  

 

ドメインノード ドメインサービス 
(ドメインコントローラなし) 

 

 

 

アップグレードおよび移行 
実行中のバージョンの確認 
Windows では、次の表に示すように、Reflection X Advantage が、1 つの機能として、

Reflection X 2011 および Reflection Suite for X 2011 とともにインストールされます。 

注意:X マネージャまたは X マネージャ (ドメイン接続用) から、[ヘルプ] > [バージョン情報] 
を使用することにより、Reflection X Advantage および同時にインストールされた製品の両方の

バージョン情報を確認できます。  

  

インストーラのバージョン Reflection X Advantage のバージョン  

Reflection 2011 R3 Reflection X Advantage 4.2  

Reflection 2011 R2 SP1 Reflection X Advantage 4.1  

Reflection 2011 R2 Reflection X Advantage 4.0  

Reflection 2011 R1 Reflection X Advantage 3.0  

 

 

以前のバージョンの Reflection X Advantage からのアップグ
レード 
以前のバージョンの Reflection X Advantage (または、機能として Reflection X Advantage が
含まれる製品) からアップグレードする場合は、次の点に注意してください。 

 インストール済みのバージョンをインストールしたまま、最新インストーラを実行できます。以

前のバージョンは、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。 

 データベースファイルは、Reflection X Advantage の最初の起動時に、自動的に最新バー

ジョンにアップグレードされます。  

 Reflection X Advantage ドメインについては、異なるバージョンの Reflection X を同時に

実行することができます (以下を参照してください) 。この機能は、単体の X マネージャを

使用する分散セッションには対応していません。単体の X マネージャでリモートセッションサ

ービス機能を使用する場合は、すべてのコンポーネントを同時にアップグレードする必要が

あります。  

Reflection X ドメインのアップグレードの注意点 

4.0 以前のバージョンを実行するドメインのアップグレード 

4.1 より古いバージョンの場合は、Reflection X Advantage ドメイン内のすべてのコンピュータ

が同じバージョンを実行する必要があります。これは、サービスパックやメジャーリリースでも同じ

です。 

 4.0 以前のバージョンがインストールされている場合、バージョン 4.1 以降にアップグレー

ドするときは、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。 
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バージョン 4.1 以降を実行するドメインのアップグレード 

バージョン 4.1 以降では、ドメインコントローラを更新する前に、Reflection X Advantage ドメイ
ンのコンポーネントを個別に更新できます。ドメインコンポーネントがバージョン 4.1 以降を実行

している場合は、アップグレードする前に、以下の情報を確認してください。 

 X マネージャ (ドメイン接続用) 、X 管理コンソール、およびドメインノードを実行するシステ

ム上に、より新しいバージョンの Reflection X Advantage をインストールできます。これらの

コンポーネントは、使用中の (より古いバージョンの) ドメインコントローラに接続でき、そのド

メインコントローラのバージョンの Reflection X を使用して動作します。このため、より新し

いバージョンの機能やバグフィックスは、まだサポートされません。  

注意:バージョン情報を確認するには、[ヘルプ] > [バージョン情報] を選択します。表示される

情報は、常に、現在インストールされているバージョンを示しています。より古いバージョンのドメ

インコントローラに接続している場合は、ここでも、現在実行中のバージョンが示されます。 

  

 Reflection X ドメイン内の他のすべてのコンピュータをアップグレードした後にドメインコント

ローラをアップグレードできます。ドメインコントローラをアップグレードすると、すべてのドメイ

ンコンポーネントが新しいバージョンを使用して動作します。この時点で、すべてのドメインコ

ンポーネントが最新の機能とバグフィックスを利用できるようになります。  

バージョン 4.0 以降がインストールされたドメインノードの追加 

バージョン 4.0 以降は、X 管理コンソール を使用してドメインノードを追加することがなくなりま

した。代わりに、ドメインノードとして追加するコンピュータごとに管理者としてログインし、

rxsconfig コマンドラインユーティリティを使用して、ドメインにコンピュータを追加する必要があり

ます。(このユーティリティはバージョン 4.0 のインストール時にインストールされるもので、ドメイ

ンサービス機能が含まれます。)この要件によって、コンピュータの管理者 (またはルート) 権限

を持つユーザのみが、コンピュータを Reflection X ドメインに追加できるということになります。 

 4.0 より前に登録されたドメインノードは、4.0 へのアップグレード時に削除されます。

rxsconfig を使って、削除されたノードをドメインに再参加させる必要があります。手順につい

ては、「ドメインノードの設定」 『41ページ 』を参照してください。 

 

旧来の Reflection X からのアップグレード 
旧来の Reflection X 製品 (バージョン 13 または 14) がインストールされているシステムに、

Reflection X Advantage をインストールできます。Reflection X Advantage の最初の起動時に、

設定をインポートするかどうかを確認するメッセージが表示されます。設定をインポートするには、

[移行] をクリックします。(キャンセルしても、後で設定をインポートできます。)旧来の Reflection 
X のファイルは変更されません。  

インポートした設定は、セッション、クライアント、サーバ定義の組み合わせとして、X マネージャ

に「(RX 移行済み)」と表示されます。このような移行した設定を使用して接続するには、次のい

ずれかの方法を使用します。新しい X マネージャでの設定の場所については、「旧来の 
Reflection X 製品からのアップグレードに関する機能ガイド」 『19ページ 』を参照してください。 

移行したクライアントごとに新しいセッションを起動して接続するには 

1 [セッション] で、起動するクライアントに基づいて次のようにセッション定義を探します。 

myclient session (RX migrated) 

2 セッション定義をダブルクリックします (または、右クリックして [起動] コマンドを選択しま

す)。  

複数のクライアントを 1 つのセッションにアタッチして接続するには 

旧来の Reflection X クライアント接続で複数のサーバインスタンスを使用した場合は、この方法

を使用します。通常、多くの X クライアントを同時に実行する場合も、この方法を使用できます。 
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1 [セッション] で、移行したサーバ名に基づいて (既定の旧来の Reflection X サーバは、

config と呼ばれます) セッション名を探します。例: 

config session (RX migrated) 

2 セッション定義をダブルクリックします (または、右クリックして [起動] コマンドを選択しま

す)。  

注意:この時点ではクライアントは表示されません。この手順は X サーバを起動するためのもの

で、クライアントはまだ起動していません。旧来の Reflection X によって、既定のサーバインスタ

ンスが自動的に起動されます。Reflection X Advantage で、セッションを使用してサーバインスタ

ンスを起動します。  

3 [クライアント] で、次のように移行したクライアント定義を探します。 

myclient (RX migrated) 

4 クライアント定義をダブルクリックします (または、右クリックして [起動] コマンドを選択しま

す)。  
 

注意:任意のセッションを簡単に変更して複数のクライアントを自動的に開始することができます。

この操作を行うには、セッション定義を選択して、[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、[X クライアント] の横のプラス記号 (+) をクリックしま

す。 

移行済みの設定定義ファイル 

旧来の Reflection X は、クライアントファイル (*.rxc ファイル) にクライアント設定を、Windows 
レジストリに X サーバ設定を保存します。Reflection X Advantage は、すべての設定をデータ

ベースに保存します。Reflection X Advantage 移行ツールは、移行したクライアントとサーバの

設定を使用して、定義ファイル 『95ページ 』を作成します。[移行] をクリックすると、この定義フ

ァイル中の設定が Reflection X Advantage データベースにインポートされ、移行済みのセッショ

ン、クライアント、サーバの定義として Reflection X Advantage に表示されます。  

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 では、既定の場所は \Documents and Settings\<ユーザ名

>\.attachmate\rx\migration\ です。 

Windows 7 と Windows Vista では、既定の場所は \Users\<ユーザ名

>\Documents\.attachmate\rx\migration\ です。 

3 [定義のインポート] ダイアログボックスで、 をクリックして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。  
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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。

共有のネットワーク上の場所で設定を構成した場合はこの方法が便利です。このような設定は自

動的に移行されないためです。 

 

旧来の Reflection X 製品からのアップグレードに関する機能ガイ
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] 『93ページ 』 

クライアントテンプレート クライアントテンプレートごとに提供されていた機能は、[クラ

イアントの定義] ウィンドウの対話式フィールドと、管理者が

作成する公開クライアント定義 『95ページ 』にまとめられて

います。 

クライアント接続の設定 
[起動方式]、[ホスト名]、[ユーザ名]、[パスワー

ド]、[コマンド] など 

 

[クライアントの定義] ウィンドウ 

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] 

XDMCP 接続の設定。 
[接続方法]、[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  
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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 

 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] 

 ログファイル ログファイル 

 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] 

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] 

 クライアント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  
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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 

 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 
> [黒と白のピクセル] および [クライアントのカラーマップ

での黒白の割り当て] 

 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] 

 ユーザベースのセキュリティ [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 X マネージャから: 
[ファイル] > [ユーザ設定] > [FIPS モード] 

X 管理コンソールから: 
[ドメインの構成] > [ドメインセキュリティ] > [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] 

キーボードの設定  

 [Backspace] キーで送る [サーバの定義] > [キーボード] > [[Backspace] キーで送

る機能] 

 キーボードの再割り当てを許可 [サーバの定義] > [キーボード] > [X クライアントによるキ

ーボードの再割り当てを許可する] 

 ホストキーボード [サーバの定義] > [キーボード] > [キー割り当て] (定義さ

れているキーボードを選択します) 

