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ヘルプ

1 Sophos Anti-Virus について
Sophos Anti-Virus for Mac: Home Edition は、Mac 上の脅威 (ウイルス、ワーム、トロ
イの木馬など) を検出・処理するソフトウェアです。Mac OS X を狙う脅威はもちろ
ん、Mac には無害で Windows コンピュータに感染する脅威も検出できます。
Sophos Anti-Virus は推奨設定に基づいてあらかじめ保護機能が設定されています。
特に必要性がある場合や、問題が発生している場合を除き、設定内容を変更するこ
とは推奨しません。

1.1 検索ウィンドウについて
「検索」ウィンドウの各機能については以下を参照してください。

デフォルトで実行できるローカルドライブの検索。詳細は、ローカルボリュー
ムの検索 (p. 15) を参照してください。
ここをダブルクリックすると、「環境設定」が開きます。詳細は、検索を設定
する (p. 15) を参照してください。
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これをクリックすると、ローカルボリュームを検索できます。詳細は、ローカ
ルボリュームを検索する (p. 15) を参照してください。
追加で作成した検索のリスト。詳細は、カスタム検索 (p. 18) を参照してくださ
い。このウィンドウをはじめて開くときは、「カスタム検索」の横にある三角
をクリックして、リストを展開してください。
ここをダブルクリックすると、カスタム検索を設定できます。詳細は、カスタ
ム検索を設定する (p. 21) を参照してください。
ここをクリックすると、カスタム検索を実行できます。
ここをクリックすると、カスタム検索を追加できます。詳細は、カスタム検索
を追加する (p. 18) を参照してください。
ここをクリックすると、カスタム検索を削除できます。
「検索の設定」をクリックすると、選択したカスタム検索を設定できます。詳
細は、カスタム検索を設定する (p. 21) を参照してください。
「検索ログの表示」をクリックすると、選択したカスタム検索のログをコン
ソールに表示できます。
「複製」をクリックすると、選択したカスタム検索を基にして検索を新規作成
できます。詳細は、カスタム検索をコピーする (p. 20) を参照してください。
「隔離マネージャ」をクリックすると、「隔離マネージャ」ウィンドウが開き
ます。詳細は、隔離マネージャについて (p. 32) を参照してください。

4

ヘルプ

2 脅威検索
2.1 脅威検索について
オンアクセス検索は最もよく使われる脅威対策機能です。ファイルにアクセス (コ
ピー、移動、開くなど) した時点で、Sophos Anti-Virus が検索を実行し、感染してい
ない場合のみアクセスを許可します。オンアクセス検索は、システムを保護するた
め、推奨する設定内容でデフォルトで有効になっています。特に必要性がある場合
や、問題が発生している場合を除き、設定内容を変更することは推奨しません。
オンデマンド検索では、さらに詳細な検索が行えます。オンデマンド検索は、ユー
ザーが手動で開始する検索です。ファイルを個別に検索したり、ローカルディスク
上のアクセス権のあるファイルすべてを検索するなど、さまざまな検索を実行でき
ます。
■

ローカルボリュームの検索
アクセス権のある、ローカルボリューム上のすべてのファイルを検索します。
ユーザー認証を行い管理者として操作すれば、通常アクセス権のないファイルも
検索できます。接続されているリムーバブル ストレージ デバイスも検索の対象
になります。
この検索は、Sophos Anti-Virus で検出された脅威に対処する場合、Mac をサー
バーとして利用しているため、オンアクセス検索を実行していない場合、または
ファイルを使用する前に検索を実行し感染していないかどうか確かめる場合に利
用します。

■

カスタム検索
特定のファイル、フォルダやボリュームをまとめて検索します。
カスタム検索は、不正な疑いのある部分のハードディスクのみ検索する場合や、
ファイルを使用する前に検索を実行し感染していないかどうか確かめる場合に利
用します。

■

Finder アイテムの検索
Finder で選択したファイル、フォルダやボリュームを検索します。
Finder アイテムの検索は次のいずれかの場合に実行します。1つ目はアーカイブ
ファイルまたは圧縮ファイルを開く前にその内容を検索する場合、2つ目はメー
ルの添付ファイルを送信する前に検索する場合、3つ目は CD または DVD を検索
する場合です。

各検索タイプに対してメール警告を設定して、脅威が検出されたり、深刻なエラー
が発生した際にメールを送信することができます。
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また、Terminal を使用して、コマンドラインから検索を実行することもできます。

2.2 オンアクセス検索
オンアクセス検索は最もよく使われる脅威対策機能です。ファイルにアクセス (コ
ピー、移動、開くなど) した時点で、Sophos Anti-Virus が検索を実行し、感染してい
ない場合のみアクセスを許可します。オンアクセス検索は、システムを保護するた
め、推奨する設定内容でデフォルトで有効になっています。特に必要性がある場合
や、問題が発生している場合を除き、設定内容を変更することは推奨しません。

2.2.1 オンアクセス検索を有効/無効に切り替える
Mac を起動すると、デフォルトでオンアクセス検索が自動的に有効になります。
オンアクセス検索を有効/無効に切り替える方法は次のとおりです。

1. 「Sophos Anti-Virus > 環境設定」を選択します。
2. 「オンアクセス検索」をクリックします。
3. 一部の設定項目がグレーアウト表示されている場合、カギのアイコンをク
リックし、管理者名とパスワードを入力します。
4. 設定内容を次のように変更します。
■

オンアクセス検索を有効にするには、「検索の開始」をクリックします。ス
テータスが「ON」になり、メニューバーの Sophos Anti-Virus アイコンの色が
黒に変わります。

■

オンアクセス検索を無効にするには、「検索の停止」をクリックします。ス
テータスが「OFF」になり、メニューバーの Sophos Anti-Virus アイコンの色が
グレーに変わります。

重要: オンアクセス検索を無効にすると、ファイルにアクセスした際に、ファイル
に対して Sophos Anti-Virus による脅威検索が実行されなくなります。このため、Mac
が感染する可能性が高くなります。
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2.2.2 オンアクセス検索を設定する
2.2.2.1 オンアクセス検索の除外対象項目を追加する
特定のファイル、フォルダ、ボリュームをオンアクセス検索の対象から除外できま
す。たとえば、次のようなファイルを除外の対象に設定できます。
■

容量が大きく検索に時間がかかるファイル

■

検索エラーが発生するファイル

■

誤検知されるファイル

■

バックアップ用ボリューム。ファイルのバックアップ時にファイルの検索が実行
されるため

重要: ファイル、フォルダ、またはボリュームを検索の対象から除外すると、脅威
対策の保護レベルが低下します。
オンアクセス検索の除外対象項目を追加する方法は次のとおりです。

1. 「Sophos Anti-Virus > 環境設定」を選択します。
2. 「オンアクセス検索」をクリックします。
3. 一部の設定項目がグレーアウト表示されている場合、カギのアイコンをク
リックし、管理者名とパスワードを入力します。
4. 「除外されたアイテム」をクリックします。
5. 次のいずれかの手順を実行してください。
■

■

検索の対象から除外する項目を「除外されたアイテム」のリストにド
ラッグ & ドロップします。
プラス記号 (+) をクリックし、ダイアログから除外するアイテムを選択
します。

検索から除外する項目を指定する方法については、除外ルール (p. 8) を
参照してください。
2.2.2.2 オンアクセス検索の除外対象項目を編集する
オンアクセス検索の除外対象項目を編集する方法は次のとおりです。

1. 「Sophos Anti-Virus > 環境設定」を選択します。
2. 「オンアクセス検索」をクリックします。
3. 一部の設定項目がグレーアウト表示されている場合、カギのアイコンをク
リックし、管理者名とパスワードを入力します。
4. 「除外されたアイテム」をクリックします。
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5. 「検索から除外されたアイテム」のリストで項目をダブルクリックして変
更します。
検索から除外する項目を指定する方法については、除外ルール (p. 8) を
参照してください。
2.2.2.3 除外ルール
ボリューム、フォルダ、ファイルなど、検索の除外対象を追加、または変更する
際、POSIX 形式のパスを入力することができます。検索から除外するアイテムの指
定には、次のルールを使用します。

除外対象

パスの表記方法

フォルダとそのサブフォルダ (再帰的にすべ
て)

行末にスラッシュ「/」を追加

フォルダのみ (サブフォルダは含めない)

行末にダブルスラッシュ「//」を追加

ファイル

行末にスラッシュやダブルスラッシュを追
加しない

特定の場所にあるフォルダやファイル

行頭にスラッシュを追加

すべてのローカルディスクやネットワーク
にあるフォルダやファイル

行頭にスラッシュを追加しない

特定の拡張子を持つファイル

ファイル名部分にアスタリスク「*」を指定

例
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除外対象パス

検索から除外されるアイテム

/MyFolder/MyApplication

特定の場所にある MyApplication というファ
イル

/MyFolder/

特定の場所にある MyFolder というフォルダ
内のすべてのファイルと、サブフォルダ (再
帰的にすべて)

/MyFolder//

特定の場所にある MyFolder というフォルダ
内のすべてのファイルのみ。サブフォルダ
は含まない

MyFolder/MyApplication

ローカルディスクやネットワーク上にある
すべての MyFolder というフォルダ内の
MyApplication というファイル

ヘルプ

除外対象パス

検索から除外されるアイテム

MyFolder/

ローカルディスクやネットワーク上にある
すべての MyFolder というフォルダ内のファ
イルすべてと、サブフォルダ (再帰的にすべ
て)

MyFolder//

ローカルディスクやネットワーク上にある
すべての MyFolder というフォルダ内のファ
イルすべて。サブフォルダは含まない

MyApplication

ローカルディスクやネットワーク上にある
すべての MyApplication というファイル

*.mov

ローカルディスクやネットワーク上にある
拡張子が .mov のファイルすべて

/MyFolder/*.mov

特定の場所にある拡張子が .mov のファイル
すべて

2.2.2.4 オンアクセス検索の除外対象項目を削除する
オンアクセス検索の除外対象項目を削除する方法は次のとおりです。

1. 「Sophos Anti-Virus > 環境設定」を選択します。
2. 「オンアクセス検索」をクリックします。
3. 一部の設定項目がグレーアウト表示されている場合、カギのアイコンをク
リックし、管理者名とパスワードを入力します。
4. 「除外されたアイテム」をクリックします。
5. 「除外されたアイテム」リストで、削除する除外対象項目を選択し、マイ
ナス記号 (-) をクリックします。
2.2.2.5 アーカイブおよび圧縮ファイル内のオンアクセス検索を有効にする
デフォルトで、アーカイブおよび圧縮ファイル内のオンアクセス検索は無効に設定
されています。ただし、このようなファイルを一度に多数扱う必要があり、脅威を
検出しなかった場合のリスクが大きいと判断できる場合は、このオプションを有効
にしてください。この具体例としては、アーカイブや圧縮ファイルを重要な取引先
にメール送信する場合などがあります。
ヒント: 次の理由からこのオプションを無効にすることを推奨します。
■

アーカイブおよび圧縮ファイル内を検索すると、検索速度が著しく低下します。

■

このオプションの設定内容に関係なく、アーカイブファイルから展開したファイ
ルを開くと、ファイルに対して検索が実行されます。
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■

このオプションの設定内容に関係なく、圧縮されたファイルは、ダイナミック圧
縮ユーティリティ (PKLite、LZEXE、および Diet) を使って検索されます。

アーカイブや圧縮ファイル内のオンアクセス検索を有効にする方法は次のとおりで
す。

1. 「Sophos Anti-Virus > 環境設定」を選択します。
2. 「オンアクセス検索」をクリックします。
3. 一部の設定項目がグレーアウト表示されている場合、カギのアイコンをク
リックし、管理者名とパスワードを入力します。
4. 「オプション」をクリックします。
5. 「アーカイブおよび圧縮ファイル内」を選択します。
2.2.2.6 ネットワークボリューム上のファイルのオンアクセス検索を有効にする
ファイルのアクセス速度が低下することがあるため、デフォルトで、ネットワーク
ボリューム上のファイルに対するオンアクセス検索は無効になっています。
ネットワークボリューム上のファイルのオンアクセス検索を有効にする方法は次の
とおりです。

