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高機能・高品質のターミナル・エミュレーター
ターミナル・エミュレーター

現在お使いの製品より
ずっと低価格で、
高機能かつ高品質

パワフルな機能と、
他社製品からの移行を
容易にする変換ツールや
ベスト・プラクティスを提供

最新の暗号化とFIPS認定の
暗号法でセキュリティー

標準をサポート

どんなビジネス要求にも
応じられる柔軟な

ライセンス体系とオプション

デスクトップおよび
ブラウザー・ベースの
軽量シンクライアント

スケーラブルな
エミュレーター

究極の乗り換え
ソリューション
Rocket Software の Rocket® BlueZone と
Rocket® Passportはターミナル・エミュレーショ
ターで、セキュアでフル機能を備えたデスクトッ
プ版とWebブラウザー版があります。IBMzSeries
(TN3270)、IBM iSeries(TN5250)、UNIX/DEC(VT)、
Unisys(T27&UTS)、HP NonStop Tandem(6530)、
ファイル転送プロトコル(FTP)をサポートしてい
ます。本製品は、ブラウザー版、デスクトップ版と
もに軽量で、高速、高機能かつ低価格のエミュ
レーターです。
 

Rocketのターミナル・
エミュレーションが
選ばれる理由
BlueZoneとPassportは、使いやすくてシンプル。
簡単にインストールできる上に、各機能を細かく
カスタマイズできます。どちらの製品も、デスク
トップ・クライアントあるいはブラウザー・ベース
でお使い頂けます。ターミナル・エミュレーション
とファイル転送はこれで万全です。

簡単でリスクのない
移行 
プロトコル変換機能については20年以上の実績
があり、現在ご使用中の製品の機能をそのまま
取り込むことができます。現在お使いのアプリ
ケーションは、Rocketのターミナル・エミュレー
ターへ移行後も同じように使用できます。初期の
エミュレーターをお使いでしたら、移行は容易で
リスクはありません。必要な機能、移行ツール、
サービス、ベスト・プラクティスをご提供し、わず
かな費用でお客様の移行をお手伝いします。

パワフルな機能
他社のブラウザー版のエミュレーターと違って、
Rocketのエミュレーターはデスクトップ版の全
機能を備えているため、デスクトップ版、ブラウ
ザー版のどちらでも目的に合わせてご利用いた
だけます。どちらも豊富な表示機能と印刷機能
を持ち、少ないメモリーでさくさく動き、インス
トールや更新も簡単です。キーの表示をはじめ、
GDDMグラフィックス、90 x 160までのカスタム
画面サイズ、3290エミュレーション、マルチ・セッ
ションまでサポートしています。

セキュリティー 
標準でSecure Sockets Layer(SSL v3.0とTLS 
v1.0)とFIPS認定の暗号化をサポートし、最高レ
ベルのセキュリティーとインテグリティーを提供
します。BlueZone Secure FTPでは、iSeries、
z/OS、z/VMを含むFTPサーバーへのSSLとSSH接
続を提供します。ホスト・システムがSSLをサポー
トしていない場合や、SSL処理の負荷を軽減した
り、さらに高度なセキュリティーを組み込む場合
は、オプションのBlueZoneセキュリティー・サー
バーを追加することができます。 

柔軟性 
一つのエミュレーターのライセンスで、3270、
5250、VT52/100/220/320/420、ANSI、
SCO-ANSI、WYSE 60、HPキャラクター・モードと
ブロック・モード、HP NonStop Tandem (6530)、
セキュアFTP接続をご利用いただけます。各ユー
ザーが同時に使用できるプロトコルの数に制限
はありません。さらに、同じライセンスでWeb版
とデスクトップ版の両方がお使い頂けます。Web
版とデスクトップ版のエミュレーターはいつでも
切り替えが可能です。
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スリムながら充実した
機能 
Rocketのエミュレーターは非常に軽量です。ブ
ラウザー版エミュレーターのサイズはわずか
2.5MBで、デスクトップ版は標準構成で10MBで
す。過去の重厚長大なエミュレーターと違い、
導入にかかる時間とディスク容量は小さくてす
みます。

スピードは？
ダウンロード時間は業界最短です。わずか数分
でセットアップが終了します。加えて、BlueZone
は高速に起動し、最高のレスポンスをご提供し
ます。

コスト削減 
弊社の柔軟で、全てを含むライセンスにより、
TCOを劇的に削減することに加えてし、集中配
布機能によって、ネットワーク管理とサポートの
経費を削減することができるでしょう。ライセン
ス体系は、同時接続数あるいは登録ユーザー数
をベースとしており、他社エミュレーターに比
べ、ずっと低価格となっています。年間メインテ
ナンス契約はアップグレード・サービスもカバー
します。