 [キーボードの割り当て] [サーバの定義] > [キーボード] > [キー割り当て] > [編
集] (カスタムのキー割り当てを作成するには、既定のキー割

り当てを複製することから始めます。) 

マウスの設定  

 中央ボタンのエミュレーションの有効化 [サーバの定義] > [マウス] > [中央ボタンのエミュレーショ

ンを有効にする] 

 中央ボタンの検出速度 [サーバの定義] > [マウス] > [中央ボタンの検出速度] 
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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 

クリップボードの設定  

 クリップボードに連動させる選択内容 [サーバの定義] > [全般]  > [クリップボードに連動させる

選択内容] 

2 バイト文字に対応する設定  

 入力方式 [セッションの定義] > [ネイティブ IME サポート] 

  

 

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)) の最初の起動時

に、Hummingbird Exceed 製品 (バージョン 9.0 以降) から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 のファイルは

変更されません。)移行した設定をインポートするかどうかを確認するプロンプトが表示されます。  

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 では、既定の場所は \Documents and Settings\<ユーザ名

>\.attachmate\rx\migration\ です。 

Windows 7 と Windows Vista では、既定の場所は \Users\<ユーザ名

>\Documents\.attachmate\rx\migration\ です。 

3 [定義のインポート] ダイアログボックスで、 をクリックして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。

共有のネットワーク上の場所で設定を構成した場合はこの方法が便利です。このような設定は自

動的に移行されないためです。 
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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。 

/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」 
『23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% フォルダにある .attachmate フォルダと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% フォルダにある .attachmate フ
ォルダと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。 
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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

リとそのサブディレクトリをすべて削除します。 

rm -fr .attachmate 

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 
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XDMCP を使用した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)」と表示されている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] 画面の [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てコンテキストメニューで [起動] コマンドをクリックするか、

セッション名を選択して [操作] - [起動] コマンドをクリックするか、セッション名をダブルクリック

することで、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。 
 

3 章  
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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。 

このアイデア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。 
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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。 

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、起動します。 

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、以前に作成したサーバ定義を選択します。 

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。 
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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。 

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

てコンテキストメニューで [起動] コマンドをクリックするか、セッション名を選択して [操作] - 
[起動] コマンドをクリックするか、セッション名をダブルクリックすることで、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鍵が追加され、このプロンプトは表示さ

れなくなります。 

このアイデア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)) ユーザ用に管理者が作成した公
開セッション定義 『95ページ 』が表示される場合もあります。 

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。 

 [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
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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 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。 

• 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。 

• (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。 

• 実行中のセッションの場合、そのセッションの [セッションの状況] と設定のみを表示で

きます。セッションの構成方法は、そのセッションを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] 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。 
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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、使用可能な X マネージャコンポーネントの状況を示しています。 

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。 

 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] の下に表示される場合

があります。 

 
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。 
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アイコ

ン 
説明 

 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。 

  

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。 

  

X 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。 
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 セッションの公開定義:  

ドメイン 『94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。 

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 『95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 データベースに保存されます。 
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Reflection X のセッションプロセス 
Reflection X Advantage では、従来の X サーバが別々の協調プロセス (クライアントコネクタ、

プロトコルルータ、および 1 台以上の 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。これらのプロセスは、構成方法によっては 1 台以上のコンピ

ュータに分散する場合があります。 

  

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、クライアン

トコネクタから受信したプロトコルを転送します。  

X サーバ 
X サーバは、プロトコルルータからデータを受信して処理します。Reflection X には、次の 2 種類の X 
サーバがあります。 

    

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、ユーザによる入力 (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。  

  

 

4 章  



セッションの分散について 

34 

 

X マネージャの基本セッション 
既定では、X マネージャ (単体のセッションマネージャ) がインストールされます。X マネージャ

からセッションを実行すると、すべてのプロセスは最初に X マネージャワークステーションで実行

されます。データは X マネージャと X クライアントホストとの間でやり取りされ、サーバディスプ

レイは X マネージャで作成されます。(セッションを共有すると、リモートコンピュータに追加で X 
サーバディスプレイを作成できます。)リモートセッションサービスに対応しています。 

注意:単体の X マネージャが使用する定義はすべて、X マネージャワークステーション上の 
Reflection X データベースに保存されます。 

  

1. X マネージャを起動すると、ワークステーション上のデータベースからセッションの設定が取

得されます。 

2. セッションを起動すると、ワークステーション上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、クライアントコネクタが X クライアントアプリケーションと接続します。 

3. X サーバディスプレイがワークステーションに作成され、すべての X プロトコルコマンドが 2 
台のコンピュータの間でやり取りされます。 

  

 
  

 

X マネージャの分散セッション 
ネットワークで遅延 『95ページ 』の多さや帯域幅の狭さが問題となっている場合は、セッション

を分散することでパフォーマンスを上げることができます (通常は X クライアントホストが X マ
ネージャワークステーションから離れた場所にあるためです)。この構成であれば、VPN 経由で

接続している場合に XDMCP を使用して問題を解決することもできます。 

分散セッションを構成するには、リモートセッションサービスを使用します。単体の X マネージャ

からこの機能に対応するには、X クライアントホストか、このホストに高速接続している UNIX コ
ンピュータにリモートセッションサービス機能をインストールする必要があります。詳細について

は、Reflection X のヘルプの「低速ネットワークでのパフォーマンス向上」を参照してください。 

注意:単体の X マネージャが使用する定義はすべて、X マネージャワークステーション上の 
Reflection X データベースに保存されます。 

  

以下に、[リモートセッションサービス] が [遅延の多いネットワークのパフォーマンス] に設定

されている場合の、遅延の多いネットワークでのイベントのシーケンスを示します。この例では、

[リモートセッションサービス] 機能がインストールされており、X クライアントホスト上で実行され

ています。 

1. X マネージャを起動すると、ワークステーション上のデータベースからセッションの設定が取

得されます。 

2. セッションを起動すると、X クライアントホスト上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、クライアントコネクタが X クライアントアプリケーションと接続します。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、X 
クライアントホスト上にヘッドレス X サーバを作成します。  
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3. X サーバディスプレイがワークステーションに作成され、ディスプレイに必要な X プロトコル

コマンドのみが 2 台のコンピュータの間をやり取りされます。 

  

 
 

注意:遅延の多いネットワークの場合、この構成によってネットワーク上のデータ交換が短絡化さ

れ、パフォーマンスが向上します。ヘッドレス X サーバがクライアントホストで実行されていると、

ディスプレイの作成に必要のないクライアント/サーバのデータ交換がクライアントとヘッドレス X 
サーバの間で行われますが、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るため、ワーク

ステーションでの応答時間を短縮できます。また、ネットワークの帯域幅が狭い場合に、プロトコ

ルルータと X サーバディスプレイの間のプロトコルが圧縮されます。 

 

Reflection X のドメインコンポーネント 
Reflection X ドメインには通常、複数のコンピュータが含まれます。 

 

管理コンソール 
ドメイン管理者がドメインを設定して一元的に管理するために使用します。このアプ

リケーションは通常ドメインコントローラにインストールされます。また、追加のワーク

ステーションにインストールしてこれらのコンピュータからドメインを管理することもで

きます。 

  

 

X マネージャ (ドメイン接続用) 
ドメインユーザがセッションを実行、構成するために使用します。  

 
  

 

ドメインコントローラ 
ドメインコントローラは、ドメインコントローラプロセスなどの Reflection X サービス

を実行します。サービスは継続的に実行され、ドメインへのアクセス要求をリッスンし

ます。セッション情報を一元的に保存するデータベースは、ドメインコントローラにあ

ります。 

  

 

ドメインノード 
ドメインノードは Reflection X サービスを実行してリモートセッションサービスに対

応します。ドメインコントローラはドメインノードとして機能することができます。また、

(ドメインコントローラの機能なしで) Reflection X サービスをインストールして追加ノ

ードを作成し、rxsconfig ユーティリティを使用してこのノードをドメインに参加させる

こともできます。  
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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:UNIX コンピュータに Reflection X をインストールできるため、上記のドメイン

コンポーネントの一部または全部をこのホストにインストールすることができます。 

 

 

X マネージャ (ドメイン接続用) の基本セッション 
基本セッションとは、すべての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。これは、X マネージャ (ドメイン接続用) の既定の構成です ([リモートセッションサービ

ス] の設定が [なし])。この構成では、リモートセッションサービス (セッションのサスペンド/再開

の機能や、低速ネットワークでのパフォーマンス向上など) は使用できません。この構成は、事前

定義された公開セッション定義をユーザに提供するドメイン管理者の機能に対応していません。

また、ユーザは自分の個人用セッションを構成して実行できます。  

注意:X マネージャ (ドメイン接続用) が使用する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 Reflection X データベースに保存され、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。  

これは、[リモートセッションサービス] が [なし] に設定されている場合のイベントのシーケンス

です。 

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。 
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X マネージャ (ドメイン接続用) の分散セッション 
リモートセッションサービスを使用する Reflection X セッションは、基本セッションと比べて、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やパフォーマンス向上など

の点で優れています。 

以下の [リモートセッションサービス] オプションではすべて、分散セッションが作成されます。

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、リモ

ート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、セッションから退去するか、X マネージャ (ドメイン接続用) を閉じ

た場合にのみ、ドメインノード上に作成されます。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。 

注意:この構成では、すべての公開定義と個人用定義が、ドメインコントローラの Reflection X 
データベースに保存されます。  

[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サンプルシーケンスを以下に示します。  

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、ドメインノードにセッションプロセス (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。 
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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、この構成によってネットワーク上のデータ交換が短絡化さ