1. 「Sophos Anti-Virus > 環境設定」を選択します。
2. 「オンアクセス検索」をクリックします。
3. 一部の設定項目がグレーアウト表示されている場合、カギのアイコンをク
リックし、管理者名とパスワードを入力します。
4. 「オプション」をクリックします。
5. 「ネットワークボリューム上のファイル」を選択します。
ヒント: エイリアスを使用してアクセスするネットワークボリューム上のファイル
は検索されません。
2.2.2.7 オンアクセス検索で脅威の自動クリーンアップを設定する
脅威に対処するには、隔離マネージャを使用することを推奨します (脅威の対処方
法 (p. 32) を参照してください)。なお、オンアクセス検索で検出された脅威を自動
的にクリーンアップするよう設定することもできます。
重要: Sophos Anti-Virus では、脅威をクリーンアップする前に確認メッセージは表
示されません。
オンアクセス検索で脅威の自動クリーンアップを設定する方法は次のとおりです。

1. 「Sophos Anti-Virus > 環境設定」を選択します。
2. 「オンアクセス検索」をクリックします。
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3. 一部の設定項目がグレーアウト表示されている場合、カギのアイコンをク
リックし、管理者名とパスワードを入力します。
4. 「脅威が検出されたときの対処方法」ポップアップメニューから、「脅威
をクリーンアップする」を選択します。
5. 「クリーンアップが失敗したときの対処方法」ポップアップメニューか
ら、クリーンアップに失敗した場合、Sophos Anti-Virus で実行する対処方
法を選択します。
■

■
■

脅威へのアクセスを拒否する場合は、「アクセスを拒否する」を選択
します。
脅威を削除するには、「脅威を削除する」を選択します。
脅威が実行されないよう別のフォルダに移動するには、「アクセスを拒否し、
脅威を移動する」を選択します。
デフォルトで、脅威は /Users/Shared/Infected/ に移動されます。別のフォルダ
を指定するには、「フォルダの選択」をクリックし、ダイアログにフォルダ
を入力します。

感染ファイルに対処するために Sophos Anti-Virus で実行されるアクションは、すべ
て Sophos Anti-Virus ログに記録されます。
重要: 脅威をクリーンアップしても、この Mac で脅威が実行した一部の動作を元に
戻すことができないことがあります。たとえば、脅威によって設定内容が変更され
た場合、クリーンアップ機能が元の値を把握していないと、正しい値に設定を戻す
ことができません。クリーンアップ後、設定内容の確認が必要となります。感染し
たドキュメントをクリーンアップしても、脅威によるドキュメントの変更箇所は修
復されません。
2.2.2.8 オンアクセス検索で脅威が自動的に移動されるよう設定する
脅威に対処するには、隔離マネージャを使用することを推奨します (脅威の対処方
法 (p. 32) を参照してください)。なお、オンアクセス検索で検出された脅威を、別
のフォルダに自動的に移動するよう設定することもできます。感染プログラムは移
動することで実行される可能性が低くなります。オンアクセス検索が有効になって
いる場合、Sophos Anti-Virus では、移動された感染ファイルへのアクセスは常に拒
否されることに注意してください。
重要: このオプションは、サポートフォーラムなどでアドバイスを受けた場合のみ
に使用してください。脅威が移動される前に Sophos Anti-Virus で確認メッセージが
表示されなくなります。
オンアクセス検索で脅威が自動的に移動されるよう設定する方法は次のとおりで
す。

1. 「Sophos Anti-Virus > 環境設定」を選択します。
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2. 「オンアクセス検索」をクリックします。
3. 一部の設定項目がグレーアウト表示されている場合、カギのアイコンをク
リックし、管理者名とパスワードを入力します。
4. 「脅威が検出されたときの対処方法」ポップアップメニューから、「アク
セスを拒否し、脅威を移動する」を選択します。
デフォルトで、脅威は /Users/Shared/Infected/ に移動されます。別のフォル
ダを指定するには、「フォルダの選択」をクリックし、ダイアログにフォ
ルダを入力します。
感染ファイルに対処するために Sophos Anti-Virus で実行されるアクションは、すべ
て Sophos Anti-Virus ログに記録されます。
2.2.2.9 オンアクセス検索で脅威の自動削除を設定する
脅威に対処するには、隔離マネージャを使用することを推奨します (脅威の対処方
法 (p. 32) を参照してください)。なお、オンアクセス検索で検出された脅威を自動
的に削除するよう設定することもできます。
重要: このオプションは、サポートフォーラムなどでアドバイスを受けた場合のみ
に使用してください。脅威が削除される前に Sophos Anti-Virus で確認メッセージが
表示されなくなります。
オンアクセス検索で脅威の自動削除を設定する方法は次のとおりです。

1. 「Sophos Anti-Virus > 環境設定」を選択します。
2. 「オンアクセス検索」をクリックします。
3. 一部の設定項目がグレーアウト表示されている場合、カギのアイコンをク
リックし、管理者名とパスワードを入力します。
4. 「脅威が検出されたときの対処方法」ポップアップメニューから、「脅威
を削除する」を選択します。
感染ファイルに対処するために Sophos Anti-Virus で実行されるアクションは、すべ
て Sophos Anti-Virus ログに記録されます。
重要: 削除機能では、この Mac で脅威が実行した動作を元に戻すことはできませ
ん。
2.2.2.10 オンアクセス検索の環境設定をデフォルトに戻す
オンアクセス検索の環境設定をソフォス推奨のデフォルト値に設定する方法は次の
とおりです。

1. 「Sophos Anti-Virus > 環境設定」を選択します。
2. 「オンアクセス検索」をクリックします。
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3. 一部の設定項目がグレーアウト表示されている場合、カギのアイコンをク
リックし、管理者名とパスワードを入力します。
4. 「デフォルトに戻す」をクリックします。
2.2.2.11 デスクトップ警告を設定する
Sophos Anti-Virus は、オンアクセス検索の実行中に深刻なエラーが発生すると、デ
スクトップ警告を表示します。また、オンアクセス検索中に脅威を検出すると、デ
フォルトでデスクトップに警告を表示します。脅威を検出したときに表示するデス
クトップ警告は、環境設定できます。
デスクトップ警告を設定する方法は次のとおりです。

1. 「Sophos Anti-Virus > 環境設定」を選択します。
2. 「メッセージング」をクリックします。
3. 一部の設定項目がグレーアウト表示されている場合、カギのアイコンをク
リックし、管理者名とパスワードを入力します。
4. 設定内容を次のように変更します。
■

■

脅威が検出されたときに表示するデスクトップ警告にメッセージを追
加するには、「ユーザー定義のメッセージ」フィールドにメッセージ
を入力します。
脅威が検出されたときにデスクトップ警告を表示しないようにするに
は、「オンアクセス検索で脅威が検出されたときにデスクトップ上に
警告を表示する」の選択を外します。

2.2.2.12 警告の環境設定をデフォルトに戻す
警告の環境設定をソフォス推奨のデフォルト値に設定する方法は次のとおりです。

1. 「Sophos Anti-Virus > 環境設定」を選択します。
2. 「メッセージング」をクリックします。
3. 一部の設定項目がグレーアウト表示されている場合、カギのアイコンをク
リックし、管理者名とパスワードを入力します。
4. 「デフォルトに戻す」をクリックします。
2.2.2.13 ログの設定を変更する
オンアクセス検索 (脅威の検出など) とアップデートの活動内容すべては、ソフォス
のオンアクセス検索ログとアップデートログに記録されます。Sophos Anti-Virus で
は、これらの内容を Mac OS X のシステムログに記録することもできます。
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オンアクセス検索とアップデートに関するログの設定を変更する方法は次のとおり
です。

1. 「Sophos Anti-Virus > 環境設定」を選択します。
2. 「ログ」をクリックします。
3. 一部の設定項目がグレーアウト表示されている場合、カギのアイコンをク
リックし、管理者名とパスワードを入力します。
4. 設定内容を次のように変更します。
■

■

■

ログのファイル名や保存場所を変更するには、「ファイルの選択」を
クリックし、ダイアログに新しいファイル名や保存場所を入力します。
ログのエントリをすべて削除するには、「ログの消去」をクリックし
ます。
オンアクセス検索とアップデートの活動内容すべてをシステムログに
記録するには、「イベントをシステムログに記録する」を選択します。

2.2.2.14 ログの環境設定をデフォルトに戻す
ログの環境設定をソフォス推奨のデフォルト値に設定する方法は次のとおりです。

1. 「Sophos Anti-Virus > 環境設定」を選択します。
2. 「ログ」をクリックします。
3. 一部の設定項目がグレーアウト表示されている場合、カギのアイコンをク
リックし、管理者名とパスワードを入力します。
4. 「デフォルトに戻す」をクリックします。

2.2.3 オンアクセス検索、およびアップデートのログを表示する
検出された脅威など、オンアクセス検索の活動内容すべてのログや、アップデート
活動内容すべてのログを表示する方法は次のとおりです。

1. 「Sophos Anti-Virus > 環境設定」を選択します。
2. 「ログ」ペインで、「ログの表示」をクリックします。
コンソールにログが表示されます。各エントリのはじめにあるタグを参照して、ロ
グが、オンアクセススキャナ (com.sophos.intercheck)、または AutoUpdate
(com.sophos.autoupdate) のどちらによって記録されたか判断することができます。
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2.3 ローカルボリュームの検索
ローカルボリュームの検索は、随時実行できます。ローカルボリューム上の、アク
セス権のあるファイルすべてが検索されます。ユーザー認証を行い管理者として操
作すれば、通常アクセス権のないファイルも検索できます。接続されているリムー
バブル ストレージ デバイスも検索の対象になります。
検索は、Sophos Anti-Virus で検出された脅威に対処する場合、Mac をサーバーとし
て利用しているため、オンアクセス検索を実行していない場合、またはファイルを
使用する前に検索を実行し感染していないかどうか確かめる場合に利用します。

2.3.1 ローカルボリュームを検索する
この Mac 上で、アクセス権限のあるファイルすべてを検索することができます。管
理者権限がある場合は、通常アクセスすることのできないファイルも、検索の対象
に含まれます。
■

ローカルボリュームの読み取り権限のあるファイルすべてを検索するに
は、「検索 > ローカルボリュームの検索」を選択します。
「検索」ウィンドウに検索の進行状況が表示されます。

ヒント: 次のいずれかの方法で検索を実行することもできます。
■

「検索」ウィンドウの「今すぐ検索」ボックスで、「再生」ボタンをクリックし
ます。

■

メニューバーの右端にある Sophos Anti-Virus アイコンをクリックし、ショート
カットメニューから「今すぐ検索」を選択します。

■

コントロールボタンを押しながら Dock で Sophos Anti-Virus のアプリケーション
アイコンをクリックし、ショートカットメニューから「ローカルボリュームの検
索」を選択します。

2.3.2 検索を設定する
2.3.2.1 アーカイブや圧縮ファイル内の検索を無効にする
デフォルトで、ローカルボリューム検索に対する、アーカイブや圧縮ファイル内の
検索は有効になっています。
検索に対するアーカイブや圧縮ファイル内の検索を無効にする方法は次のとおりで
す。

1. 「検索」ウィンドウで、「ローカルボリュームの検索」ボックスをダブル
クリックします。

15

Sophos Anti-Virus for Mac: Home Edition

2. 「オプション」を選択します。
3. 「アーカイブおよび圧縮ファイル内を検索する」の選択を外します。
2.3.2.2 検索で脅威の自動クリーンアップを設定する
脅威に対処するには、隔離マネージャを使用することを推奨します (脅威の対処方
法 (p. 32) を参照してください)。なお、ローカルドライブ検索で検出された脅威を
自動的にクリーンアップするよう設定することもできます。
重要: Sophos Anti-Virus では、脅威をクリーンアップする前に確認メッセージは表
示されません。
ローカルドライブ検索で脅威の自動クリーンアップを設定する方法は次のとおりで
す。

1. 「検索」ウィンドウで、「ローカルボリュームの検索」ボックスをダブル
クリックします。
2. 「オプション」を選択します。
3. 「脅威が検出されたときの対処方法」ポップアップメニューから、「脅威
をクリーンアップする」を選択します。
4. 「クリーンアップが失敗したときの対処方法」ポップアップメニューか
ら、クリーンアップに失敗した場合、Sophos Anti-Virus で実行する対処方
法を選択します。
■

■
■

何も対処しない場合は、「ログのみ」を選択します。ただし、メール
警告を有効にした場合は、Sophos Anti-Virus からメール警告が送信され
ます。
脅威を削除するには、「脅威を削除する」を選択します。
脅威が実行されないよう別のフォルダに移動するには、「脅威を移動する」
を選択します。
デフォルトで、脅威は /Users/Shared/Infected/ に移動されます。別のフォルダ
を指定するには、「フォルダの選択」をクリックし、ダイアログにフォルダ
を入力します。