スケーラビリティー
他社の製品には、独自のアプリケーション・サー
バーやWebサーバーを必要とするものがありま
す。BlueZoneとPassport Web-to-host製品は、
ごく一般的なWebサーバー上で稼動し、専用の
アプリケーション・サーバーは不要です。ハード
ウェア、ソフトウェアのメインテナンス費用を抑
えるとともに、スケーラビリティの点でも優れて
います。

利用形態 
BlueZoneターミナル・エミュレーション・シリーズ
には3つの利用形態があります。

Web-to-host クライアント
ブラウザーからBlueZoneエミュレーターを起動
し、デスクトップ上のWindowsアプリケーション
として稼動します。エミュレーターは、起動後ブラ
ウザーとは独立して動きます。ブラウザーを閉じ
てもエミュレーターには影響ありません。たとえ
Webサーバーが利用できない場合でも、ダウン
ロード済みのBlueZoneをWeb-to-host 
Launcherから起動することができます。

組み込み型のWeb-to-host 
クライアント
Webとエミュレーターを融合させた新しい方法
です。BlueZoneをブラウザーの内部で起動し、フ
ル・スクリーンあるいはWebページ内の一部とし
て表示します。表示位置はBlueZone管理で構成
可能です。このオプションを使うと、HTML上で
BlueZoneエミュレーターと他のフレーム、スクリ
プト、リンク、ボタンや画像などを組み合わせた
ページを作成することができます。

デスクトップ・クライアント
エミュレーターのコードをWebサーバーにデプ
ロイし、ローカルPCにダウンロードして、デスク
トップから直接起動します。Webベースのエミュ
レーターのような利便性と、Webサーバーに依存
しない実行を両立したものといえます。メインテ
ナンスも簡単で、デスクトップ・アプリケーション
がWebサーバーから自動的にアップデートをダ
ウンロードするように構成することができます。
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BlueZoneターミナル・エミュレーターの
アーキテクチャー
BlueZone Web-to-Hostは、シンプルなクライアント・サーバー型のソリューションで、インストールは
極めて簡単です。Web上のリンクをクリックするだけで、構成済みのターミナル・エミュレーターがダ
ウンロードされます。ダウンロード後は、安全なTelnetセッションでホストと直接繋がるので、Web
サーバーへの接続は必要ありません。

zSeries, iSeries,
DEC/VT, UNIX, Unisys

初回のみ
Webサーバー に
アクセスし
BlueZone 
をダウンロード
& 更新

1
2

3BlueZoneが
自動的に起動され
登録済みのホストへ
SSL接続

ブラウザーから
BlueZoneへの
リンクをクリック ActiveXコントロールが

ダウンロードされ
BlueZonがPCに
インストールされる

BlueZoneクライアント Host

Web Server
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BlueZoneターミナル・エミュレーターの
アーキテクチャー
BlueZone Web-to-Hostは、シンプルなクライアント・サーバー型のソリューションで、インストールは
極めて簡単です。Web上のリンクをクリックするだけで、構成済みのターミナル・エミュレーターがダ
ウンロードされます。ダウンロード後は、安全なTelnetセッションでホストと直接繋がるので、Web
サーバーへの接続は必要ありません。















エンド・ユーザー向け機能概要
ユーザー機能 TN3270E (MOD 2-5)、TN5250E、VT 

52/100/220/320/420、 ANSI、SCO-ANSI、 
WYSE 60、HPキャラクター/ブロック・モー
ド表示、HP NonStop Tandem (6530)、
IBM 3287/3812プリンター・エミュレー
ション。ファイアーウォール内でも外でも
利用可能
Windowsと親和性の高い自動化機能－
スクリーン・ホット・スポット、マクロ、スク
リプト、パワー・キー、フォントの自動サイ
ズ調整、カスタマイズ可能なツールバー、
自動ホスト接続フェールオーバー、起動時
の自動接続セッション、自動セッション再
接続
Visual Basic、Java Script、その他スクリプ
ト言語一般をサポート
Webページ・ホット・リンクからホスト・ア
プリケーションへの簡単な接続
Microsoft Windows 10、8.1、8、7、Vista
で稼動
Windows 32ビットOS、64ビットOS上の
Internet Explorerをサポート、その他一般
的なブラウザー・サポート
（本製品を使うために別のブラウザーの
インストールは不要）

一つのブラウザーから複数の表示セッ
ション、プリンター・セッションを起動。メ
モリーの使用を抑え、画面切り替えホッ
トキーを使って複数のセッションにアク
セスできる
BlueZoneの画面をカスタマイズし、リン
クからWebベースのヘルプを表示
ブラウザーとは独立して動き、ブラウ
ザーがクラッシュしたり、他のWebペー
ジに遷移してもBlueZoneはホストとの
接続を維持
PC上にプリント・ジョブのコピーを保存
し、ホストに再接続することなく再印刷
が可能
ダブル・バイト・コード(DBCS)をサポート
し、日本語にも対応