れ、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るため、ワークステーションでの応

答時間を短縮できます。 

リモートワークステーション通信時の圧縮 

帯域幅が狭いネットワークで接続している場合、プロトコルの圧縮によってパフォーマンスを向上

させることができます。Reflection X は、狭い帯域幅を検出するとリモート X サーバへのプロト

コルを自動的に圧縮するよう、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際に、狭い帯域幅が検出されると、

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) が自動的に

圧縮されます。 
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Reflection X ドメインの使用 

この章の内容 

ドメインコンポーネントの設定 39 

ドメインの認証 45 

サンプルドメインの構成 49 

 

 

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、さまざまな方法とオプションコンポーネントで設定できます。サンプル

ドメインの構成を確認するには、「サンプルドメインの構成 『49ページ 』」を参照してください。  

 

 

ドメインコンポーネントの設定 
ドメインコントローラの設定、Reflection X サービスの開始と停止、管理者とユーザのワークステ

ーションの設定、ドメインノードの設定と削除、およびセッションの継続とパフォーマンスの管理を

行うには、このセクションの情報を使用します。  

 

ドメインコントローラの設定 
Reflection X ドメインごとに、ドメインコントローラが 1 つ必要です。対応しているすべてのプラッ

トフォームでドメインコントローラを実行できます。 

Reflection X ドメインコントローラを設定するには 

1 次の機能をインストールします。 

X 管理コンソール 

ドメインサービス (ドメインコントローラ機能を含む) 
  

注意:ドメインコントローラを実行するよう構成されている Reflection X サービスが自動的に開始

されます。  

  

ドメインの管理者のアカウントを作成するには、X 管理コンソールを使用してドメインにログインし

ます。 

ドメインに初めてログオンするには 

1 ドメインコントローラから X 管理コンソールを起動します。 

ドメインのログオンダイアログボックスが表示されます。 

2 ドメインにログオンするには、次の情報を入力します。 

5 章  
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• [ユーザ名] と [パスワード] には、このコンピュータ (ドメインコントローラを実行するコ

ンピュータ) にログオンできる任意のユーザを指定します。最初のログインで指定する

名前が、既定のドメイン管理者になります。  

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

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になります。 

注意: 
 
Windows システムでは、最初のドメインユーザは、Reflection X をインストールするユーザと同

じ Windows ドメインのメンバのユーザである必要があります。 
 
UNIX システムでは、ユーザ認証に既定で PAM 認証が使用されます。 UNIX システムによっ

ては、pam_securetty モジュールが既定で構成されており、ユーザがセキュア tty でログインし

ている場合にのみルートログインが許可される場合があります。このようなシステムでは、ルート

の資格情報を使用して Reflection X ドメインにログオンすることはできません。 

3 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。  

  

 

Reflection X サービスの起動または停止 
Reflection X サービス (RXS) は、インストールした時、およびコンピュータの再起動時に自動的

に起動されます。ただし、トラブルシューティング手順の一環として、サービスの停止または再起

動が必要な場合があります。 

注意:X マネージャ (ドメイン接続用) や管理コンソールが開いている場合は、Reflection X サー

ビスを停止または再起動する前にログオフしておく必要があります。 

Reflection X サービスを起動、停止、または再起動するには 

システム 手順 

Windows Windows サービスの管理コンソールを開きます。([コントロールパネル] の 
[管理ツール] - [サービス] に移動します。)サービスを起動、停止、または再

起動するには Attachmate Reflection X Service を選択します。 

UNIX および 
Linux 

コマンドラインから rxs コマンドを使用することにより、init.d システムを介し

てサービスを起動、停止、または再起動できます。例:  

/etc/init.d/rxs start  

/etc/init.d/rxs stop 

/etc/init.d/rxs restart  

init.d のパスは、オペレーティングシステムによって異なります。 

 

  既定:/etc/init.d 

HP-UX:/sbin/init.d 

Red Hat:/etc/rc.d/init.d 

 

AIX AIX では、次のコマンドのうちの 1 つを入力することで、System Resource 
Controller を介してサービスを起動または停止できます。  
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startsrc -s rxs 

stopsrc -s rxs  

サービスを再起動するには、停止コマンドを入力した後に起動コマンドを入力

する必要があります。 

Mac サービスを起動、停止、再起動するには、端末ウィンドウを開いて次のコマンド

のうちの 1 つを入力します。 

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

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

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

 

 

 

管理者用ワークステーションの設定 
Reflection X ドメイン管理者のワークステーションを、ドメインコントローラやドメインコントローラ

にアクセスできるコンピュータにすることができます。  

管理者のワークステーションを設定するには 

1 次の機能をインストールします。 

X 管理コンソール 

X マネージャ (ドメイン接続用) 

2 X 管理コンソール にログオンするには、ドメイン管理者のユーザ名とパスワードを入力しま

す。この管理者アカウントの作成方法については、「ドメインコントローラの設定」 『39ペー

ジ 』を参照してください。 
  

注意:X マネージャ (ドメイン接続用) へのアクセスは、ドメイン用に構成された認証システムによ

って制御されます。詳細については、「ドメインの認証」 『45ページ 』を参照してください。 

 

ドメインノードの設定 
Reflection X ドメインへのノードの追加はオプションです。ノードは通常、以下の一方または両方

に対応するよう構成されています。 

 リモート X クライアントホストのノード、またはその近くのノードでセッションを実行し、低速ネ

ットワークでのパフォーマンスを上げる。 

 (多くのユーザでリモートセッションサービスが必要な場合に) 複数のノードでセッションを実

行して負荷分散を行う。 

Reflection X ドメインにノードを追加するには、ノードとして追加するコンピュータに Reflection X 
サービスをインストールし、rxsconfig ユーティリティを使用して、Reflection X ドメインにこのコン

ピュータを参加させます。X 管理コンソールを使用して、コンピュータがノードとして追加されたこ

とを確認し、オプションでこのノードの設定を変更します。  

設定をはじめる前に 

 ドメインコントローラを設定します 『39ページ 』。  

 ドメインコントローラを実行するコンピュータの名前を確認します (これは自分の Reflection 
X ドメインのドメイン名と、Reflection X ドメイン管理者のユーザ名とパスワードです)。  

 ノードとして追加するコンピュータの管理者 (またはルート) の資格情報を取得します。 
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ドメインノードを設定するには 

1 管理者 (またはルート) アカウントを使用して、ノードとして指定するコンピュータにログオン

します。 

2 Reflection X インストーラを実行し、(ドメインコントローラ機能を含まない) ドメインサービ

スという機能を選択します。 

注意:対応しているすべてのプラットフォームにノードを作成できます。インストーラのダウンロード

と起動については、「Reflection X Advantage の Windows へのインストール」 『11ページ 』、
「UNIX へのインストール」 『14ページ 』、または「Mac へのインストール」 『15ページ 』を参照

してください。 

3 コマンドプロンプトウィンドウ (Windows の場合) または端末ウィンドウ (UNIX または Mac 
の場合) を開いて、次のコマンドを実行します。ここで、「domainname」は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。 

rxsconfig join domainname 
 

注意:UNIX システムでは、rxsconfig の完全パス情報を含めます。既定のインストール場所

は、この例にある /op: 

/opt/rxadvantage/rxsconfig join domainname です。 
 

4 管理者の資格情報を求められます。Reflection X のドメイン管理者のユーザ名とパスワード

を入力します。ノードが作成されたことを示すメッセージが表示されます。この例では、ノード

は既定のポート 22001 を使用しています。 

C:\>rxsconfig join domainname 
Initializing crypto library... 
Performing the join... 
Administrative user for domain: joe 
Password: 
Created node 0.0.0.0:22001 for domain domainname. 
 

5 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、ドメイン管

理者の資格情報を使用してログオンします。[ドメインの構成] サイドタブをクリックします。 

[登録済みのノード] の下に作成したノードが表示されます。  

6 (オプション) このノードの [ノードの詳細] を編集します。 

注意:[ドメインに参加する] の設定は既定で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。 

7 (オプション) 複数のノードを追加している場合は、[負荷分散] スキームを選択します。  
  

注意:ドメインコントローラがドメインノードとして機能するよう構成することができます。この構成を

行うには、上記の手順を (手順 2 を除いて) 使用します。 

 

ドメインノードの削除 
ドメインからノードを削除するには、rxsconfig コマンドラインユーティリティを使用します。 

ドメインノードを削除するには 

1 管理者 (またはルート) アカウントを使用して、現在 Reflection X ドメインノードとなるように

構成されているコンピュータにログオンします。 
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2 DOS ウィンドウ (Windows の場合) または端末ウィンドウ (UNIX または Mac の場合) を
開いて、次のコマンドを実行します。ここで、「domainname」は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。 

rxsconfig leave domainname 

注意:UNIX システムでは、rxsconfig の完全パス情報を含めます。既定のインストール場所

は以下のとおりです。 

/opt/rxadvantage/rxsconfig leave domainname 
 

3 ドメインの管理者の資格情報を求められます。Reflection X のドメイン管理者のユーザ名と

パスワードを入力します。ノードが削除されたことを示すメッセージが表示されます。  
  

注意:X 管理コンソールの [ドメインの構成] タブ内の [登録済みのノード] の一覧から、ドメイン

ノードを削除できます。ドメインノードを削除するとそのノードはドメイン内のコンピュータで使用で

きなくなりますが、この変更はドメインノードの構成には影響しません。そのコンピュータでは、

Reflection X サービスが引き続き実行され、ドメインノードの作成時に指定したポートをリッスン

します。rxsconfig を使用すると、リスニングプロセスが停止します。 

 