脅威に対処するために Sophos Anti-Virus で実行されるアクションは、すべてローカ
ルドライブ検索のログに記録されます。
重要: 脅威をクリーンアップしても、この Mac で脅威が実行した一部の動作を元に
戻すことができないことがあります。たとえば、脅威によって設定内容が変更され
た場合、クリーンアップ機能が元の値を把握していないと、正しい値に設定を戻す
ことができません。クリーンアップ後、設定内容の確認が必要となります。感染し
たドキュメントをクリーンアップしても、脅威によるドキュメントの変更箇所は修
復されません。
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2.3.2.3 検索で脅威が自動的に移動されるよう設定する
脅威に対処するには、隔離マネージャを使用することを推奨します (脅威の対処方
法 (p. 32) を参照してください)。なお、検索で検出された脅威を、別のフォルダに
自動的に移動するよう設定することもできます。感染プログラムは移動することで
実行される可能性が低くなります。
重要: このオプションは、サポートフォーラムなどでアドバイスを受けた場合のみ
に使用してください。脅威が移動される前に Sophos Anti-Virus で確認メッセージが
表示されなくなります。
ローカルドライブ検索で脅威が自動的に移動されるよう設定する方法は次のとおり
です。

1. 「検索」ウィンドウで、「ローカルボリュームの検索」ボックスをダブル
クリックします。
2. 「オプション」を選択します。
3. 「脅威が検出されたときの対処方法」ポップアップメニューから、「脅威
を移動する」を選択します。
デフォルトで、脅威は /Users/Shared/Infected/ に移動されます。別のフォル
ダを指定するには、「フォルダの選択」をクリックし、ダイアログにフォ
ルダを入力します。
脅威に対処するために Sophos Anti-Virus で実行されるアクションは、すべて検索ロ
グに記録されます。
2.3.2.4 検索で脅威の自動削除を設定する
脅威に対処するには、隔離マネージャを使用することを推奨します (脅威の対処方
法 (p. 32) を参照してください)。なお、検出された脅威を自動的に削除するよう設
定することもできます。
重要: このオプションは、サポートフォーラムなどでアドバイスを受けた場合のみ
に使用してください。脅威が削除される前に Sophos Anti-Virus で確認メッセージが
表示されなくなります。
検索で脅威の自動削除を設定する方法は次のとおりです。

1. 「検索」ウィンドウで、「ローカルボリュームの検索」ボックスをダブル
クリックします。
2. 「オプション」を選択します。
3. 「ローカルボリュームの検索」ペインで、「脅威が検出されたときの対処
方法」ポップアップメニューから、「脅威を削除する」を選択します。
脅威に対処するために Sophos Anti-Virus で実行されるアクションは、すべて検索ロ
グに記録されます。
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重要: 削除機能では、この Mac で脅威が実行した動作を元に戻すことはできませ
ん。

2.3.3 検索のログを表示する
■

「検索 > 検索ログの表示」を選択します。

コンソールにログが表示されます。

2.4 カスタム検索
カスタム検索はユーザーが手動で開始する検索です。特定のファイル、フォルダや
ボリュームをまとめて検索します。
カスタム検索は、不正な疑いのある部分のハードディスクのみ検索する場合や、
ファイルを使用する前に検索を実行し感染していないかどうか確かめる場合に利用
します。

2.4.1 カスタム検索を実行する
1. 「検索」ウィンドウを開いていない場合は、「ウインドウ > 検索」を選択
してウィンドウを開きます。
2. 「カスタム検索」リストを展開していない場合は、「カスタム検索」の横
にある三角をクリックします。
3. 「カスタム検索」リストで、実行する検索を選択します。
4. 「今すぐ検索」ボタンをクリックします。
「Sophos Anti-Virus」ウィンドウに検索の進行状況が表示されます。

2.4.2 カスタム検索を追加する
1. 「ファイル > 新規」の順に選択します。
2. 表示される検索エディタで次のように検索を編集します。
■

■
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■

■

検索から除外する項目を指定する方法は、目的に応じて、カスタム検
索に除外対象項目を追加する (p. 22) 、カスタム検索の除外対象項目を
編集する (p. 23) 、またはカスタム検索の除外対象項目を削除する (p.
24) を参照してください。
アーカイブや圧縮ファイル内の検索を無効にする方法は、カスタム検
索に対するアーカイブや圧縮ファイル内の検索を無効にする (p. 24) を
参照してください。

「検索」ウィンドウの「カスタム検索」リストに検索が追加されます。
ヒント:
次のいずれかの方法で検索を追加することもできます。
■

「検索」ウィンドウの下部にあるプラス記号 (+) をクリックします。

■

脅威検索する項目を Finder から「カスタム検索」リストの空白スペースにドラッ
グします。

2.4.3 脅威のカスタム検索を追加する
隔離マネージャに脅威が表示されている場合、その脅威を検索するカスタム検索を
追加することができます。

1. 「検索」ウィンドウを開いていない場合は、「ウインドウ > 検索」を選択
してウィンドウを開きます。
2. 「カスタム検索」リストを展開していない場合は、「カスタム検索」の横
にある三角をクリックします。
3. 「隔離マネージャ」ウィンドウが開いていなければ、「ウインドウ > 隔離
マネージャ」を選択して開きます。
4. 隔離マネージャで、次のいずれかの手順を実行します。
■

脅威の一覧で、新規カスタム検索に追加する脅威を選択します。
選択した脅威を「カスタム検索」リストの空白スペースにドラッグします。

■

「脅威の詳細」ボックスで、新規カスタム検索に追加するファイルを選択し
ます。
選択したファイルを「カスタム検索」のリストの空白スペースにドラッグし
ます。

■

「脅威の詳細」ボックスで、「パスとファイル名」をクリックした後、ポッ
プアップメニューから「選択したファイルのカスタム検索を作成する」を選
択します。
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5. 表示される検索エディタで検索名を変更するには、「検索名」フィールド
に変更後の名前を入力します。
6. 「オプション」ペインで、「脅威が検出されたときの対処方法」ポップ
アップメニューから、「脅威を削除する」を選択します。
「カスタム検索」リストに検索が追加されます。

2.4.4 カスタム検索をコピーする
1. 「検索」ウィンドウを開いていない場合は、「ウインドウ > 検索」を選択
してウィンドウを開きます。
2. 「カスタム検索」リストを展開していない場合は、「カスタム検索」の横
にある三角をクリックします。
3. 「カスタム検索」リストで、コピーする検索を選択します。
4. 「ファイル > 複製」の順に選択します。
5. 新規検索をダブルクリックし、次のように検索を編集します。
■

■

■

■

検索の名前を変更するには、「検索名」フィールドに変更後の名前を
入力します。
検索の対象を指定する方法は、検索対象を指定する (p. 21) を参照して
ください。
検索から除外する項目を指定する方法は、目的に応じて、カスタム検
索に除外対象項目を追加する (p. 22) 、カスタム検索の除外対象項目を
編集する (p. 23) 、またはカスタム検索の除外対象項目を削除する (p.
24) を参照してください。
アーカイブや圧縮ファイル内の検索を無効にする方法は、カスタム検
索に対するアーカイブや圧縮ファイル内の検索を無効にする (p. 24) を
参照してください。

「検索」ウィンドウの「カスタム検索」リストに検索が追加されます。
ヒント: また、「検索」ウィンドウで選択した検索を、次のいずれかの方法でコピー
することができます。
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2.4.5 カスタム検索を設定する
2.4.5.1 カスタム検索エディタを開く

1. 「検索」ウィンドウを開いていない場合は、「ウインドウ > 検索」を選択
してウィンドウを開きます。
2. 「カスタム検索」リストを展開していない場合は、「カスタム検索」の横
にある三角をクリックします。
3. 「カスタム検索」リストで、編集する検索をダブルクリックします。
ヒント: 次のいずれかの方法でエディタを開くこともできます。
■

編集する検索を選択し、「編集」ボタンをクリックします。

■

編集する検索を選択し、ウィンドウ下部の「アクション」ポップアップメニュー
から「検索を編集する」を選択します。

2.4.5.2 カスタム検索の名前を変更する

1. 検索エディタを開いていない場合は、開きます。操作方法は、カスタム検
索エディタを開く (p. 21) を参照してください。
2. 検索エディタの「検索名」フィールドに変更後の名前を入力します。
2.4.5.3 検索対象を指定する
■

次のいずれかの手順を実行してください。
■

脅威検索する項目を Finder から「検索」ウィンドウの「カスタム検索」
にドラッグします。

■

検索エディタで、プラス記号 (+) をクリックし、ダイアログから検索するア
イテムを選択します。
検索エディタを開く方法は、カスタム検索エディタを開く (p. 21) を参照して
ください。

ヒント: 追加したフォルダの内容を読み取るための十分な権限を持っていない場合、
フォルダにアクセス権なしのマークが表示され、検索が実行されません。
2.4.5.4 カスタム検索に脅威を追加する
隔離マネージャに脅威が表示されている場合、その脅威を既存のカスタム検索に追
加することができます。

1. 「検索」ウィンドウを開いていない場合は、「ウインドウ > 検索」を選択
してウィンドウを開きます。
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2. 「カスタム検索」リストを展開していない場合は、「カスタム検索」の横
にある三角をクリックします。
3. 「隔離マネージャ」ウィンドウが開いていなければ、「ウインドウ > 隔離
マネージャ」を選択して開きます。
4. 隔離マネージャで、次のいずれかの手順を実行します。
■

脅威の一覧で、既存のカスタム検索に追加する脅威を選択します。
選択した脅威を、「カスタム検索」リストの対象とする検索にドラッグしま
す。

■

「脅威の詳細」ボックスで、既存のカスタム検索に追加するファイルを選択
します。
選択したファイルを、「カスタム検索」リストの対象とする検索にドラッグ
します。

ヒント: 対象とする検索用のエディタが既に開いている場合、選択した脅
威やファイルをそこにドラッグすることもできます。
2.4.5.5 カスタム検索に除外対象項目を追加する
カスタム検索の対象からファイル、フォルダ、またはボリュームを除外できます。
たとえば、次のようなファイルを除外の対象に設定できます。
■

容量が大きく検索に時間がかかるファイル

■

検索エラーが発生するファイル

■

誤検知されるファイル

■

バックアップ用ボリューム。ファイルのバックアップ時にファイルの検索が実行
されるため

重要: ファイル、フォルダ、またはボリュームを検索の対象から除外すると、脅威
対策の保護レベルが低下します。
カスタム検索の除外対象項目を追加する方法は次のとおりです。

1. 検索エディタを開いていない場合は、開きます。操作方法は、カスタム検
索エディタを開く (p. 21) を参照してください。
2. 「除外されたアイテム」ペインで、次のいずれかを実行します。
■

■
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します。
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検索から除外する項目を指定する方法については、除外ルール (p. 23) を
参照してください。
2.4.5.6 カスタム検索の除外対象項目を編集する

1. 検索エディタを開いていない場合は、開きます。操作方法は、カスタム検
索エディタを開く (p. 21) を参照してください。
2. 「除外されたアイテム」ペインで、対象のアイテムをダブルクリックし、
編集します。
検索から除外する項目を指定する方法については、除外ルール (p. 23) を
参照してください。
2.4.5.7 除外ルール
ボリューム、フォルダ、ファイルなど、検索の除外対象を追加、または変更する
際、POSIX 形式のパスを入力することができます。検索から除外するアイテムの指
定には、次のルールを使用します。

除外対象

パスの表記方法

フォルダとそのサブフォルダ (再帰的にすべ
て)

行末にスラッシュ「/」を追加

フォルダのみ (サブフォルダは含めない)

行末にダブルスラッシュ「//」を追加

ファイル

行末にスラッシュやダブルスラッシュを追
加しない

特定の場所にあるフォルダやファイル

行頭にスラッシュを追加

すべてのローカルディスクやネットワーク
にあるフォルダやファイル

行頭にスラッシュを追加しない

特定の拡張子を持つファイル

ファイル名部分にアスタリスク「*」を指定

例

除外対象パス

検索から除外されるアイテム

/MyFolder/MyApplication

特定の場所にある MyApplication というファ
イル

/MyFolder/

特定の場所にある MyFolder というフォルダ
内のすべてのファイルと、サブフォルダ (再
帰的にすべて)
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除外対象パス