Rocket®
datasheet

 Webサーバー
からの配布

業界の標準的なWebサーバー環境に
シームレスに統合

Web-to-Hostウィザード機能を使っ
て、チェックボックスやラジオボタン、
入力フィールドのあるWebページや
セッション構成をすばやく簡単に作成
したり、編集したりできる

 セキュリティー Secure Sockets Layer (SSL v3.0 と TLS 
v1.0 )による暗号化をサポート
デジタルクライアント証明書を使った
SSL認証を提供しており、サードパー
ティー製の証明書と同様にユーザーが
生成し、ファイルやスマートカードや
Windowsの証明書マネージャーに保
存。すべてのBlueZoneエミュレーター
製品でデジタル証明書によるSSL認証
を提供
ファイアーウォールとプロキシーをサ
ポートし、ネットワーク・アクセスをセ
キュアに自動化

z/OSエクスプレス・ログイン(ELF)
サポート
FIPS140-2暗号化サポート
オプションのBlueZone Security Server
を使って、セキュアID Telnet/FTP認証
を実現。エミュレーター・ソフトウェアの
中では独自のセキュリティー・レイヤー
の追加が可能
オプションのBlueZone Security Server
を使って、NTドメイン認証が可能
不正な変更や機密データの漏洩を防ぐ
ため、スクリプトの暗号化が可能
VTやiSeriesでは、Kerberosシングル・サ
インオンが利用可能

 印刷 自動的に現在のデフォルト・プリンター
を検出するので、構成のカスタマイズが
不要
SSL経由の安全な印刷データストリーム
GUIから、プリンターの設定、プロファイ
ルの配布、ステータスの確認が簡単に
できる

プリンターの直接, API接続あるいは
TCP/IP Print Serverを使い、ローカル
印刷、リモート印刷の両方をサポート













 



管理者向け機能概要
構成 キーボード・マッピング、フォント、ユー

ザー固有LU、デバイス名、GUI用翻訳テー
ブル、色/属性マッピング、ツールバー機
能、セッション名のカスタマイズなど

ユーザーが不用意に設定値を変更しな
いように、管理者が構成をロックできる

管理者やユーザーの介入なしに、ブラウ
ザーにBlueZoneソフトウェアを自動的
にキャッシュ、構成、アップデート

変換と移行 他社製品からの移行のために、互換API、
変換ツール、移行プランニング・ガイド、ベ
スト・プラクティスを提供

多様な
ユーザー
構成方法

ログイン情報からデバイス名/論理ユニッ
ト(LU)を動的に割り当て、常に正しい表示
セッション、印刷セッションを確立。グルー
プあるいはユーザー単位で、特定のセッ
ション数・タイプ、デバイスやLUを割り当
てるよう構成可能

特定ユーザーに合わせて、表示形式や
プリンターのLU/デバイスを割り当てる
必要がない
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技術仕様

デスクトップ Windows Vista、Windows 7、Windows 8、  
Windows 8.1、Windows 10

Web-to-host Web-to-hostウィザード
Windows Vista、Windows 7、 
Windows 8、Windows 8.1、
Windows 10
Windows 2008 Server,
Windows 2012 Serverで200 MB
以上の空き容量

Webサーバー
HTMLとJavaScriptをサポートして
いるWebサーバー
Web-to-Hostウィザードで作成す
る各サイト毎に20 MBの空き容量

Webクライアント
下記参照

 Web-to-host
ブラウザー・
クライアント
(BlueZone 
4.1 ～ 7.1)

Internet Explorer 11.0以上でBlueZone 
ActiveX Web-to-Host コントロール・モ
ジュールを利用する場合
「セキュリティー・レベル」を”中”
「署名された ActiveX コントロー
ルのダウンロード」「スクリプトを
実行しても安全だとマークされて
いる ActiveX コントロールのスク
リプトの実行」を”有効にする”

BlueZoneエミュレーターは、Windows上で稼動し、WIN32 APIを介してLAN/WAN環境内のホスト・システムに接
続します。BlueZoneは以下のハードウェア、ソフトウェアが必要です。

BlueZone Web-to-HostはWebサーバー上での処理やエミュレーションを行わないため、サーバーへの負荷は
ほとんどありません。BlueZone Web-to-Hostアプリケーションの初回アクセス時にのみ、サーバーから2MBの
ファイル転送が発生します。

BlueZone Java Web-to-Host コントロ
ール・モジュールを利用する場合 

J2RE 1.6以上で、Javaを有効
にする
検証済ブラウザー：Mozilla 
Firefox 3.0以上、Opera 10.0以上
（IE以外）

ハードウェア 
上記オペレーティング・システムに
いずれかが稼動するプロセッサー
とメモリー
60MB以上の空き容量
VGA以上のディスプレイ