ユーザワークステーションの設定 
ドメインモードでセッションを実行するには、X マネージャ (ドメイン接続用) をインストールしてド

メインにログオンします。 

ユーザワークステーションを設定するには 

1 次の機能をインストールします。 

X マネージャ (ドメイン接続用) 

2 X マネージャ (ドメイン接続用) を起動します。 

ドメインのログオンダイアログボックスが表示されます。 

3 Reflection X ドメインにログオンします。 

• [ユーザ名] と[パスワード] に資格情報を入力して、Reflection X ドメインにログオンし

ます。ドメインが既定の認証オプション (Windows システムでは Windows 認証、UNIX 
システムでは PAM 認証) を使用するように構成されている場合は、コンピュータにロ

グオンするときと同じ資格情報を使用してログオンすることができます。 

• [ドメイン]に Reflection X ドメイン名を入力します(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)。 
  

注意:このドメイン内で作成されたすべての公開セッション定義に、X マネージャ (ドメイン接続用) 
からアクセスできます。また、他のユーザには表示されない自分の個人用セッション定義を構成

することもできます。セッション定義の情報はすべて、ドメインデータベース内のドメインコントロー

ラに保存されます。 
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セッション保持とパフォーマンスの管理 
ドメインモードで実行中の場合、Reflection X リモートセッションサービスを使用して、複数のネッ

トワークでセッション保持とパフォーマンスの向上を実現することができます。リモートセッションサ

ービスは、X マネージャ (ドメイン接続用) または管理コンソールからセッションベースごとに構成

されます。これらの設定によって、セッションをメモリに保持する時間と場所を指定します。  

注意:  

 既定の [リモートセッションサービス] 設定は [なし] です。他のリモートセッションサービス

を使用するには、ドメインノードが 1 つ以上使用できる状態でドメインに接続する必要があ

ります。 ドメインの設定情報、およびここで説明するオプションに関する追加情報について

は、「Reflection X ドメインの概要」 『49ページ 』を参照してください。 

 X マネージャ (ドメイン接続用) を終了すると、現在動作中のセッションは、停止するか、サ

スペンドされたセッションとして動作し続けます。この際の動作は、[リモートセッションサー

ビス] の設定、[X マネージャを終了した時の操作] の設定、および X マネージャ (ドメイ
ン接続用) を終了する前にセッションから抜けるかどうかによって異なります。例えば、[リモ
ートセッションサービス] が [セッションのサスペンド/再開]、[X マネージャを終了した時

の操作] が [すべてのセッションを停止する] である場合に、セッションウィンドウを開いた

まま X マネージャ (ドメイン接続用) を終了すると、Reflection X が自動的にセッションを停

止します。[X マネージャを終了したときの操作] が [可能な場合はセッションから抜け

る] である場合に、セッションウィンドウを開いたまま、またはセッションがサスペンドされた

状態で X マネージャ (ドメイン接続用) を終了すると、セッションは、サスペンドされたセッシ

ョンとして動作し続けます。 

 

リモートセッションサービスを構成するには 

1 X マネージャ (ドメイン接続用) を起動します。 

2 セッションの定義の作成の一環として、[セッションの定義] 画面の [全般] セクションを展

開します。 

3 [リモートセッションサービス] の一覧から、以下のいずれかの設定を選択します。 

 [なし] 

(既定)このオプションを使うと、X マネージャ (ドメイン接続用)の実行中に限りセッションが使用可能

となります。X マネージャ (ドメイン接続用)を閉じるかワークステーションがシャットダウンすると、セ

ッションが終了します。 

 [セッションのサスペンド/再開] 

このオプションを使うと、X マネージャ (ドメイン接続用) を閉じた後やワークステーションをシャットダ

ウンした後でも、セッションに再接続できます。 

注意:この構成では、ワークステーションが予期せずシャットダウンした場合、セッションは保持されな

い可能性があります。 

 [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] 

このオプションを使うと、遅延の多いネットワークを介して X クライアントに接続する際のパフォーマ

ンスを改善することができます (主に、X マネージャ (ドメイン接続用) ワークステーションが X クラ

イアントのホストコンピュータから遠く離れている場合)。  

注意:この構成では、ワークステーションが予期せずシャットダウンした場合、セッションは保持されま

せん。 
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 [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うと、ワークステーションが予期せずシャットダウンした場合でも、セッションが途

切れないことが保証されます。(このオプションを使うと、遅延の多いネットワークを介して X クライア

ントに接続する際もパフォーマンスが向上します。) 

[サスペンドされたセッションを停止するまでの時間 <n> 分] を使うと、指定した時間にわたって

再参加することなくサスペンドされた場合にセッションが自動的にシャットダウンされます。この設定

は、セッションが予期しないシャットダウンによってサスペンドされた場合に加えて、ユーザが [終了

の確認] プロンプトに対して [セッションから抜ける] を選択してセッションをサスペンドした場合に

も適用されます。このオプションは、[リモートセッションサービス] が [なし] に設定されている場合

は使用できません。  

 

 

ドメインの認証 
ドメインの機能を使用するには、Reflection X ドメインにログインする必要があります。X マネー

ジャ (ドメイン接続用) と管理コンソールを起動する際に、ドメインの資格情報を求められます。

必要な資格情報は、ドメイン認証の構成方法によって異なります。 

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)。 
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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。 

 

 

ユーザ認証の構成とテスト 
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。ここでは、最初に実行する基

本手順の概要を示しています。詳細については、「ドメインの認証」 『45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テストします。 

  

UNIX システムにドメインコントローラをインストールする場合は、PAM 認証が既定で使用されま

す。UNIX コンピュータにログオンできるユーザはすべて、Reflection X ドメインにログオンできま

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。 

UNIX システムで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、任意の有効なアカウントの認証情報を UNIX コンピュータ

でテストします。  

  

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。 

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。 

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] コマンド) 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。 
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5 [認証のテスト] をクリックして資格情報をテストし、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ます。  

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、リカバリオプション 『48ページ 』を使用できます。)  

6  (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。 

 

LDAP 認証の設定 
LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) は、一般的なユーザ認証の方法であり、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。 

設定をはじめる前に 

 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。  

設定をはじめる前に 

 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。 
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4 [管理者] 列で、アカウントの管理者権限を付与する管理者を選択します。 

 

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。 

rxsconfig コマンドラインユーティリティの [recovery] オプションを使用して、ドメインのロックを解

除できます。 

rxsconfig を使用して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に、管理者 (Windows) またはルート 
(UNIX) としてログオンします。 

2 コマンドウィンドウを開きます。 

注意: Vista、Windows 7、または Windows Server 2008 で実行している場合は、管理者として

コマンドウィンドウを開く必要があります。([スタート] メニューの [アクセサリ] で、[コマンドプロ

ンプト] を右クリックして [管理者として実行] を選択します。) 

3 次のコマンドを入力します。 

rxsconfig recover 

4 サービスを再起動します 『40ページ 』。 
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5 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 

注意:リカバリコマンドを実行すると、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 ～ 3 を繰り返す必要があります。 

6 ドメインに使用する認証システムを、[認証システム] に設定します。 

7 プラス記号 ( ) をクリックして、新しい管理ユーザアカウントを追加します。 

8 新しいアカウントの [管理者] の下のチェックボックスをオンにします。 

9 [認証のテスト] をクリックし、このアカウントの名前とパスワードを入力し、[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。 

警告:最初に管理アカウントの再定義とテストを行うことなく管理コンソールを閉じないでください。

有効な管理アカウントがないと、管理コンソールに再度ログインすることができなくなるため、この

手順を最初からやり直す必要があります。 

 

 

サンプルドメインの構成 
これらのサンプル構成は、一般的な問題を解決するドメインの設定方法を示しています。  

このセクションの内容 

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 49 

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 51 

ドメインの設定:セッション構成の一元化 54 

 

 

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、ネットワーク構成が原因でリモート 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ための Reflection X ドメインの構成方法に

ついて示しています。  

注意:この構成では、Reflection X ドメインコンポーネントを使用して X マネージャ (ドメイン接続

用) から接続するためのリモートセッションサービスを提供します。また、単体の X マネージャか

ら接続できるようにリモートセッションサービスを構成することもできます。詳細については、

Reflection X のヘルプの「低速ネットワークでのパフォーマンス向上」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 『94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。多く

の X プロトコルクエリはワークステーションに送信する必要がないため、この構成ではネットワー

ク上で渡す必要のあるトラフィック量が減り、パフォーマンスが向上します。また、Reflection X は
自動的に帯域幅が狭い状態を検出し、ユーザワークステーション (1) とドメインノード (3) の間

でやり取りされるプロトコルを圧縮します。 
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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の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。 

  

ドメインコンポーネントを設定するには 

1 ドメインコントローラで次の機能をインストールします。 

X 管理コンソール 

ドメインサービス (ドメインコントローラ機能を含む) 

X マネージャ (ドメイン接続用) 

2 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。  

• [ユーザ名] と [パスワード] には、このコンピュータ (ドメインコントローラを実行するコ

ンピュータ) にログオンできる任意のユーザを指定します。最初のログインで指定する

名前が、既定のドメイン管理者になります。  

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

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になります。 
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注意: 
 