検索から除外されるアイテム

/MyFolder//

特定の場所にある MyFolder というフォルダ
内のすべてのファイルのみ。サブフォルダ
は含まない

MyFolder/MyApplication

ローカルディスクやネットワーク上にある
すべての MyFolder というフォルダ内の
MyApplication というファイル

MyFolder/

ローカルディスクやネットワーク上にある
すべての MyFolder というフォルダ内のファ
イルすべてと、サブフォルダ (再帰的にすべ
て)

MyFolder//

ローカルディスクやネットワーク上にある
すべての MyFolder というフォルダ内のファ
イルすべて。サブフォルダは含まない

MyApplication

ローカルディスクやネットワーク上にある
すべての MyApplication というファイル

*.mov

ローカルディスクやネットワーク上にある
拡張子が .mov のファイルすべて

/MyFolder/*.mov

特定の場所にある拡張子が .mov のファイル
すべて

2.4.5.8 カスタム検索の除外対象項目を削除する

1. 検索エディタを開いていない場合は、開きます。操作方法は、カスタム検
索エディタを開く (p. 21) を参照してください。
2. 「除外されたアイテム」ペインで、削除するアイテムをダブルクリック
し、マイナス記号 (-) をクリックします。
2.4.5.9 カスタム検索に対するアーカイブや圧縮ファイル内の検索を無効にする
デフォルトで、アーカイブおよび圧縮ファイル内の検索は有効になっています。
カスタム検索に対するアーカイブや圧縮ファイル内の検索を無効にする方法は次の
とおりです。

1. 検索エディタを開いていない場合は、開きます。操作方法は、カスタム検
索エディタを開く (p. 21) を参照してください。
2. 「オプション」ペインで、「アーカイブおよび圧縮ファイル内」の選択を
外します。
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2.4.5.10 指定した日時にカスタム検索が実行されるようスケジュール設定する
管理者権限のあるユーザーは、指定した日時にカスタム検索が自動的に実行される
よう設定することができます。毎日、特定の時刻 (複数指定可) に検索が実行される
ようスケジュール設定できます。

1. 検索エディタを開いていない場合は、開きます。操作方法は、カスタム検
索エディタを開く (p. 21) を参照してください。
2. 「スケジュール」ペインで、「スケジュール設定を有効にする」チェック
ボックスを選択します。
3. カスタム検索を実行する曜日を指定します。
4. 新しい時刻を追加するには、「追加」(+) をクリックします。
5. 検索を実行する時刻を選択します。
ヒント: さらに時刻を追加するには、「追加」(+) を再度クリックします。時刻を削
除するには、「削除」(-) をクリックします。
2.4.5.11 カスタム検索で脅威の自動クリーンアップを設定する
脅威に対処するには、隔離マネージャを使用することを推奨します (脅威の対処方
法 (p. 32) を参照してください)。なお、カスタム検索で検出された脅威を自動的に
クリーンアップするよう設定することもできます。
重要: Sophos Anti-Virus では、脅威をクリーンアップする前に確認メッセージは表
示されません。
カスタム検索で脅威の自動クリーンアップを設定する方法は次のとおりです。

1. 検索エディタを開いていない場合は、開きます。操作方法は、カスタム検
索エディタを開く (p. 21) を参照してください。
2. 「オプション」ペインで、「脅威が検出されたときの対処方法」ポップ
アップメニューから、「脅威をクリーンアップする」を選択します。
3. 「クリーンアップが失敗したときの対処方法」ポップアップメニューか
ら、クリーンアップに失敗した場合、Sophos Anti-Virus で実行する対処方
法を選択します。
■

■

何も対処しない場合は、「ログのみ」を選択します。ただし、メール
警告を有効にした場合は、Sophos Anti-Virus からメール警告が送信され
ます。
脅威を削除するには、「脅威を削除する」を選択します。
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■

脅威が実行されないよう別のフォルダに移動するには、「脅威を移動する」
を選択します。
デフォルトで、脅威は /Users/Shared/Infected/ に移動されます。別のフォルダ
を指定するには、「フォルダの選択」をクリックし、ダイアログにフォルダ
を入力します。

脅威に対処するために Sophos Anti-Virus で実行されるアクションは、すべてカスタ
ム検索のログに記録されます。
重要: 脅威をクリーンアップしても、この Mac で脅威が実行した一部の動作を元に
戻すことができないことがあります。たとえば、脅威によって設定内容が変更され
た場合、クリーンアップ機能が元の値を把握していないと、正しい値に設定を戻す
ことができません。クリーンアップ後、設定内容の確認が必要となります。感染し
たドキュメントをクリーンアップしても、脅威によるドキュメントの変更箇所は修
復されません。
2.4.5.12 カスタム検索で脅威が自動的に移動されるよう設定する
脅威に対処するには、隔離マネージャを使用することを推奨します (脅威の対処方
法 (p.32) を参照してください)。なお、カスタム検索で検出された脅威を、別のフォ
ルダに自動的に移動するよう設定することもできます。感染プログラムは移動する
ことで実行される可能性が低くなります。
重要: このオプションは、サポートフォーラムなどでアドバイスを受けた場合のみ
に使用してください。脅威が移動される前に Sophos Anti-Virus で確認メッセージが
表示されなくなります。
カスタム検索で脅威が自動的に移動されるよう設定する方法は次のとおりです。

1. 検索エディタを開いていない場合は、開きます。操作方法は、カスタム検
索エディタを開く (p. 21) を参照してください。
2. 「オプション」ペインで、「脅威が検出されたときの対処方法」ポップ
アップメニューから、「脅威を移動する」を選択します。
デフォルトで、脅威は /Users/Shared/Infected/ に移動されます。別のフォル
ダを指定するには、「フォルダの選択」をクリックし、ダイアログにフォ
ルダを入力します。
脅威に対処するために Sophos Anti-Virus で実行されるアクションは、すべてカスタ
ム検索のログに記録されます。
2.4.5.13 カスタム検索で脅威の自動削除を設定する
脅威に対処するには、隔離マネージャを使用することを推奨します (脅威の対処方
法 (p. 32) を参照してください)。なお、カスタム検索で検出された脅威を自動的に
削除するよう設定することもできます。
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重要: このオプションは、サポートフォーラムなどでアドバイスを受けた場合のみ
に使用してください。脅威が削除される前に Sophos Anti-Virus で確認メッセージが
表示されなくなります。
カスタム検索で脅威の自動削除を設定する方法は次のとおりです。

1. 検索エディタを開いていない場合は、開きます。操作方法は、カスタム検
索エディタを開く (p. 21) を参照してください。
2. 「オプション」ペインで、「脅威が検出されたときの対処方法」ポップ
アップメニューから、「脅威を削除する」を選択します。
脅威に対処するために Sophos Anti-Virus で実行されるアクションは、すべてカスタ
ム検索のログに記録されます。
重要: 削除機能では、この Mac で脅威が実行した動作を元に戻すことはできませ
ん。

2.4.6 カスタム検索を削除する
1. 「検索」ウィンドウを開いていない場合は、「ウインドウ > 検索」を選択
してウィンドウを開きます。
2. 「カスタム検索」リストを展開していない場合は、「カスタム検索」の横
にある三角をクリックします。
3. 「カスタム検索」リストで、削除する検索を選択します。
4. マイナス記号 (-) をクリックします。

2.4.7 カスタム検索のログを表示する
1. 「検索」ウィンドウを開いていない場合は、「ウインドウ > 検索」を選択
してウィンドウを開きます。
2. 「カスタム検索」リストを展開していない場合は、「カスタム検索」の横
にある三角をクリックします。
3. 「カスタム検索」リストで、ログを表示する検索を選択します。
4. ウィンドウ下部のポップアップメニューから、「検索ログを表示する」を
選択します。
コンソールにログが表示されます。

2.5 メール警告を設定する
Sophos Anti-Virus では、脅威が検出されたり、深刻なエラーが発生した際にメール
で通知することができます。この設定は、オンアクセス検索、ユーザーが開始する
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検索、カスタム検索、または Finder アイテムの検索で指定できます。デフォルト
で、メール警告の設定は無効になっています。
メール警告を設定する方法は次のとおりです。

1. 「Sophos Anti-Virus > 環境設定」を選択します。
2. 「メッセージング」をクリックします。
3. 一部の設定項目がグレーアウト表示されている場合、カギのアイコンをク
リックし、管理者名とパスワードを入力します。
4. 「脅威が検出されたときや、エラーが発生したときにメール警告を送信す
る」を選択します。
5. 設定内容を次のように変更します。
■

■

■
■

■

Sophos Anti-Virus で脅威が検出されたときのみに、メール警告を送信す
る場合は、「脅威」を選択します。
Sophos Anti-Virus で脅威が検出されたときや、深刻なエラーが発生した
ときに、メール警告を送信する場合は、「脅威とエラー」を選択しま
す。
メール警告の送信先アドレスを「受信者」フィールドに入力します。
メール警告を送信するサーバーのアドレスを「送信元メールサーバー」
フィールドに入力します。
メール警告の送信元アドレスを「送信者」フィールドに入力します。

ヒント: メールアドレスは、カンマで区切って複数指定することもできま
す。

2.6 警告の環境設定をデフォルトに戻す
警告の環境設定をソフォス推奨のデフォルト値に設定する方法は次のとおりです。

1. 「Sophos Anti-Virus > 環境設定」を選択します。
2. 「メッセージング」をクリックします。
3. 一部の設定項目がグレーアウト表示されている場合、カギのアイコンをク
リックし、管理者名とパスワードを入力します。
4. 「デフォルトに戻す」をクリックします。

2.7 ライブスキャン
ライブスキャンは、脅威に関するオンラインデータベースをリアルタイムで参照し
ます。ライブスキャンが有効になっていると、Sophos Anti-Virus は、SophosLabs の
詳細なクラウドデータベースを使用して疑わしいファイルをスキャンし、ブロック
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または許可するかを決定します。ライブスキャンを設定する方法は次のとおりで
す。

1. 「Sophos Anti-Virus > 環境設定」を選択します。
2. 「ライブスキャン」をクリックします。
3. 一部の設定項目がグレーアウト表示されている場合、カギのアイコンをク
リックし、管理者名とパスワードを入力します。
4. ライブスキャンを有効にするには、トグルスイッチを「ON」に切り替え
ます。

2.8 ライブスキャンの設定をデフォルトに戻す
ライブスキャンの設定をソフォス推奨のデフォルトに戻す方法は次のとおりです。

1. 「Sophos Anti-Virus > 環境設定」を選択します。
2. 「ライブスキャン」をクリックします。
3. 一部の設定項目がグレーアウト表示されている場合、カギのアイコンをク
リックし、管理者名とパスワードを入力します。
4. 「デフォルトに戻す」をクリックします。

2.9 Web スキャン
ソフォス Web スキャンは、Web サイトの脅威に対する保護機能を強化します。感
染 Web サイトに関するソフォスのオンラインデータベースで URL を参照し、マル
ウェア感染サイトの場合、アクセスをブロックします。

2.9.1 対応しているブラウザ
Web スキャンで対応しているブラウザは次のとおりです。
■

Firefox

■

Google Chrome

■

Safari

■

Opera

29

Sophos Anti-Virus for Mac: Home Edition

2.9.2 一般設定
Web スキャンを使用して、悪意のあるWeb サイトへのアクセスをブロックしたり、
ダウンロードしたファイルを検索して悪意のあるコンテンツをブロックしたりでき
ます。Web スキャンを設定する方法は次のとおりです。

1. 「Sophos Anti-Virus > 環境設定」を選択します。
2. 「Web スキャン」を選択します。
3. 「Web スキャン」パネルの「一般」をクリックします。
4. 一部の設定項目がグレーアウト表示されている場合、カギのアイコンをク
リックし、管理者名とパスワードを入力します。
5. 悪意のあるコンテンツを含むとソフォスが判断したサイトから Mac を保
護するには、ダイアログ上部のトグルスイッチを「ON」に切り替えます。
6. ブラウザに到達する前に悪意のあるファイルのダウンロードをブロックす
るには、ダイアログ下部のトグルスイッチを「ON」に切り替えます。ダ
ウンロードしたファイルをコンテンツ検索エンジンで検索することで、追
加チェックを実行できます。