Windows システムでは、最初のドメインユーザは、Reflection X をインストールするユーザと同

じ Windows ドメインのメンバのユーザである必要があります。 
 
UNIX システムでは、ユーザ認証に既定で PAM 認証が使用されます。 UNIX システムによっ

ては、pam_securetty モジュールが既定で構成されており、ユーザがセキュア tty でログインし

ている場合にのみルートログインが許可される場合があります。このようなシステムでは、ルート

の資格情報を使用して Reflection X ドメインにログオンすることはできません。 

3 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。  

4 Reflection X ドメインのユーザ認証を構成します 『46ページ 』。 

注意:[認証システム] の既定のオプションは、ドメインコントローラを実行するオペレーティングシ

ステムに基づいて自動的に構成されます。ほとんどの場合、この既定の認証を使用できます。追

加構成は不要です。  

5 ドメインノードでドメインサービスをインストールし、rxsconfig ユーティリティを使用してこのノ

ードを自分のドメインに追加します。詳細については、「ドメインノードの設定」 『41ページ 』
を参照してください。 

6 ユーザワークステーションに X マネージャ (ドメイン接続用) をインストールします。 

セッションを構成して開始するには 

1 ドメインコントローラから X マネージャ (ドメイン接続用) を起動し、管理者の資格情報を使

用してログオンします。 

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 [リモートセッションサービス] で、[遅延の多いネットワーク

のパフォーマンス] などのサービスのレベルを選択します。 

5 セッションを開始します。 

[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。 

このアイデア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する 『54ページ 』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。 



Reflection X ドメインの使用 

52 

 

  

 

  

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。 

  

ドメインコンポーネントを設定するには 

1 会社のコンピュータで次の機能をインストールします。 

X 管理コンソール 

ドメインサービス (ドメインコントローラ機能を含む) 

X マネージャ (ドメイン接続用) 

2 会社のコンピュータで管理コンソールを起動し、Windows ドメインの資格情報を使用してロ

グオンします。[ドメイン名] に自分のコンピュータの名前を入力します。  

3 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。 このサンプル構成では、追加の認証構成は不要です。 

次の手順では、会社のコンピュータがドメインノードとして機能するよう構成します。ノードを

作成すると、X マネージャ (ドメイン接続用) を閉じた後でもドメインがサスペンドされたセッ

ションを維持できます。 

4 DOS ウィンドウを開いて、次のコマンドを入力します。 

rxsconfig join localhost 
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管理者の資格情報を求められます。このコンピュータのログオンに使用するユーザ名とパス

ワードを入力します。ノードが作成されたことを示すメッセージが表示されます。管理コンソー

ルの [ドメインノード] の下の [ドメインの構成] 画面に、自分のコンピュータが表示されま

す。 

5 自宅のコンピュータに X マネージャ (ドメイン接続用) をインストールします。 

  

会社でセッションを構成して開始するには 

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 [リモートセッ

ションサービス] 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。  

5 帰宅時に実行中のセッションを右クリックして [セッションから抜ける] コマンドをクリックしま

す。  

6 X マネージャを閉じてこのコンピュータを実行したままにしておきます。  

注意:セッション保持を有効にしてセッションを実行したままにしたため、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。 

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には 

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。 

3 実行中のセッションを右クリックして [参加] コマンドをクリックします。 

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。  

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とドメインノードが 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と同じコンピュータで実行されます。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 X 
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。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) X 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と X 管理コンソールを実行します。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) ユーザは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) セッションがリモートセッショ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。 

  

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。 
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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。 

 

  

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 ドメインコンポーネントを設定するには 

手順 2: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 3:管理コンソールを使用してセッションを公開します。  
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手順 4: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 ドメインコンポーネントを設定します。 

1 ドメインコントローラで次の機能をインストールします。 

X 管理コンソール 

ドメインサービス (ドメインコントローラ機能を含む) 

2 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。  

• [ユーザ名] と [パスワード] には、このコンピュータ (ドメインコントローラを実行するコ

ンピュータ) にログオンできる任意のユーザを指定します。最初のログインで指定する

名前が、既定のドメイン管理者になります。  

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

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になります。 

注意: 
 
Windows システムでは、最初のドメインユーザは、Reflection X をインストールするユーザと同

じ Windows ドメインのメンバのユーザである必要があります。 
 
UNIX システムでは、ユーザ認証に既定で PAM 認証が使用されます。 UNIX システムによっ

ては、pam_securetty モジュールが既定で構成されており、ユーザがセキュア tty でログインし

ている場合にのみルートログインが許可される場合があります。このようなシステムでは、ルート

の資格情報を使用して Reflection X ドメインにログオンすることはできません。 

3 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。  

4 Reflection X ドメインのユーザ認証を構成します 『46ページ 』。 

注意:[認証システム] の既定のオプションは、ドメインコントローラを実行するオペレーティングシ

ステムに基づいて自動的に構成されます。ほとんどの場合、この既定の認証を使用できます。追

加構成は不要です。  

5 管理者用ワークステーションで次の機能をインストールします。 

X 管理コンソール 

X マネージャ (ドメイン接続用) 

6 ユーザワークステーションに X マネージャ (ドメイン接続用) をインストールします。 

7 ドメインノードを使用している場合はこれらのコンピュータにドメインサービスをインストール

し、rxsconfig ユーティリティを使用して各ノードを自分のドメインに追加します。詳細につい

ては、「ドメインノードの設定」 『41ページ 』を参照してください。 

 

手順 2:セッションを構成してテストします。 

後の手順で、X マネージャ (ドメイン接続用) を使用してセッションを構成してテストします。 

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。 
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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。  

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) ドメインノードを構成済みの場合は、このセッションの任意の [リモートセッショ

ンサービス] オプションを構成できます。 

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 3: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。  

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、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 4: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。 
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Reflection X のカスタマイズおよび配布 
次のオプションは、Reflection X ソフトウェアのカスタマイズおよび配布と Reflection X セッショ

ンの一元管理に使用できます。  

ソフトウェアの配布 

Windows インストーラ 『61ページ 』と Attachmate Customization Tool 『65ページ 』 

 機能 

 一部または全部のコンポーネント (単体、ドメインモード、エミュレータ、および FTP 
クライアント) をインストールします。 

 ユーザ向けに正しいオプションでカスタマイズされたインストールを作成します。 

 インストールにファイルを追加するためのコンパニオンインストーラを作成します。 

 ショートカットを構成します。 

 カスタマイズしたインストールによって、自動的にインストールをチェーンしたり追加

プログラムを実行したりします。 
  

要件と制限 

 Windows システムにのみ配布します。 

 インストール後にソフトウェアが自動的に更新されることはありません。ユーザが追

加インストールできるようにする必要があります。 

  

  

セッションの分散 

一元化されたセッション構成に対応するには、Reflection X ドメインを設定します。 『54ページ 』 

 機能 

 ドメイン管理者は、ユーザに対してあらかじめ構成された公開セッションを提供でき

ます。 

 ユーザは、一元化されたセッションの更新を自動的に使用できます。 

 ユーザは公開セッションを使用できるほか、個人のセッションを構成して保存できま

す。 

 ドメインを設定することで、他のドメインサービス (セッションのサスペンド/再開、遅

延が多い/帯域幅が狭いネットワークでのパフォーマンス向上など) を利用できま

す。 
  

要件と制限 

 ドメインコントローラと必要なノードをインストールして構成する必要があります。  

 X マネージャ (ドメイン接続用) はユーザのワークステーションにインストールする

必要があります。 

  

Reflection for the Web 管理 WebStation を使用したセッションの分散 『77ページ 』 
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 機能 

 1 つのコンソールから、複数の Reflection 製品のセッション

を管理します。 

 X マネージャウィンドウを表示せずに X クライアントを直接起

動するセッションを構成します。 

 プロキシを SSL/TLS で暗号化する Reflection for the Web 
セキュリティプロキシサーバ経由で接続します。セキュリティプ

ロキシサーバによって、ネットワークでのホスト表示を制限する

こともできます。このため、許可されたユーザおよび LDAP グ
ループのメンバによるホストへのアクセスを制限できます。 

  

要件と制限 

 Reflection X 2011 とは別に販売、ライセンス供与される Reflection for the Web 
を持つ必要があります。  

 Reflection for the Web プロキシサーバを構成する必要があります。クライアントは 
Secure Shell を使用して接続する必要があります。また、Reflection PKI Services 
Manager をインストールして、セキュリティプロキシ証明書を検証できるように構成

する必要があります。 

 管理者とユーザのワークステーションは Windows システムである必要がありま

す。また、これらのコンピュータに X マネージャ (単体) がインストールされている

必要があります。 

 Reflection for the Web からセッションを起動するユーザは、X マネージャの設定を

保存できません。 
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Windows インストーラによる配布 

この章の内容 

基本的な配布の実行 61 

コマンドラインからのインストール 62 

高度な配布の実行 63 

管理者用インストールポイントの作成 64 

Attachmate Customization Tool 65 

トランスフォームの作成と編集 66 

コンパニオンインストールパッケージの作成 71 

Reflection X の配布 73 

Windows ワークステーションにインストールする場合は、Attachmate Installation Program 
(Setup.exe) を使用して Reflection X をインストールします。 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 Installation Program 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。  
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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。 

大規模な基本配布では、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 『64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 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。 

 

コマンドラインからのインストール 
Attachmate Installation Program のコマンドラインを使用して、配布イメージや管理者用インスト

ールイメージから Reflection X をインストールできます。また、バッチファイルにコマンドラインオ

プションを含めてインストールパラメータを事前設定し、Reflection X のインストール中のユーザ

の対話を制限することもできます。無人インストールを行うため、インストールのダイアログボック

スが表示されないようにすることもできます。 

また、コマンドラインオプションを使用して、Reflection X をユーザごとにインストールするよう準

備することもできます。通常、MSI のコマンドラインオプションはすべて Attachmate Installation 
Program のコマンドラインから使用できます。 

コマンドラインからインストールするには 

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。 

 管理者用インストールイメージを作成するには、次のように入力します。 

setup.exe /install /admin TARGETDIR=path 
  

 一般的な設定でワークステーションをインストールするには、次のように入力します。 

setup.exe /install  
  

 プログラムファイルの既定以外の場所を指定するには、INSTALLDIR を使用します。例: 

setup.exe /install INSTALLDIR=C:\path 
  

 Reflection X 2011 または Reflection Suite for X 2011 の 64 ビットのインストーラを使

用してインストールする場合は、INSTALLDIR を使用して 32 ビットのコンポーネントの場所

を指定し、INSTALLDIR64 を使用して 64 ビットのコンポーネントの場所を指定します。2 
つのパスは、同じ場合と異なる場合があります。例: 

setup.exe /install INSTALLDIR=C:\path INSTALLDIR64=C:\path 
 

注意:インストールをカスタマイズするためのコマンドラインオプションの一覧を表示するには、

setup.exe ファイルのあるディレクトリに移動し、以下のように入力します。 

setup.exe /? 

  

MSI を使用して直接インストールするには 

 コマンドプロンプトまたは、[スタート] - [ファイル名を指定して実行] コマンドで、msi ファイル

のあるディレクトリに移動して、以下のように入力します。 
msiexec.exe /i installation_file_name.msi 
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注意: 

 MSI から直接 Reflection X をインストールする場合は、Reflection X をインストールする

前に、前提条件の Microsoft .NET Framework Runtime ソフトウェアがユーザのワークス

テーションにインストールされていることを確認してください。MSI でこの前提条件のソフトウ

ェアが検出されない場合は、インストールが完了しません。 

 setup.exe を実行すると、以前のバージョンの Reflection が削除されます。これは必要な

手順です。したがって、管理者が Reflection 2008 の .msi ファイルを直接配布する場合

は、Reflection を手動でアンインストールする必要があります。詳細は、技術ノート 2218 
『http://support.attachmate.com/techdocs/2218.html参照 』 を参照してください。 

 Attachmate Reflection 2008 Release 2 を MSI から直接インストールし、ユーザが 
Microsoft VBA マクロを実行または開発できるようにしたい場合は、Microsoft VBA 6.5 を
直接インストールする必要があります。(配布メディアの前提条件フォルダにある主要な言語

固有の MSI を使用します。) 

 

 

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. 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 『64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。 

• 標準 MSI トランスフォームを作成して 『66ページ 』プライマリインストーラデータベー

スを変更します。 

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。 

または 

• ワークステーションで作成したカスタムファイルを含むコンパニオンインストールパッケー
ジを作成します 『71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。 

3. インストールのテストを行います。 

4. 作成したトランスフォームと個別の 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、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。 

 

http://support.attachmate.com/techdocs/2218.html
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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 の管理者用インストールイメージをインストールします。管理者用インストールイメ

ージは、DVD 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。管理者用イ

ンストールイメージには、カスタム設定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者用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

ドラインから管理者用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、管理者用インストールイメージに使用するネットワーク共有へ移動し

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。 

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。 
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Attachmate Customization Tool 
Attachmate Customization Tool は、プライマリインストールのカスタム変更に対応する 
Attachmate Installation Program (setup.exe) の特別なモードであり、限定的な配布機能がいく

つか含まれています。これらの機能は簡単なユーザインタフェースから実行することができ、追加

のソフトウェアパッケージやトレーニングは不要です。 

トランスフォームやコンパニオンインストーラパッケージを作成するには、Attachmate 
Customization Tool を使用します。カスタム設定の種類ごとに独自の構成パネルのセットがあり、

[カスタム設定の選択] パネルの選択内容によって表示内容が変わります。 

 

Attachmate Customization Tool を開く 

Attachmate Customization Tool 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。 

Attachmate Customization Tool を開くには 

  次のいずれかを実行します。 

 コマンドラインで、管理者用インストールポイントに変更して次のように入力します。 
setup.exe /admin 

または 

 ACT のショートカットを設定 『65ページ 』済みの場合は、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が表示され、開くモードを選択するよう求められま

す。 

注意:現在 Attachmate Installation Program を実行中の場合は、Attachmate Customization 
Tool 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、同時に 1 個しか

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。 

¥¥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。 
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カスタム設定の種類の選択 

Attachmate Customization Tool 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 
Attachmate Customization Tool 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、Attachmate Customization Tool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、[ユーザインタフェース] パ
ネルで [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、Attachmate 
Customization Tool 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。 

 

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) 

http://support.attachmate.com/techdocs/2369.html


Windows インストーラによる配布 

67 

 

 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 Reflection をインストールしたワークステーションで、デスクトップショートカット 『65ペー

ジ 』から Attachmate カスタム設定ツールを開きます。または、次のようにコマンドラインか

ら開きます。  

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 Reflection をインストールしたワークステーションで、デスクトップショートカット 『65ペー

ジ 』から Attachmate カスタム設定ツールを開きます。または、次のようにコマンドラインか

ら開きます。  

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。 

 

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。 

注意:このインストールを「変更」する方法は、Setup.exe によって実行されるインストールにのみ

適用されます。MSI コマンドラインの方法によるインストールには適用されません。  
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インストールまたはプログラムを連結するには 

1 Reflection をインストールしたワークステーションで、デスクトップショートカット 『65ペー

ジ 』から Attachmate カスタム設定ツールを開きます。または、次のようにコマンドラインか

ら開きます。  

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 Attachmate カスタム設定ツールのナビゲーション画面で、[ユーザインタフェース] を選択

し、[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。 

4 Attachmate Customization Tool 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。 

5 [追加] をクリックします。 

[プログラムエントリの追加と変更] ダイアログボックスが開きます。 

6 [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 

7 [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 

8 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。 

9 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。 

10 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 Reflection をインストールしたワークステーションで、デスクトップショートカット 『65ペー

ジ 』から Attachmate カスタム設定ツールを開きます。または、次のようにコマンドラインか

ら開きます。  

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、次のいずれかを行います。 
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• [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] をオンにします。 

• [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
選択し [開く] ダイアログボックスで、MSI ファイルを選択します。 

3 Attachmate Customization Tool 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 Reflection をインストールしたワークステーションで、デスクトップショートカット 『65ペー

ジ 』から Attachmate カスタム設定ツールを開きます。または、次のようにコマンドラインか

ら開きます。  

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 Attachmate Customization Tool 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 
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(「[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。 

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。 

 

 

インストールにトランスフォームを適用する 

Reflection X のインストール方法をカスタマイズするためにトランスフォームを作成してある場合

は、プライマリインストールでトランスフォームを配布する必要があります。トランスフォームは、

setup.exe で開始するインストールや、(多くの配布ツールが使用する) コマンドラインからのイ

ンストールで使用できます。インストーラがトランスフォームを適用できるのは、インストールの間

だけです。 

setup.exe で開始するインストールにトランスフォームを追加するには 

1 Reflection をインストール済みのワークステーションで、デスクトップのショートカット (ショー

トカットがページに表示されるよう設定してある場合)、または次のコマンドラインから、

Attachmate 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 [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] を選択し、[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の作成時に選択した場所

を参照し、トランスフォーム (.mst) ファイルを選択します。  

4 [ユーザインタフェース] パネルで、[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、Attachmate カスタム設定ツール

が次の行を自動的に SETUP.INI ファイルの [Setup] セクションに追加して SETUP.INI 
ファイルを更新し、Reflection のインストールにトランスフォームを適用します。  

CustomTransform=<your_transform.mst> 

5 [ファイル] - [保存] コマンドをクリックします。([保存] コマンドがグレイ表示されている場合

は、[終了] コマンドをクリックするとファイルの保存を求められます。)   

これで、トランスフォームが setup.exe ファイル経由でエンドユーザに配布できるようにな

りました。(ユーザは setup.exe を実行できます。または、setup.exe ファイルをスクリプ

トから呼び出したり、コマンドラインから開始したりすることができます。)  

setup.exe のコマンドラインからのインストールにトランスフォームを追加するには 

 コマンドラインからのインストールにトランスフォームを追加することもできます。以下のコマ

ンドライン構文を使用します。  

<path_to_setup>\setup.exe /install TRANSFORMS=transform.mst 
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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__に対応している環境においてインスト

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 Reflection をインストールしたワークステーションで、デスクトップショートカット 『65ペー

ジ 』から Attachmate カスタム設定ツールを開きます。または、次のようにコマンドラインか

ら開きます。  

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。  

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 コンパニオン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。 
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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。 

 

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 Reflection をインストールしたワークステーションで、デスクトップショートカット 『65ペー

ジ 』から Attachmate カスタム設定ツールを開きます。または、次のようにコマンドラインか

ら開きます。  

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。 
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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 Reflection をインストールしたワークステーションで、デスクトップショートカット 『65ペー

ジ 』から Attachmate カスタム設定ツールを開きます。または、次のようにコマンドラインか

ら開きます。  

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。 

[プログラムエントリの追加と変更] 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、以下のどの方法でも、管理者用インストールから Reflection X を配布

できます。 

 Active Directory による割り当てと公開 『74ページ 』 

 Systems Management Server による配布 『74ページ 』 

 コマンドラインからのサイレントインストールの実行 

 