2.9.3 許可する Web サイト
Web スキャンから特定の Web サイトを除外することができます。ドメイン名を追
加して、Web スキャンからドメイン全体を除外できます。また、IPv4 アドレスを追
加して、Web スキャンからそのアドレスを除外できます。許可する Web サイトを
追加する方法は次のとおりです。

1. 「Sophos Anti-Virus > 環境設定」を選択します。
2. 「Web スキャン」を選択します。
3. 「Web スキャン」パネルの「許可する Web サイト」をクリックします。
4. 一部の設定項目がグレーアウト表示されている場合、カギのアイコンをク
リックし、管理者名とパスワードを入力します。
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5. 「+」(プラス) ボタンをクリックして、Web スキャンから除外する Web サ
イトを追加します。Web スキャンから除外する CIDR 記法のドメイン名、
IP アドレス、または IP アドレス範囲を入力します。特定のパスを入力す
ることはできません。
許可する Web サイトの指定例は次のとおりです。
■

example.com と指定した場合: example.com ドメイン全体が許可されます。

■

address.example.com と指定した場合: address.example.com または
this.address.example.com が許可されますが、
different.example.com は許可されません。

■

192.0.2.0 と指定した場合: 192.0.2.0 のみが許可されます。

■

192.0.2.0/24 と指定した場合: 192.0.2.0 から 192.0.2.255 のアドレス
が許可されます。

ヒント: ローカルアドレスは、許可する Web サイトとして自動的に指定さ
れます。

2.10 Terminal で Sophos Anti-Virus を使う
Mac OS X のコマンドラインインターフェースである Terminal を使用して検索を実
行できます。この機能に関するコマンドラインヘルプを表示する方法は次のとおり
です。

1. Terminal を開きます。
これには、/アプリケーション/ユーティリティ フォルダを開き、「Terminal」
をダブルクリックします。
2. コマンドプロンプトで次のように入力します。
sweep -h
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3 脅威の対処方法
Mac で検出された脅威は、Sophos Anti-Virus の「隔離マネージャ」というコンポー
ネントに表示されます。脅威が検出されたら、隔離マネージャを開いて処理する必
要があります。

3.1 隔離マネージャを開く
隔離マネージャを開くには、次のいずれかの手順を実行してください。
■
■

■

「ウインドウ > 隔離マネージャ」を選択します。
メニューバーの右端にあるSophos Anti-Virusアイコンをクリックし、ショー
トカットメニューから「隔離マネージャを開く」を選択します。
「検索」ウィンドウで「隔離マネージャ」をクリックします。

3.2 隔離マネージャについて
隔離マネージャには検索で検出されたすべての脅威が表示され、ここから各脅威を
処理することができます。「隔離マネージャ」ウィンドウの各機能については以下
を参照してください。
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感染日時。同じ脅威が複数回検出された場合は、最初の検出時刻のみが表示
されます。
脅威名。各脅威名をクリックすると、対応するソフォス Web サイトの解析情
報ページが開きます。
脅威を構成する主要ファイルの名前。
脅威を処理する際に実行可能なアクション。
検出された脅威のリスト。各カラムヘッダをクリックすると、脅威が並び替
えられます。処理する脅威は 1つ以上選択できます。リストには最大 200件の
脅威が表示されます。この制限を越えると古い脅威から順に新しいものに置
き換えられます。
感染日時。同じ脅威が複数回検出された場合は、最初と最後の検出時刻のみ
が表示されます。
脅威を構成するすべてのファイルの名前とその保存場所。
検索中に脅威が移動された場合や、その一部が削除された場合に表示される
情報。脅威を構成する元のファイルすべてが表示されます。
脅威を処理する際に実行可能なアクション、およびこれまでに実行したアク
ションの概要 (該当する場合)。
「Finder に表示」をクリックすると、選択した脅威が発生したファイルが
Finder に表示されます。詳細は、隔離マネージャで脅威に対処する (p. 34) を
参照してください。
「リストから消去」をクリックすると、隔離マネージャから選択した脅威が
未処理のまま消去されます。詳細は、隔離マネージャで脅威を消去する (p.
35) を参照してください。
「脅威のクリーンアップ」をクリックすると、選択した脅威がクリーンアッ
プされます。詳細は、隔離マネージャで脅威に対処する (p. 34) を参照してく
ださい。

3.3 隔離マネージャで脅威の詳細を表示する
隔離マネージャで、脅威を構成するファイルすべてなど、脅威が Mac に与えた影響
の詳細を表示することができます。
一部の情報は非表示になっていますが、「隔離マネージャ」ウィンドウの下部にあ
るカギのアイコンをクリックして認証することで表示できます。
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隔離マネージャで脅威の詳細を表示する方法は次のとおりです。

1. 隔離マネージャで、詳細を表示する脅威を選択します。
一度に複数の脅威を選択することもできますが、その場合、一般的な情報
に限って表示されます。
2. 「脅威の詳細」の横にある開示ボタンをクリックします。
脅威の詳細が、「脅威の詳細」ボックスに表示されます。各フィールドの説明
は、隔離マネージャについて (p. 32) を参照してください。
脅威を構成するファイルのパスが長く、全体が表示されない場合は、パスをクリッ
プボードにコピーして、それをテキストエディタに貼り付けることができます。パ
スをコピーするには、「脅威の詳細」ボックスで、「パスとファイル名」をクリッ
クした後、ポップアップメニューから「選択したファイルのパスをコピーする」を
選択します。

3.4 隔離マネージャで脅威に対処する
1. 隔離マネージャで「実行可能なアクション」カラムのヘッダをクリック
し、実行可能なアクションで脅威の一覧を並び替えます。
2. 実行可能なアクションが「クリーンアップ」の脅威すべてを選択します。
3. 「脅威のクリーンアップ」をクリックします。
「隔離マネージャ」ウィンドウの下部にあるカギのアイコンをクリックして認証
する必要があります。
クリーンアップされた脅威は、リストから消去されます。

4. 「実行可能なアクション」カラムのヘッダをクリックし、脅威の一覧を並
び替えます。
5. 実行可能なアクションが「再起動」の脅威がある場合は、Mac を再起動し
てクリーンアップを完了します。
6. 「実行可能なアクション」カラムのヘッダをクリックし、脅威の一覧を並
び替えます。
7. 実行可能なアクションが「ローカルボリュームの検索」の脅威がある場合
は、ローカルドライブの検索を実行します (ローカルボリュームを検索す
る (p. 15) を参照してください)。
8. 「実行可能なアクション」カラムのヘッダをクリックし、脅威の一覧を並
び替えます。
9. 実行可能なアクションが「クリーンアップ」の脅威がある場合は、ステッ
プ 3に戻ります。
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10. 実行可能なアクションが「手動クリーンアップ」の脅威がある場合は、次
の手順を実行してください。
a) 脅威のカスタム検索を追加します (脅威のカスタム検索を追加する (p.
19) を参照してください)。
b) 検索を実行します (カスタム検索を実行する (p. 18) を参照してくださ
い)。
重要: 脅威をクリーンアップしても、この Mac で脅威が実行した一部の動作を元に
戻すことができないことがあります。たとえば、脅威によって設定内容が変更され
た場合、クリーンアップ機能が元の値を把握していないと、正しい値に設定を戻す
ことができません。クリーンアップ後、設定内容の確認が必要となります。感染し
たドキュメントをクリーンアップしても、脅威によるドキュメントの変更箇所は修
復されません。

3.5 クリーンアップの警告を無効にする
デフォルトで Sophos Anti-Virus は、隔離マネージャで脅威をクリーンアップする前
に警告を表示します。
クリーンアップの警告を無効にする方法は次のとおりです。

1. 「Sophos Anti-Virus > 環境設定」を選択します。
2. 「メッセージング」をクリックします。
3. 一部の設定項目がグレーアウト表示されている場合、カギのアイコンをク
リックし、管理者名とパスワードを入力します。
4. 「隔離マネージャで脅威をクリーンアップする前に警告する」を選択から
外します。
ヒント: クリーンアップの警告は、警告ダイアログで「次回からこのメッセージを
表示しない」を選択して無効にすることもできます。

3.6 隔離マネージャで脅威を消去する
脅威を消去するには、「隔離マネージャ」ウィンドウの下部にあるカギのアイコン
をクリックして認証する必要があります。
脅威は次のような場合に消去できます。
■

脅威の誤検知が確認された場合

■

確実に手動でクリーンアップできた場合

■

感染したリムーバルメディアが既に取り外されている場合
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■

ローカルドライブの検索を行う前に脅威の一覧をクリアしたい場合

隔離マネージャで脅威を消去する方法は次のとおりです。

1. 隔離マネージャで、消去する脅威を選択します。
一度に複数の脅威を選択することもできます。
2. 「リストから消去」をクリックします。
リストから脅威を消去してもファイルは何も削除されません。
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4 アップデート
4.1 今すぐ Sophos Anti-Virus をアップデートする
デフォルトで、Sophos Anti-Virus は 1時間ごとにアップデートします。なお、今す
ぐアップデートを実行することもできます。
今すぐ Sophos Anti-Virus のアップデートを実行するには、次のいずれかの手順を実
行してください。
■
■

■

「Sophos Anti-Virus > 今すぐアップデート」を選択します。
メニューバーの右端にあるSophos Anti-Virusアイコンをクリックし、ショー
トカットメニューから「今すぐアップデート」を選択します。
コントロールボタンを押しながら Dock で Sophos Anti-Virus のアプリケー
ションアイコンをクリックし、ショートカットメニューから「今すぐアッ
プデート」を選択します。

アップデートの実行中、メニューバーの右端にある Sophos Anti-Virus アイコンに動
く矢印が表示されます。

4.2 アップデートを設定する
Sophos Anti-Virus for Mac: Home Edition はソフォスのサーバーに接続しアップデート
を実行するようあらかじめ設定されているため、変更できる設定オプションは限ら
れています。

4.2.1 アップデートをスケジュール設定する
デフォルトで、Sophos Anti-Virus は 1時間ごとにアップデートします。しかし、アッ
プデートを実行するタイミングや頻度は変更することができます。
アップデートのスケジュールを設定するには次の手順を実行します。

1. 「Sophos Anti-Virus > 環境設定」を選択します。
2. 「AutoUpdate」をクリックします。
3. 一部の設定項目がグレーアウト表示されている場合、カギのアイコンをク
リックし、管理者名とパスワードを入力します。
4. 設定内容を次のように変更します。
■

定期的な頻度で Sophos Anti-Virus をアップデートするには、「アップ
デート版のチェック」を選択し更新間隔を入力します。
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■

ネットワークの接続が確立したときに自動的に Sophos Anti-Virus をアッ
プデートするには、「ネットワークやインターネットに接続するたび
にアップデート版をチェックする」を選択します。

4.2.2 アップデートの環境設定をデフォルトに戻す
アップデートの環境設定をソフォス推奨のデフォルト値に設定する方法は次のとお
りです。

1. 「Sophos Anti-Virus > 環境設定」を選択します。
2. 「AutoUpdate」をクリックします。
3. 一部の設定項目がグレーアウト表示されている場合、カギのアイコンをク
リックし、管理者名とパスワードを入力します。
4. 「デフォルトに戻す」をクリックします。

4.2.3 ログの設定を変更する
オンアクセス検索 (脅威の検出など) とアップデートの活動内容すべては、ソフォス
のオンアクセス検索ログとアップデートログに記録されます。Sophos Anti-Virus で
は、これらの内容を Mac OS X のシステムログに記録することもできます。
オンアクセス検索とアップデートに関するログの設定を変更する方法は次のとおり
です。

1. 「Sophos Anti-Virus > 環境設定」を選択します。
2. 「ログ」をクリックします。
3. 一部の設定項目がグレーアウト表示されている場合、カギのアイコンをク
リックし、管理者名とパスワードを入力します。
4. 設定内容を次のように変更します。
■

■

■
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4.2.4 ログの環境設定をデフォルトに戻す
ログの環境設定をソフォス推奨のデフォルト値に設定する方法は次のとおりです。

1. 「Sophos Anti-Virus > 環境設定」を選択します。
2. 「ログ」をクリックします。
3. 一部の設定項目がグレーアウト表示されている場合、カギのアイコンをク
リックし、管理者名とパスワードを入力します。
4. 「デフォルトに戻す」をクリックします。

4.3 アップデートの進行状況をチェックする
■

アップデートの実行中、進行状況は、メニューバーの右端にある Sophos
Anti-Virus アイコンに動く矢印で表示されます。また、アップデートの進
行状況をチェックするには、メニューバーの右端にある Sophos Anti-Virus
アイコンをクリックして、ショートカットメニューから「AutoUpdate ウ
インドウの表示」を選択することもできます。