Active Directory による割り当てと公開 

Microsoft Active Directory を使用して、製品のインストールを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 グループ」を参照してく

ださい。 

Active Directory を使用してインストールするには 

1 [Active Directory ユーザーとコンピューター] コンソールでトランスフォームを適切に変更

し、製品をインストールすることを Active Directory の所属ユニットのメンバにアドバタイズし

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

生じた場合は、最初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。 

 

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。 
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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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管理 WebStation を使用したセッションの分散 

この章の内容 

管理 WebStation を使用したセッションの構成 77 

Reflection for the Web セキュリティプロキシ 78 

管理 WebStation モード 78 

WebStation ユーザモード 79 

設定の保存 (管理 WebStation モード) 79 

設定の破棄 (WebStation ユーザモード) 80 

 

 

Reflection for the Web をインストール済みで、Reflection 管理サーバを構成済みの場合は、

Reflection 管理 WebStation を使用して Reflection X Advantage セッションを管理することが

できます。Attachmate 技術サポートで、この機能を使用するための適切なバージョンの 
Reflection for the Web 2011 があることを確認してください。   

以上の条件に適合すれば、プロキシを SSL/TLS で暗号化する Reflection for the Web セキュ

リティプロキシサーバ経由で接続できます。このプロキシサーバによって、ネットワークでのホスト

表示を制限することもできます。このため、許可されたユーザおよび LDAP グループのメンバに

よるホストへのアクセスを制限できます。 

 

 

管理 WebStation を使用したセッションの構成 
設定をはじめる前に 

 管理者とユーザのコンピュータに X マネージャ (単体) をインストールします。これらのコン

ピュータは Windows システムである必要があります。 

 Reflection for the Web のマニュアルに記載されている方法に従って、Reflection 管理サ

ーバを Web サーバにインストールします。  

 Reflection 管理サーバの管理者用の資格情報を持っていることを確認します。  

管理 WebStation でセッションを配布するには  

1 PKI Services Manager をインストールして、次の方法で Reflection for the Web セキュリ

ティプロキシのトークン証明書を検証するよう構成します。  

• 認証機関 (CA) からセキュリティプロキシの証明書を取得済みの場合は、CA の証明

書を PKI Services Manager の信頼されているルートストアに追加します。  

• プロキシの既定の自己署名証明書を使用している場合は、この証明書を PKI Services 
Manager の信頼されているルートストアに追加します。既定の証明書のコピーを取得

するには、セキュリティプロキシウィザードを起動し、[セキュリティプロキシ証明書] - [エ
クスポート] コマンドを選択します。 

注意:セキュリティプロキシ証明書の検証に、識別情報のマッピングは不要です。 

2 Web ブラウザで管理者として Reflection for the Web を起動し、[管理 WebStation] をク

リックします。  

8 章  
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3 管理 WebStation のナビゲーション画面で、[セッションマネージャ] を選択します。  

4 セッションマネージャで、[追加] をクリックして [新規セッションの追加] ページを開きます。  

5 [新規セッションの追加] ページで [X Advantage] を選択し、セッション名を入力して [続
行] をクリックします。  

6 既定では、[タスクバーの通知領域で X マネージャを起動する] がオンになっています。

このオプションの場合 (推奨)、X クライアントはユーザのデスクトップから起動され、X マネ

ージャはユーザのマシンのバックグラウンドで実行されます。ユーザに対しては、起動時に

開くように構成されているクライアントのみが表示されます。 

7 [X マネージャのユーザ設定] で、[FIPS モード] を選択します。このチェックボックスをオ

ンにして FIPS を有効にします。これにより、そのセッションに対してアメリカ合衆国政府の

連邦情報処理標準 (FIPS) 140-2 が施行されます。  

8 管理 WebStation で確認したいコメントを追加します。   

9 [起動] をクリックします。この結果、X マネージャが管理 WebStation モード 『78ページ 』
で起動します。 

10 セッションを構成して、エンドユーザが使用できるようにしたいクライアントを追加します。  

11 [Secure Shell の詳細設定] ダイアログボックスの [プロキシ] タブを使用して、各クライア

ントのセキュリティプロキシオプションを構成します。   

12 [ツール] - [Secure Shell ホスト鍵] - [PKI 構成] コマンドを選択します。  

• [PKI サーバ] で、PKI Services Manager を実行するコンピュータの名前を入力しま

す。 

• [ダウンロード鍵] をクリックし、[はい] をクリックして鍵を受け入れます。 

13 接続をテストします。[不明なホスト鍵] プロンプトに対して、[常時] をクリックします。この結

果、Web サーバに保存する構成内の既知のホスト一覧に鍵が追加されるため、プロンプト

は表示されなくなります。  

注意:[常時] を選択してホスト鍵を保存するオプションは、WebStation のユーザモードで実行さ

れているセッションでは使用できません。 

14 [ファイル] - [終了] コマンドを選択します。[保存/終了] をクリックしてセッションを閉じ、

Reflection for the Web 管理 WebStation に構成を保存します。 

15 Reflection for the Web 管理 WebStation から、ユーザのアクセスをマッピングします。 

 

Reflection for the Web セキュリティプロキシ 
管理 WebStation でセッションを分散するには、Reflection X セッションが Reflection for the 
Web セキュリティプロキシサーバ経由で接続されるように構成する必要があります。セキュリティ

プロキシサーバの設定については、Reflection for the Web のマニュアルを参照してください。こ

のサーバはプロキシを SSL/TLS で暗号化し、管理者が許可したユーザおよび LDAP グループ

のメンバに対して、ホストへのネットワークアクセスを制限します。  

 

管理 WebStation モード 
Reflection for the Web 管理 WebStation から Reflection X を起動すると、タイトルバーに X 
マネージャ - 管理 WebStation モード と表示されます。 

セッションとサーバの設定を編集して、ユーザ用の X クライアントを追加できます。  

X マネージャをこのモードで起動した場合、次のような操作上の制限があります。 

 1 つのセッションしか使用できません。セッションには複数のクライアントを含めることができ

ます。 
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 ユーザが使用できるよう、クライアントを作成することができます。ユーザは保存されている

クライアント設定を変更できません。また、新しいクライアントを保存することもできません。  

 XDMCP は [最初かリセットされたセッションでの操作] のオプションとして対応していませ

ん。 

 クライアントが使用できる接続方法は SSH だけです。セキュリティプロキシサーバは、クラ

イアントごとに構成する必要があります。 

 セッション、サーバ、クライアントへの変更は、X マネージャを終了するまでは保存されませ

ん。  

 X マネージャを閉じると、設定を保存するよう求められます。[ファイル] - [終了] コマンドを

クリックし、[設定の保存] ダイアログボックスの [保存/終了] をクリックします。この結果、

Reflection for the Web 管理サーバの設定が保存されます。セッションを作成した直後の場

合は、管理 WebStation で、セッションをマッピングしてユーザが使用できるようにするよう

求められます。  

 FIPS モードは変更できません。FIPS の設定は、セッションが管理 WebStation に配布さ

れるときに構成されます。  

注意:Reflection Administrator の FIPS 構成オプションが不明な場合は、適切なアップグレード

について技術サポートにお問い合わせください。   

 

WebStation ユーザモード 
Reflection for the Web 管理サーバのリンク一覧からセッションを起動した後に X マネージャを

開くと、タイトルバーに X マネージャ - WebStation ユーザモードと表示されます。  

 X マネージャセッションをこのモードで起動すると、管理者が作成した (1 つ以上のクライア

ントが含まれる可能性がある) セッションにアクセスできます。   

 X マネージャセッションにクライアントを追加することはできますが、クライアントはセッション

の一部としては保存されず、次回にセッションをリンク一覧から起動しても使用できません。

ただし、後で使用するためにクライアントをエクスポートすることはできます。  

 管理者のセッション構成方法によって、クライアントが自動的に起動したり、必要に応じてユ

ーザが起動したりする場合があります。クライアントを手動で起動するには、X マネージャの

クライアント定義を右クリックして [起動] コマンドを選択します。X マネージャがタスクバー

の通知領域で実行されている場合 (既定)、クライアントを手動で起動するには、[X マネー

ジャの表示] タスクバーオプションを選択する必要があります。 

 

設定の保存 (管理 WebStation モード) 
Reflection for the Web 管理 WebStation から Reflection X セッションを起動すると、X マネ

ージャが管理 WebStation モードで開きます。このセッションを構成して、クライアントを追加でき

ます。 

  保存/終了 このセッションへの変更が保存されます。管理 WebStation でセッション

へのアクセスをマッピングすると、ユーザは Reflection for the Web リン
ク一覧からセッションを選択して使用できるようになります。  

  破棄 このセッション内での変更が破棄されます。 

  キャンセル セッションを終了せずにセッションに戻ります。  
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設定の破棄 (WebStation ユーザモード) 
Reflection for the Web 管理サーバのリンク一覧から Reflection X セッションを起動すると、管

理者がこのセッション用に作成したクライアントを使用できます。ユーザモードで X マネージャを

開いた場合、クライアントは追加できますが、このクライアントは次回にセッションをリンク一覧か

ら起動しても使用できません。セッションを再度開いた時にインポートできるようにクライアントを

残したい場合は、クライアントをエクスポートできます。  

[破棄] コマンドをクリックして X マネージャを終了します。変更は保存されません。変更をエクス

ポートして保存したい場合は、[キャンセル] コマンドをクリックしてセッションを終了せずにセッシ

ョンに戻り、[ファイル] - [エクスポート] コマンドを選択します。 
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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 82 