ヒント: すべてのアップデートのログを表示する方法は、オンアクセス検索、およ
びアップデートのログを表示する (p. 14) を参照してください。

4.4 オンアクセス検索、およびアップデートのログを表示す
る
検出された脅威など、オンアクセス検索の活動内容すべてのログや、アップデート
活動内容すべてのログを表示する方法は次のとおりです。

1. 「Sophos Anti-Virus > 環境設定」を選択します。
2. 「ログ」ペインで、「ログの表示」をクリックします。
コンソールにログが表示されます。各エントリのはじめにあるタグを参照して、ロ
グが、オンアクセススキャナ (com.sophos.intercheck)、または AutoUpdate
(com.sophos.autoupdate) のどちらによって記録されたか判断することができます。
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5 Sophos Anti-Virus の削除
1. /アプリケーション フォルダで、「Sophos Remove」をダブルクリックしま
す。
2. 確認ダイアログボックスで、「Sophos Anti-Virus を削除する」をクリック
します。
3. ユーザーアカウント ダイアログで、管理者のユーザー名とパスワードを
入力します。「OK」をクリックします。
Mac から Sophos Anti-Virus が削除されました。
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6 トラブルシューティング
6.1 Sophos Anti-Virus がアップデートされない
現象
Sophos Anti-Virus のアップデートに失敗する、またはアップデートが実行されない
ことがあります。アップデートできない場合、メニューバーの右端にある Sophos
Anti-Virus アイコンの上にX印が表示されます。

原因
原因は、アップデートログを参照してください。詳細は、オンアクセス検索、およ
びアップデートのログを表示する (p. 14) を参照してください。

解決方法
■

Sophos Anti-Virus が設定どおりにアップデートを試みていない場合は、アップ
デートをスケジュール設定する (p. 37) を参照してください。設定内容が正しい
ことを確認してください。

6.2 Sophos Anti-Virus アイコンがグレーアウト表示される
現象
メニューバーにある Sophos Anti-Virus アイコンがグレーアウト表示されることがあ
ります。

原因
Mac がオンアクセス検索によって保護されていません。

解決方法
オンアクセス検索を有効にします。操作方法の詳細は、オンアクセス検索を有効/無
効に切り替える (p. 6) を参照してください。
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6.3 「Sophos Anti-Virus で検索する」メニューコマンドが表
示されない
現象
ショートカットメニューから Finder アイテムの検索を起動しようとしても、ショー
トカットメニューに「Sophos Anti-Virus で検索する」コマンドが表示されないこと
があります。

原因
このメニューコマンドは、Sophos Anti-Virus インストール直後は、ショートカット
メニューに表示されません。

解決方法
Mac に再ログインしてください。

6.4 手動クリーンアップしかできない
現象
隔離マネージャに表示されている脅威の実行可能なアクションに「手動クリーン
アップ」と表示されます。

原因
次のいずれかの原因が考えられます。
■

クリーンアップに必要な脅威データが Sophos Anti-Virus にない。

■

当該の脅威が書き込み禁止のボリュームに保存されている。

解決方法
脅威を自動クリーンアップできない理由に応じて次のいずれかを実行してくださ
い。
■

クリーンアップに必要な脅威データが Sophos Anti-Virus にない場合は、次の手順
に従って、手動でクリーンアップを実行する必要があります。
1. 脅威のカスタム検索を追加します (脅威のカスタム検索を追加する (p. 19) を
参照してください)。
2. 検索を実行します (カスタム検索を実行する (p. 18) を参照してください)。
重要: 脅威をクリーンアップしても、この Mac で脅威が実行した一部の動作を元
に戻すことができないことがあります。たとえば、脅威によって設定内容が変更
された場合、クリーンアップ機能が元の値を把握していないと、正しい値に設定
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を戻すことができません。クリーンアップ後、設定内容の確認が必要となりま
す。
■

当該のボリュームに対する書き込み権限を割り当てられる場合は次の手順を実行
してください。
1. 隔離マネージャから当該の脅威を消去します (隔離マネージャで脅威を消去す
る (p. 35) を参照してください)。
2. もう一度脅威を検索します。
3. 当該のボリュームに対する書き込み権限を割り当てます。
4. 隔離マネージャの脅威をクリーンアップします (隔離マネージャで脅威に対処
する (p. 34) を参照してください)。

43

Sophos Anti-Virus for Mac: Home Edition

7 テクニカルサポート
FreeTalk フォーラム (英語) (http://openforum.sophos.com/MacAV) をご利用ください。
さまざまな問題に関する情報を検索できます。ソフォスは、Sophos Anti-Virus for
Mac: Home Edition に関する、電話およびメールによるテクニカルサポートは提供し
ていないことにご注意ください。
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8 ご利用条件
Copyright © 2013 Sophos Limited.All rights reserved.この出版物の一部または全部を、
電子的、機械的な方法、写真複写、録音、その他いかなる形や方法においても、使
用許諾契約の条項に準じてドキュメントを複製することを許可されている、もしく
は著作権所有者からの事前の書面による許可がある場合以外、無断に複製、復元で
きるシステムに保存、または送信することを禁じます。
Sophos、Sophos Anti-Virus および SafeGuard は、Sophos Limited、Sophos Group およ
び Utimaco Safeware AG の登録商標です。その他記載されている会社名、製品名は、
各社の登録商標または商標です。

ACE™, TAO™, CIAO™, and CoSMIC™
ACE1, TAO2, CIAO3, and CoSMIC4 (henceforth referred to as "DOC software") are copyrighted
by Douglas C.Schmidt5 and his research group6 at Washington University7, University of
California8, Irvine, and Vanderbilt University9, Copyright © 1993-2005, all rights reserved.
Since DOC software is open-source, free software, you are free to use, modify, copy, and
distribute–perpetually and irrevocably–the DOC software source code and object code produced
from the source, as well as copy and distribute modified versions of this software.You must,
however, include this copyright statement along with code built using DOC software.
You can use DOC software in commercial and/or binary software releases and are under no
obligation to redistribute any of your source code that is built using DOC software.Note,
however, that you may not do anything to the DOC software code, such as copyrighting it
yourself or claiming authorship of the DOC software code, that will prevent DOC software
from being distributed freely using an open-source development model.You needn't inform
anyone that you're using DOC software in your software, though we encourage you to let us10
know so we can promote your project in the DOC software success stories11.
DOC software is provided as is with no warranties of any kind, including the warranties of
design, merchantability, and fitness for a particular purpose, noninfringement, or arising from
a course of dealing, usage or trade practice.Moreover, DOC software is provided with no
support and without any obligation on the part of Washington University, UC Irvine,
Vanderbilt University, their employees, or students to assist in its use, correction, modification,
or enhancement.A number of companies12 around the world provide commercial support
for DOC software, however.DOC software is Y2K-compliant, as long as the underlying OS
platform is Y2K-compliant.
Washington University, UC Irvine, Vanderbilt University, their employees, and students shall
have no liability with respect to the infringement of copyrights, trade secrets or any patents
by DOC software or any part thereof.Moreover, in no event will Washington University, UC
Irvine, or Vanderbilt University, their employees, or students be liable for any lost revenue or
profits or other special, indirect and consequential damages.
The ACE13, TAO14, CIAO15, and CoSMIC16 web sites are maintained by the DOC Group17
at the Institute for Software Integrated Systems (ISIS)18 and the Center for Distributed Object
Computing of Washington University, St.Louis19 for the development of open-source software
as part of the open-source software community20.By submitting comments, suggestions, code,

code snippets, techniques (including that of usage), and algorithms, submitters acknowledge
that they have the right to do so, that any such submissions are given freely and unreservedly,
and that they waive any claims to copyright or ownership.In addition, submitters
acknowledgethat any such submission might become part of the copyright maintained on the
overall body of code, which comprises the DOC software.By making a submission, submitter
agree to these terms.Furthermore, submitters acknowledge that the incorporation or
modification of such submissions is entirely at the discretion of the moderators of the
open-source DOC software projects or their designees.
The names ACE, TAO, CIAO, CoSMIC, WashingtonUniversity, UC Irvine, and Vanderbilt
University, may not be used to endorse or promote products or services derived from this
source without express written permission from Washington University, UC Irvine, or
Vanderbilt University.Further, products or services derived from this source may not be called
ACE, TAO, CIAO, or CoSMIC nor may the name Washington University, UC Irvine, or
Vanderbilt University appear in their names, without express written permission from
Washington University, UC Irvine, and Vanderbilt University.
If you have any suggestions, additions, comments, or questions, please let me21 know.
Douglas C.Schmidt22
References
http://www.cs.wustl.edu/~schmidt/ACE.html
http://www.cs.wustl.edu/~schmidt/TAO.html
http://www.dre.vanderbilt.edu/CIAO/
http://www.dre.vanderbilt.edu/cosmic/
http://www.dre.vanderbilt.edu/~schmidt/
http://www.cs.wustl.edu/~schmidt/ACE-members.html
http://www.wustl.edu/
http://www.uci.edu/
http://www.vanderbilt.edu/
mailto:doc_group@cs.wustl.edu
http://www.cs.wustl.edu/~schmidt/ACE-users.html
http://www.cs.wustl.edu/~schmidt/commercial-support.html
http://www.cs.wustl.edu/~schmidt/ACE.html
http://www.cs.wustl.edu/~schmidt/TAO.html
http://www.dre.vanderbilt.edu/CIAO/
http://www.dre.vanderbilt.edu/cosmic/
http://www.dre.vanderbilt.edu/
http://www.isis.vanderbilt.edu/
http://www.cs.wustl.edu/~schmidt/doc-center.html
http://www.opensource.org/
mailto:d.schmidt@vanderbilt.edu
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Apache
The Sophos software that is described in this document may include some software programs
that are licensed (or sublicensed) to the user under the Apache License.A copy of the license
agreement for any such included software can be found at
http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Boost
Version 1.0, 17 August 2003
Permission is hereby granted, free of charge, to any person or organization obtaining a copy
of the software and accompanying documentation covered by this license (the “Software”) to
use, reproduce, display, distribute, execute, and transmit the Software, and to prepare derivative
works of the Software, and to permit third-parties to whom the Software is furnished to do
so, all subject to the following:
The copyright notices in the Software and this entire statement, including the above license
grant, this restriction and the following disclaimer, must be included in all copies of the
Software, in whole or in part, and all derivative works of the Software, unless such copies or
derivative works are solely in the form of machine-executable object code generated by a source
language processor.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS",WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS
OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, TITLE AND
NON-INFRINGEMENT.IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT HOLDERS OR ANYONE
DISTRIBUTING THE SOFTWARE BE LIABLE FOR ANY DAMAGES OR OTHER LIABILITY,
WHETHER IN CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE.

Common Public License
このドキュメントで言及されているソフォスのソフトウェアには、一般公衆利用許
諾契約書 (Common Public License、あるいは 単に CPL) に基づいてユーザーの使用が
許諾 (またはサブライセンス) されているソフトウェア・プログラムが含まれていま
す。または含まれている可能性があります。CPL に基づき使用が許諾され、オブ
ジェクトコード形式で頒布されるいかなるソフトウェアも、CPL により、オブジェ
クトコード形式のユーザーへの、このようなソフトウェアのソースコードの開示が
義務付けられています。CPL に基づくこのようなソフトウェアのソースコードの入
手を希望する場合は、ソフォスに書面でお申込みいただくか、次のメールアドレス
までご連絡ください: support@sophos.co.jp。または次のリンク先よりご連絡くださ
い: http://www.sophos.com/ja-jp/support/contact-support/contact-information.aspx。ソ
フォス製品に含まれるこのようなソフトウェアの使用許諾契約書は、次のリンク先
をご覧ください: http://opensource.org/licenses/cpl1.0.php。

ConvertUTF
Copyright 2001–2004 Unicode, Inc.