UNIX での PKI Services Manager の設定 85 

Reflection X を構成して PKI Services Manager に接続する 88 

 

 

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 for the Web 管理 WebStation を使用して接続を構成する場合は、Reflection 
PKI Services Manager が必要です。これらの接続では、PKI Services Manager がセキュリ

ティプロキシの証明書を検証します。 

 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 PKI Services Manager アドレスとポートが 1 つ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 に到達不能であったりサ

ーバが実行されていなかったりすると、証明書を使用するすべての認証試行が失敗します。

負荷分散とフェイルオーバーを提供するには、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、ホスト認証のために証明書を 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。 
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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 Attachmate Installation Program (Setup.exe) を起動します。ダウンロードサイトからイン

ストールする場合は、このプログラムを以下の手順で起動します。 

a) 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。 

b) インストーラファイルの場所を選択して、[次へ] をクリックします。指定した場所にファイ

ルが展開され、Attachmate Installation Program が起動します。 

3 [詳細設定] タブは既定の設定のままにしておきます。(管理者用インストールイメージを作

成しても製品が実際にインストールされるわけではなく、インストールファイルがネットワーク

上の場所に置かれ、後で複数のワークステーションにインストールされます。) 

4 サービスを起動します 『85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 が証明書を検証できるようにするには、既定の構成を編

集してファイルをマッピング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 [プログラムと機能](または [プログラムの追加と削除]) コントロールパネル

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 『82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 

• [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。 

• [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 『85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])。 

 

Windows での PKI Services Manager サービスの 
起動と停止 

注意:Windows を再起動すると、PKI Services Manager サービスが自動的に起動します。  

サービスを起動するには 

 PKI Services Manager のコンソールで、[Server] (サーバ) - [Start] (開始) コマンドをクリ

ックします。 

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 を選択して [開始] コマンドをクリックしま

す。 
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サービスを停止するには 

 PKI Services Manager のコンソールで、[Server] (サーバ) - [Stop] (停止) コマンドをクリ

ックします。 

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 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 を選択して [停止] コマンドをクリックしま

す。 

サービスの状況を確認するには 

 PKI Services Manager コンソールを起動して、コンソールウィンドウの一番下にある状況の

行で状況に関する情報を探します。 

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 の状況を表示します。 

 
 

UNIX での PKI Services Manager の設定 
UNIX で PKI Services Manager をインストール、アンインストール、および構成するにはこの情

報を使用します。  

 

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。 

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_1.2.0.999-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 
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この結果、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_1.2.0.999--i386-solaris/ 

5 このディレクトリに変更します。例: 

cd pkid_1.2.0.999-i386-solaris 

6 インストールスクリプトを実行します。 

./install.sh 

7 インストール場所の指定を求められます。既定の場所から変更しない (推奨) 場合は、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によって自動的にサービスが起動されます。 

 Reflection PKI Services Manager が証明書を検証できるようにするには、既定の構成を編

集してファイルをマッピング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

ォルダ中の bin ディレクトリにインストールされます。既定のパスは次のとおりです。 

/opt/attachmate/pkid/bin/uninstall.sh 
 

注意: アンインストールスクリプトによって、既存の構成ディレクトリ 
(/opt/attachmate/pkid/config/ 既定) の名前が、現在の日付と時刻に基づいた名前を

使用して変更されます。例えば、config.20110101143755 のようになります。local-store 
ディレクトリと、このディレクトリに追加した証明書は、変更されずに残ります。 

 

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。 

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 『85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。 
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/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。 

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 
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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 

 

Reflection X を構成して PKI Services Manager に接続
する 

Reflection X がホスト証明書を確認するには、Reflection PKI Services Manager に接続する必

要があります。この接続の構成手順は、実行しているモード (単体モードまたはドメインモード) 
によって異なります。  

 単体モードでは、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コンピュータごとに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、一度にすべてのドメインユーザの接続を構成することがで

きます。接続情報は、ホスト証明書の認証を必要とする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。 

X マネージャ を構成して PKI Services Manager と接続するには 

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] で、PKI Services Manager を実行するコンピュータのホスト名または IP ア
ドレスを入力します。(X マネージャと PKI Services Manager を同じコンピュータで実行して

いる場合は、localhost 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 [ダウンロード鍵] をクリックします。この操作によって指定した PKI サーバから公開鍵が

取得され、この識別情報を確認するためのダイアログボックスが表示されます。提示された

指紋を実際の PKI Services Manager 鍵と比較するには、PKI サーバで PKI Services 
Manager コンソールを開き、[ユーティリティ] - [公開鍵の表示] コマンドを選択します。 

[はい] をクリックして鍵を受け入れると、鍵が Reflection X データベースにインポートされ

ます。 
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X マネージャ (ドメイン接続用) を構成して PKI Services Manager と接続するには 

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] で、PKI Services Manager を実行するコンピュータのホスト名または IP ア
ドレスを入力します。(Reflection X ドメインコントローラと PKI Services Manager を同じコ

ンピュータで実行している場合は、localhost 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 [ダウンロード鍵] をクリックします。この操作によって指定した PKI サーバから公開鍵が

取得され、この識別情報を確認するためのダイアログボックスが表示されます。提示された

指紋を実際の PKI Services Manager 鍵と比較するには、PKI サーバで PKI Services 
Manager コンソールを開き、[ユーティリティ] - [公開鍵の表示] コマンドを選択します。 

[はい] をクリックして鍵を受け入れると、鍵が Reflection X データベースにインポートされ

ます。 

 





 

 

用語集 
「X Keysym」は、キーキャップ上の記号をエンコードしたものです。一連の定義済み X Keysym 
には、ISO ラテン文字セット、カタカナ、アラビア文字、キリール文字、ギリシャ文字、技術文字、

出版文字、APL 文字、ヘブライ文字、タイ文字、ハングル、およびキーボードにあるその他のキ

ー ([Return]、[Help]、[Tab] など) が含まれます。 

X Keysym のリストは、各キーコードに関連付けられています。このリストは、対応するキー上の

一連の記号を伝えるためのものです。KeyPress イベントから X Keysym を得るための標準ルー

ルでは、キーコードに関連付けられた最初の 4 つの X Keysym だけが使用されます。Shift お
よび ModeSwitch (AltGr) 修飾子の状態に応じて、最初の 4 つの X Keysym のいずれかが

選択されます。 

 

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。 

 

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。 

 

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。 

 

Reflection X サービス 

ドメインコントローラ、ドメインノードとして構成できるか、リモートセッションサービスに対応できる

コンピュータ上のサービス (またはデーモン) です。(対応するサービスは、インストールした機能 
『15ページ 』によって異なります。) 

 

X Keysym 
「X Keysym」は、キーキャップ上の記号をエンコードしたものです。一連の定義済み X Keysym 
には、ISO ラテン文字セット、カタカナ、アラビア文字、キリール文字、ギリシャ文字、技術文字、

出版文字、APL 文字、ヘブライ文字、タイ文字、ハングル、およびキーボードにあるその他のキ

ー ([Return]、[Help]、[Tab] など) が含まれます。 

X Keysym のリストは、各キーコードに関連付けられています。このリストは、対応するキー上の

一連の記号を伝えるためのものです。KeyPress イベントから X Keysym を得るための標準ルー

ルでは、キーコードに関連付けられた最初の 4 つの X Keysym だけが使用されます。Shift お
よび ModeSwitch (AltGr) 修飾子の状態に応じて、最初の 4 つの X Keysym のいずれかが

選択されます。 
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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」 『93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。 

 

X 管理コンソール 

X 管理コンソールは、Reflection X Advantage ドメインの構成、管理用の管理ツールです。この

ツールを使用して、ドメイン、共有セッション、クライアント、およびサーバ定義へのユーザアクセ

スを制御できます (負荷分散の構成やセッションの監視など)。 

 

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

ャストを実行します。[ホスト名] テキストボックスに、この他のコンピュータのホスト名または IP 
アドレスを入力する必要があります。 

 

XDMCP の直接方式 

X サーバは、特定のホスト上で実行される X ディスプレイマネージャプログラムに要求を送信し

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。 
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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-aware 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。) 

 

キーコード 

X ウィンドウシステムでは、個々の物理キーのすべてが、「キーコード」と呼ばれる 8～255 の範

囲の番号と 関連付けられます。キーコードは、キー上に印字されている場合のある特定の文字

や用語ではなく、キーのみを特定します。  

 

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。  

 

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。 
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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。 

 設定の一元的な保存場所。 

 

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。 

 

リモートセッション 

リモートセッションでは、Reflection X セッションプロセス (クライアントコネクタとプロトコルルー

タ) が X マネージャや X マネージャ (ドメイン接続用) とは別のコンピュータで実行されます。 

 

ログファイル 

Reflection X のログファイルは、さまざまなアプリケーションとサービス用に作成されます。 

アプリケーション:X マネージャ、X マネージャ (ドメイン接続用) 、管理コンソール、rxsconfig、お
よび rxmigrate  

サービス:Reflection X サービス、ドメインコントローラ、ドメインノード 

すべてのログファイルには、.log という拡張子が付きます。その場所は、プラットフォームによっ

て異なります。 
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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。 

 

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。 

 

定義ファイル 

定義ファイル (*.rxd) には、Reflection X Advantage の構成情報が XML 形式で含まれます。

このファイル形式を使用して、Reflection X Advantage との間で設定をエクスポートおよびインポ

ートします。 

 

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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