This source code is provided as is by Unicode, Inc. No claims are made as to fitness for any
particular purpose.No warranties of any kind are expressed or implied.The recipient agrees
to determine applicability of information provided.If this file has been purchased on magnetic
or optical media from Unicode, Inc., the sole remedy for any claim will be exchange of defective
media within 90 days of receipt.
Unicode, Inc. hereby grants the right to freely use the information supplied in this file in the
creation of products supporting the Unicode Standard, and to make copies of this file in any
form for internal or external distribution as long as this notice remains attached.

curl
Copyright (c) 1996 - 2011, Daniel Stenberg, <daniel@haxx.se>.
All rights reserved.
Permission to use, copy, modify, and distribute this software for any purpose with or without
fee is hereby granted, provided that the above copyright notice and this permission notice
appear in all copies.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS",WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS
OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS.IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS
OR COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER
LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING
FROM, OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER
DEALINGS IN THE SOFTWARE.
Except as contained in this notice, the name of a copyright holder shall not be used in
advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Software without
prior written authorization of the copyright holder.

dlcompat
Copyright © 2002 Jorge Acereda (jacereda@users.sourceforge.net) & Peter O'Gorman
(ogorman@users.sourceforge.net)
Portions may be copyright others, see the Authors section below.
Maintained by Peter O'Gorman (ogorman@users.sourceforge.net)
Bug Reports and other queries should go to ogorman@users.sourceforge.net
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software
and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction,
including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute,
sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
furnished to do so, subject to the following conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or
substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS",WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS
OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT.IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS

BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE.
Authors
Original code by Jorge Acereda (jacereda@users.sourceforge.net).This was heavily modified
by Peter O'Gorman (ogorman@users.sourceforge.net).
With input from (in alphabetical order):
Stéphane Conversy (conversy@lri.fr)
Francis James Franklin (fjf@alinameridon.com)
Ben Hines (bhines@alumni.ucsd.edu)
Max Horn (max@quendi.de)
Karin Kosina (kyrah@sim.no)
Darin Ohashi (DOhashi@maplesoft.com)
Benjamin Reed (ranger@befunk.com)
Forgive me if I missed you, and e-mail me (ogorman@users.sourceforge.net) to get added to
this list.

dtoa.c
The author of this software is David M.Gay.
Copyright © 1991, 2000 by Lucent Technologies.
Permission to use, copy, modify, and distribute this software for any purpose without fee is
hereby granted, provided that this entire notice is included in all copies of any software which
is or includes a copy or modification of this software and in all copies of the supporting
documentation for such software.
THIS SOFTWARE IS BEING PROVIDED "AS IS", WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED
WARRANTY.IN PARTICULAR, NEITHER THE AUTHOR NOR LUCENT MAKES ANY
REPRESENTATION OR WARRANTY OF ANY KIND CONCERNING THE
MERCHANTABILITY OF THIS SOFTWARE OR ITS FITNESS FOR ANY PARTICULAR
PURPOSE.

GNU General Public License
一部のソフトウェアプログラムは、特に複製、変更または特定のプログラム、ある
いはその一部の頒布、およびソースコードへのアクセスを許可する、GNU 一般公
衆利用許諾契約書 (GNU General Public License、あるいは単に GPL)、または同様の
フリーソフトウェア使用許諾契約に基づいてユーザーの使用が許諾 (またはサブラ
イセンス) されています。GPL に基づき使用が許諾され、実行可能なバイナリ形式
で頒布されるいかなるソフトウェアも GPL によりソースコードの開示が義務付けら
れています。このソフォス製品と共に頒布されるこのようなソフトウェアのソース
コードの入手を希望する場合は、次のメールアドレスにてソフォスまでその旨をご

連絡ください: savlinuxgpl@sophos.com。GPL の利用規約は、次のリンク先をご覧く
ださい: www.gnu.org/copyleft/gpl.html。

ICU
ICU version 1.8.1 or later
COPYRIGHT AND PERMISSION NOTICE
Copyright © 1995–2008 International Business Machines Corporation and others
All rights reserved.
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software
and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction,
including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute, and/or
sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is furnished to do so,
provided that the above copyright notice(s) and this permission notice appear in all copies of
the Software and that both the above copyright notice(s) and this permission notice appear
in supporting documentation.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS",WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS
OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS.IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT HOLDER OR HOLDERS INCLUDED IN THIS NOTICE BE LIABLE FOR
ANY CLAIM, OR ANY SPECIAL INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR ANY
DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS,
WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS
ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE
OF THIS SOFTWARE.
Except as contained in this notice, the name of a copyright holder shall not be used in
advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Software without
prior written authorization of the copyright holder.
All trademarks and registered trademarks mentioned herein are the property of their respective
owners.

Info-ZIP
Copyright © 1990-2005 Info-ZIP.All rights reserved.
For the purposes of this copyright and license, "Info-ZIP" is defined as the following set of
individuals:
Mark Adler, John Bush, Karl Davis, Harald Denker, Jean-Michel Dubois, Jean-loup Gailly,
Hunter Goatley, Ed Gordon, Ian Gorman, Chris Herborth, Dirk Haase, Greg Hartwig, Robert
Heath, Jonathan Hudson, Paul Kienitz, David Kirschbaum, Johnny Lee, Onno van der Linden,
Igor Mandrichenko, Steve P.Miller, Sergio Monesi, Keith Owens, George Petrov, Greg Roelofs,
Kai Uwe Rommel, Steve Salisbury, Dave Smith, Steven M.Schweda, Christian Spieler, Cosmin
Truta, Antoine Verheijen, Paul von Behren, Rich Wales, Mike White
This software is provided "as is," without warranty of any kind, express or implied.In no event
shall Info-ZIP or its contributors be held liable for any direct, indirect, incidental, special or
consequential damages arising out of the use of or inability to use this software.

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial
applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the following restrictions:
Redistributions of source code must retain the above copyright notice, definition, disclaimer,
and this list of conditions.
Redistributions in binary form (compiled executables) must reproduce the above copyright
notice, definition, disclaimer, and this list of conditions in documentation and/or other
materials provided with the distribution.The sole exception to this condition is redistribution
of a standard UnZipSFX binary (including SFXWiz) as part of a self-extracting archive;
that is permitted without inclusion of this license, as long as the normal SFX banner has
not been removed from the binary or disabled.
Altered versions—including, but not limited to, ports to new operating systems, existing
ports with new graphical interfaces, and dynamic, shared, or static library versions—must
be plainly marked as such and must not be misrepresented as being the original source.Such
altered versions also must not be misrepresented as being Info-ZIP releases—including,
but not limited to, labeling of the altered versions with the names “Info- ZIP” (or any
variation thereof, including, but not limited to, different capitalizations), “Pocket UnZip,”
“WiZ” or “MacZip” without the explicit permission of Info-ZIP.Such altered versions are
further prohibited from misrepresentative use of the Zip-Bugs or Info-ZIP e-mail addresses
or of the Info-ZIP URL(s).
Info-ZIP retains the right to use the names "Info-ZIP," "Zip," "UnZip," "UnZipSFX," "WiZ,"
"Pocket UnZip," "Pocket Zip," and "MacZip" for its own source and binary releases.

libmagic – file type detection
Copyright © Ian F.Darwin 1986, 1987, 1989, 1990, 1991, 1992, 1994, 1995.
Software written by Ian F.Darwin and others; maintained 1994–2004 Christos Zoulas.
This software is not subject to any export provision of the United States Department of
Commerce, and may be exported to any country or planet.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted
provided that the following conditions are met:
Redistributions of source code must retain the above copyright notice immediately at the
beginning of the file, without modification, this list of conditions, and the following
disclaimer.
Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials
provided with the distribution.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND
ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE ARE DISCLAIMED.IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS
BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT
OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,WHETHER
IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

libxml2
Except where otherwise noted in the source code (e.g. the files hash.c, list.c and the trio files,
which are covered by a similar license but with different Copyright notices) all the files are:
Copyright © 1998–2003 Daniel Veillard.All Rights Reserved.
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software
and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction,
including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute,
sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
furnished to do so, subject to the following conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or
substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS",WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS
OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT.IN NO EVENT SHALL THE DANIEL VEILLARD BE LIABLE FOR
ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN ACTION OF
CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN CONNECTION
WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE SOFTWARE.
Except as contained in this notice, the name of Daniel Veillard shall not be used in advertising
or otherwise to promote the sale, use or other dealings in this Software without prior written
authorization from him.
Authors
Daniel Veillard (daniel@veillard.com)
Bjorn Reese (breese@users.sourceforge.net)
William Brack (wbrack@mmm.com.hk)
Igor Zlatkovic (igor@zlatkovic.com) for the Windows port
Aleksey Sanin (aleksey@aleksey.com)

Loki
The MIT License (MIT)
Copyright © 2001 by Andrei Alexandrescu
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software
and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction,
including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute,
sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
furnished to do so, subject to the following conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or
substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS",WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS
OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND

NONINFRINGEMENT.IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS
BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE.

Medusa web server
Medusa was once distributed under a 'free for non-commercial use' license, but in May of
2000 Sam Rushing changed the license to be identical to the standard Python license at the
time.The standard Python license has always applied to the core components of Medusa, this
change just frees up the rest of the system, including the http server, ftp server, utilities, etc.
Medusa is therefore under the following license:
Permission to use, copy, modify, and distribute this software and its documentation for any
purpose and without fee is hereby granted, provided that the above copyright notice appear
in all copies and that both that copyright notice and this permission notice appear in supporting
documentation, and that the name of Sam Rushing not be used in advertising or publicity
pertaining to distribution of the software without specific, written prior permission.
SAM RUSHING DISCLAIMS ALL WARRANTIES WITH REGARD TO THIS SOFTWARE,
INCLUDING ALL IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS, IN
NO EVENT SHALL SAM RUSHING BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INDIRECT OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM
LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT,
NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION
WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.
Sam would like to take this opportunity to thank all of the folks who supported Medusa over
the years by purchasing commercial licenses.

mt19937ar.c
Copyright (c) 1997–2002 Makoto Matsumoto and Takuji Nishimura.All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted
provided that the following conditions are met:
Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions
and the following disclaimer.
Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials
provided with the distribution.
The names of its contributors may not be used to endorse or promote products derived
from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS
"AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT
OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE,
DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON

ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE
USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

netaddr
Copyright © 2008-2011, David P.D.Moss.All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted
provided that the following conditions are met:
Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions
and the following disclaimer.
Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials
provided with the distribution.
Neither the name of David P.D.Moss nor the names of contributors may be used to endorse
or promote products derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS
"AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT
OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE,
DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON
ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE
USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
License for incorporated software:
intset.py - Immutable integer set type
Copyright © 2006, Heiko Wundram.
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of this software
and associated documentation files (the "Software"), to deal in the Software without restriction,
including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish, distribute,
sublicense, and/or sell copies of the Software, and to permit persons to whom the Software is
furnished to do so, subject to the following conditions:
The above copyright notice and this permission notice shall be included in all copies or
substantial portions of the Software.
THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS IS",WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS
OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT.IN NO EVENT SHALL THE AUTHORS OR COPYRIGHT HOLDERS
BE LIABLE FOR ANY CLAIM, DAMAGES OR OTHER LIABILITY, WHETHER IN AN
ACTION OF CONTRACT, TORT OR OTHERWISE, ARISING FROM, OUT OF OR IN
CONNECTION WITH THE SOFTWARE OR THE USE OR OTHER DEALINGS IN THE
SOFTWARE.

Open Source Initiative
The Sophos software that is described in this document may include some software that is
licensed (or sublicensed) to the user under the Open Source Initiative (OSI), which, among
other rights, permits the user to copy, modify, and redistribute certain programs or portions
thereof, and have access to the source code.OSI licenses require for any software licensed under
their terms which is distributed in object code form, that the source code for such software
also be made available to the users of the object code.For any such software, the source code
is available by submitting a request to Sophos; via email to support@sophos.co.jp or via the
web at http://www.sophos.com/ja-jp/support/contact-support/contact-information.aspx.The
license agreement for any such included software can be found at
http://opensource.org/licenses/eclipse-1.0.php

OpenSSL cryptographic toolkit
The OpenSSL toolkit stays under a dual license, i.e. both the conditions of the OpenSSL License
and the original SSLeay license apply to the toolkit.See below for the actual license texts.Actually
both licenses are BSD-style Open Source licenses.In case of any license issues related to OpenSSL
please contact openssl-core@openssl.org.
OpenSSL license
Copyright © 1998-2011 The OpenSSL Project.All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted
provided that the following conditions are met:
Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions
and the following disclaimer.
Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials
provided with the distribution.
All advertising materials mentioning features or use of this software must display the
following acknowledgment:
“This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL
Toolkit.(http://www.openssl.org/)"
The names “OpenSSL Toolkit” and “OpenSSL Project” must not be used to endorse or
promote products derived from this software without prior written permission.For written
permission, please contact openssl-core@openssl.org.
Products derived from this software may not be called “OpenSSL” nor may “OpenSSL”
appear in their names without prior written permission of the OpenSSL Project.
Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment:
“This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL
Toolkit (http://www.openssl.org/)”
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT “AS IS” AND ANY
EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE ARE DISCLAIMED.IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS
CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL,
EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,

PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR
PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY
OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING
NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS
SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com).This
product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).
Original SSLeay license
Copyright © 1995–1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights reserved.
This package is an SSL implementation written by Eric Young (eay@cryptsoft.com).The
implementation was written so as to conform with Netscape’s SSL.
This library is free for commercial and non-commercial use as long as the following conditions
are adhered to.The following conditions apply to all code found in this distribution, be it the
RC4, RSA, lhash, DES, etc., code; not just the SSL code.The SSL documentation included with
this distribution is covered by the same copyright terms except that the holder is Tim Hudson
(tjh@cryptsoft.com).
Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in the code are not to be
removed.If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution as the
author of the parts of the library used.This can be in the form of a textual message at program
startup or in documentation (online or textual) provided with the package.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted
provided that the following conditions are met:
Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and
the following disclaimer.
Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials
provided with the distribution.
All advertising materials mentioning features or use of this software must display the
following acknowledgement:
“This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com)”
The word “cryptographic” can be left out if the routines from the library being used are
not cryptographic related :-).
If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the apps directory
(application code) you must include an acknowledgement:
“This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)”
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG “AS IS” AND ANY EXPRESS OR
IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
ARE DISCLAIMED.IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT
OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,WHETHER

IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
The license and distribution terms for any publically available version or derivative of this
code cannot be changed.i.e. this code cannot simply be copied and put under another
distribution license [including the GNU Public License.]

OPSWAT, Inc.
This software contains technology licensed from and copyrighted © by OPSWAT, Inc. OPSWAT
is a trademark of OPSWAT, Inc.

pycrypto
Distribute and use freely; there are no restrictions on further dissemination and usage except
those imposed by the laws of your country of residence.This software is provided "as is" without
warranty of fitness for use or suitability for any purpose, express or implied.Use at your own
risk or not at all.
Incorporating the code into commercial products is permitted; you do not have to make source
available or contribute your changes back (though that would be nice).
– –amk (www.amk.ca)

Python
PYTHON SOFTWARE FOUNDATION LICENSE VERSION 2
This LICENSE AGREEMENT is between the Python Software Foundation ("PSF"), and
the Individual or Organization ("Licensee") accessing and otherwise using this software
("Python") in source or binary form and its associated documentation.
Subject to the terms and conditions of this License Agreement, PSF hereby grants Licensee
a nonexclusive, royalty-free, worldwide license to reproduce, analyze, test, perform and/or
display publicly, prepare derivative works, distribute, and otherwise use Python alone or
in any derivative version, provided, however, that PSF's License Agreement and PSF’s notice
of copyright, i.e., "Copyright © 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 Python
Software Foundation; All Rights Reserved" are retained in Python alone or in any derivative
version prepared by Licensee.
In the event Licensee prepares a derivative work that is based on or incorporates Python
or any part thereof, and wants to make the derivative work available to others as provided
herein, then Licensee hereby agrees to include in any such work a brief summary of the
changes made to Python.
PSF is making Python available to Licensee on an "AS IS" basis.PSF MAKES NO
REPRESENTATIONS OR WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED.BY WAY OF EXAMPLE,
BUT NOT LIMITATION, PSF MAKES NO AND DISCLAIMS ANY REPRESENTATION
OR WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PARTICULAR
PURPOSE OR THAT THE USE OF PYTHON WILL NOT INFRINGE ANY THIRD PARTY
RIGHTS.
PSF SHALL NOT BE LIABLE TO LICENSEE OR ANY OTHER USERS OF PYTHON FOR
ANY INCIDENTAL, SPECIAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OR LOSS AS A
RESULT OF MODIFYING, DISTRIBUTING, OR OTHERWISE USING PYTHON, OR
ANY DERIVATIVE THEREOF, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY THEREOF.

This License Agreement will automatically terminate upon a material breach of its terms
and conditions.
Nothing in this License Agreement shall be deemed to create any relationship of agency,
partnership, or joint venture between PSF and Licensee.This License Agreement does not
grant permission to use PSF trademarks or trade name in a trademark sense to endorse or
promote products or services of Licensee, or any third party.
By copying, installing or otherwise using Python, Licensee agrees to be bound by the terms
and conditions of this License Agreement.

Regex++, Index
Part of PureMessage uses Regex++, Index (version 3.04, 18 April 2000).
Copyright © 1998-2000, Dr John Maddock
Permission to use, copy, modify, distribute and sell the Regex ++, index library and its
documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that the above copyright
notice appears in all copies and that both that copyright notice and this permission notice
appear in supporting documentation.

Shavlik Technologies
This software contains HFNetChk technology licensed from Shavlik Technologies, LLC.©
Shavlik Technologies, LLC.

Simple ECMAScript Engine
Copyright © 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 David Leonard.All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted
provided that the following conditions are met:
Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions
and the following disclaimer.
Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials
provided with the distribution.
Neither the name of David Leonard nor the names of its contributors may be used to
endorse or promote products derived from this software without specific prior written
permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS
"AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT
OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE,
DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON
ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE
USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

strcasestr.c
Copyright © 1990, 1993 The Regents of the University of California.All rights reserved.
This code is derived from software contributed to Berkeley by Chris Torek.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted
provided that the following conditions are met:
Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions
and the following disclaimer.
Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials
provided with the distribution.
Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse
or promote products derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND
ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE ARE DISCLAIMED.IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS
BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT
OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,WHETHER
IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

strnstr.c
Copyright © 2001 Mike Barcroft (mike@FreeBSD.org).Copyright © 1990, 1993 The Regents
of the University of California.All rights reserved.
This code is derived from software contributed to Berkeley by Chris Torek.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted
provided that the following conditions are met:
Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions
and the following disclaimer.
Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials
provided with the distribution.
Neither the name of the University nor the names of its contributors may be used to endorse
or promote products derived from this software without specific prior written permission.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND
ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
PURPOSE ARE DISCLAIMED.IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS
BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT
OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS

INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,WHETHER
IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

TinyXML XML parser
www.sourceforge.net/projects/tinyxml
Original code by Lee Thomason (www.grinninglizard.com)
This software is provided 'as-is', without any express or implied warranty.In no event will the
authors be held liable for any damages arising from the use of this software.
Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial
applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the following restrictions:
The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim that you wrote
the original software.If you use this software in a product, an acknowledgment in the
product documentation would be appreciated but is not required.
Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be misrepresented
as being the original software.
This notice may not be removed or altered from any source distribution.

Unicode
UNICODE, INC. LICENSE AGREEMENT – DATA FILES AND SOFTWARE
Unicode Data Files include all data files under the directories http://www.unicode.org/Public/,
http://www.unicode.org/reports/, and http://www.unicode.org/cldr/data/.Unicode Software
includes any source code published in the Unicode Standard or under the directories
http://www.unicode.org/Public/, http://www.unicode.org/reports/, and
http://www.unicode.org/cldr/data/.
NOTICE TO USER: Carefully read the following legal agreement.BY DOWNLOADING,
INSTALLING, COPYING OR OTHERWISE USING UNICODE INC.'S DATA FILES ("DATA
FILES"), AND/OR SOFTWARE ("SOFTWARE"), YOU UNEQUIVOCALLY ACCEPT, AND
AGREE TO BE BOUND BY, ALL OF THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS
AGREEMENT.IF YOU DO NOT AGREE, DO NOT DOWNLOAD, INSTALL, COPY,
DISTRIBUTE OR USE THE DATA FILES OR SOFTWARE.
COPYRIGHT AND PERMISSION NOTICE
Copyright © 1991–2007 Unicode, Inc. All rights reserved.Distributed under the Terms of Use
in http://www.unicode.org/copyright.html.
Permission is hereby granted, free of charge, to any person obtaining a copy of the Unicode
data files and any associated documentation (the "Data Files") or Unicode software and any
associated documentation (the "Software") to deal in the Data Files or Software without
restriction, including without limitation the rights to use, copy, modify, merge, publish,
distribute, and/or sell copies of the Data Files or Software, and to permit persons to whom
the Data Files or Software are furnished to do so, provided that (a) the above copyright notice(s)
and this permission notice appear with all copies of the Data Files or Software, (b) both the
above copyright notice(s) and this permission notice appear in associated documentation,
and (c) there is clear notice in each modified Data File or in the Software as well as in the

documentation associated with the Data File(s) or Software that the data or software has been
modified.
THE DATA FILES AND SOFTWARE ARE PROVIDED "AS IS", WITHOUT WARRANTY
OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE
WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND
NONINFRINGEMENT OF THIRD PARTY RIGHTS.IN NO EVENT SHALL THE
COPYRIGHT HOLDER OR HOLDERS INCLUDED IN THIS NOTICE BE LIABLE FOR
ANY CLAIM, OR ANY SPECIAL INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, OR ANY
DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS,
WHETHER IN AN ACTION OF CONTRACT, NEGLIGENCE OR OTHER TORTIOUS
ACTION, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE
OF THE DATA FILES OR SOFTWARE.
Except as contained in this notice, the name of a copyright holder shall not be used in
advertising or otherwise to promote the sale, use or other dealings in these Data Files or
Software without prior written authorization of the copyright holder.

UnRAR
The source code of UnRAR utility is freeware.This means:
All copyrights to RAR and the utility UnRAR are exclusively owned by the author Alexander Roshal.
The UnRAR sources may be used in any software to handle RAR archives without limitations
free of charge, but cannot be used to re-create the RAR compression algorithm, which is
proprietary.Distribution of modified UnRAR sources in separate form or as a part of other
software is permitted, provided that it is clearly stated in the documentation and source
comments that the code may not be used to develop a RAR (WinRAR) compatible archiver.
The UnRAR utility may be freely distributed.It is allowed to distribute UnRAR inside of
other software packages.
THE RAR ARCHIVER AND THE UnRAR UTILITY ARE DISTRIBUTED "AS IS".NO
WARRANTY OF ANY KIND IS EXPRESSED OR IMPLIED.YOU USE AT YOUR OWN
RISK.THE AUTHOR WILL NOT BE LIABLE FOR DATA LOSS, DAMAGES, LOSS OF
PROFITS OR ANY OTHER KIND OF LOSS WHILE USING OR MISUSING THIS
SOFTWARE.
Installing and using the UnRAR utility signifies acceptance of these terms and conditions
of the license.
If you don't agree with terms of the license you must remove UnRAR files from your storage
devices and cease to use the utility.
Thank you for your interest in RAR and UnRAR.
Alexander L.Roshal

WilsonORMapper
Copyright © 2007, Paul Wilson
All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted
provided that the following conditions are met:
Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions
and the following disclaimer.
Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials
provided with the distribution.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS
"AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT
HOLDER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL,
SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT
LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE,
DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON
ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
(INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE
USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

XPExplorerBar
Copyright © 2004-2005, Mathew Hall
All rights reserved.
Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted
provided that the following conditions are met:
Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions
and the following disclaimer.
Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of
conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials
provided with the distribution.
THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS
"AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED
TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR
ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE
GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY,WHETHER
IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR
OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

zlib compression tools
© 1995–2002 Jean-loup Gailly and Mark Adler

This software is provided 'as-is', without any express or implied warranty.In no event will the
authors be held liable for any damages arising from the use of this software.
Permission is granted to anyone to use this software for any purpose, including commercial
applications, and to alter it and redistribute it freely, subject to the following restrictions:
The origin of this software must not be misrepresented; you must not claim that you wrote
the original software.If you use this software in a product, an acknowledgment in the
product documentation would be appreciated but is not required.
Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be misrepresented
as being the original software.
This notice may not be removed or altered from any source distribution.
Jean-loup Gailly jloup@gzip.org
Mark Adler madler@alumni.caltech.edu
If you use the zlib library in a product, we would appreciate *not* receiving lengthy legal
documents to sign.The sources are provided for free but without warranty of any kind.The
library has been entirely written by Jean-loup Gailly and Mark Adler; it does not include
third-party code.
If you redistribute modified sources, we would appreciate that you include in the file ChangeLog
history information documenting your changes.

