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1 このガイドについて
このガイドでは、Sophos Enterprise Console 5.2 にアップグレードする方法について
説明します。
また、Sophos Disk Encryption をはじめて使用する場合は、お使いのソフォスのセ
キュリティソリューションに追加する方法についても説明します。
今回のリリースでは、NAC Manager 3.9 および Compliance Dissolvable Agent 3.9 のアッ
プグレードはありません。Enterprise Console 5.2 にアップグレード後も NAC 3.9 を継
続してご使用いただけます。
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2 アップグレード可能なバージョン
Enterprise Console 5.2 へ直接アップグレード可能なバージョンは、次のとおりです。
■

Enterprise Console 5.0

■

Enterprise Console 5.1

■

Sophos Control Center 4.0.1

■

Sophos Control Center 4.1

Enterprise Console 4.x または Enterprise Manager 4.7 からアップグレードするには、ま
ず Enterprise Console 5.1 にアップグレードします。Enterprise Console 5.1 のインストー
ラは、次の Sophos Enterprise Console のダウンロードページから入手できます。
(http://www.sophos.com/ja-jp/support/downloads/console/sophos-enterprise-console.aspx)
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3 Sophos Disk Encryption を追加する方法
Sophos Disk Encryption を 使用していて、Enterprise Console で管理している場合、こ
こで必要な操作はありません。Sophos Disk Encryption は、アップグレード前と変わ
らずに動作します。
ソフォスの暗号化機能をまだ使用していないが、これから追加する場合の必要な手
順は次のとおりです。
■

Enterprise Console 5.1 からアップグレードする場合は、まず Enterprise Console
5.2 にアップグレードし、それから Enterprise Console 5.2 のインストーラを
再度実行して暗号化機能を追加します。

■

Enterprise Console 5.0 からアップグレードする場合は、インストーラの「暗
号化の管理」ページで、暗号化の管理を選択できます (Enterprise Console
をアップグレードする (p. 12) を参照)。

暗号化を追加した後は、エンドポイントコンピュータの暗号化ソフトを設定する必
要があります (エンドポイントコンピュータの暗号化ソフトの初期設定 (p. 20) を参
照)。
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4 アップグレードのステップ
アップグレード作業の流れは次のとおりです。
■

システム要件を確認する。

■

必要なアカウントを確認する。

■

インストーラをダウンロードする。

■

Enterprise Console または Sophos Control Center をアップグレードする。

管理コンソールのアップグレード後、必要に応じて次の手順を実行します。
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■

エンドポイントコンピュータを Sophos Endpoint Security and Control 10.2 に
アップグレードする (Windows 8 コンピュータや Windows Server 2012 コン
ピュータを保護する場合)。

■

エンドポイントコンピュータの暗号化ソフトの初期設定をする (アップグ
レード前に暗号化機能を使用していなかった場合)。
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5 システム要件
.NET Framework 4.0
.NET Framework 4.0 がインストールされていない場合は、Enterprise Console 5.2 のイ
ンストーラが自動的にインストールを開始します。
重要: .NET Framework 4.0 のインストールの一環として、一部のシステムサービス
(IIS Admin Service など) が再起動することがあります。
.NET Framework 4.0 のインストール後、コンピュータの再起動を求めるメッセージ
が表示されることがあります。その場合は、インストール後ただちに、またはなる
べく早く再起動することを推奨します。
システム要件の一覧は、ソフォスのWeb サイトの「システム要件」を参照してくだ
さい。 http://www.sophos.com/ja-jp/products/all-system-requirements.aspx

5.1 必要な空きディスク容量
Enterprise Console のアップグレードに必要な空きディスク容量は、現在使用中の
Enterprise Console のデータベースファイル (.mdf ファイル) およびトランザクション
ログのファイル (.ldf ファイル) のサイズにより異なります。

チップ: ファイル名は「SOPHOS」ではじまり、通常 Enterprise Console のバー
ジョン番号を含みます。
各バージョンのコンソールに対応するデータベースファイルの名前およびディスク
上のデータベースファイルの場所を確認する方法について、詳細はソフォスサポー
トデータベースの文章 17323 を参照してください。
(http://www.sophos.com/ja-jp/support/knowledgebase/17323.aspx)
Enterprise Console のアップグレードに十分なディスク容量があるかを確認する方法
は、次のとおりです。
■

データベースファイル (.mdf ファイル) がインストールされたディスクド
ライブを確認し、現在使用中の .mdf ファイルのサイズの最低 3倍の空き容
量があることを確認します。

■

トランザクションログのファイル (.ldf ファイル) がインストールされた
ディスクドライブを確認し、現在使用中の データベースファイル (.mdf
ファイル) のサイズの最低 8倍の空き容量があることを確認します。

■

.mdf および .ldf ファイルがどちらも同じディスク上にインストールされて
いる場合、現在使用中の .mdf ファイルのサイズの最低 10倍の空き容量が
あることを確認します。
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以前に Enterprise Console をアップグレードしたことがある場合は、不要となった以
前の Enterprise Console のデータベースがまだ残っていることがあります。ディスク
の空き容量を増やすために、このデータベースを削除することもできます。詳細は
ソフォス サポートデータベースの文章 17508 を参照してください。
(http://www.sophos.com/ja-jp/support/knowledgebase/17508.aspx)
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6 必要なアカウント
アップグレード操作に必要なアカウント権限
管理サーバーにログオンして、アップグレードを行うユーザーに、ソフォスのデー
タベースすべてに対する十分な権限があることを確認してください。管理サーバー
のアップグレードを実行するユーザーは、ソフォスの各データベースで、
「db_owner」というロールのメンバーである必要があります (サーバーロール
「sysadmin」のメンバーには、すべてのデータベースへのアクセス権限が暗黙的に
付与されています)。このような権限は、データベースが新規作成されたことを
チェックしたり、データを移行したりするために、アップグレード操作時に一時的
に必要になるだけです。
ヒント: 各バージョンのコンソールに対応するデータベース名の一覧は、ソフォス
サポートデータベースの文章 17323 を参照してください
(http://www.sophos.com/ja-jp/support/knowledgebase/17323.aspx)。

ソフォス データベース アカウント
管理コンソールをアップグレードする際、データベースのアカウント情報の入力が
必要になることがあります。これは、既存のアカウントが要件を満たさなくなった
場合に必要な操作です。
アカウントに次の権限があることを確認してください。
■

管理コンソールがインストール済みのコンピュータにログオンできる。Enterprise
Console が分散インストールされている環境では、ソフォス管理サーバーのコン
ポーネントがインストールされたコンピュータに、そのアカウントでログオンで
きる必要があります。

■

システムの一時ディレクトリ (\windows\temp\ など) に読み取り権限と書き込み権
限がある。「Users」グループのメンバーには、デフォルトでこの権限がありま
す。

■

ドメインアカウントの場合は、UPN (ユーザープリンシパル名) が関連付けられ
ている。

これ以外にアカウントで必要となる権限およびグループのメンバーシップは、アッ
プグレード時に自動的に付与されます。
以下のようにアカウントを設定することを推奨します。
■

無期限に設定する。また、その他のログオン制限を指定しない。

■

アカウントに管理者権限がない。

■

アップグレード後、アカウントを変更しない。

詳細はソフォス サポートデータベースの文章 113954 を参照してください。
(http://www.sophos.com/ja-jp/support/knowledgebase/113954.aspx)
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7 インストーラのダウンロード
このセクションの前提として、MySophos アカウントをお持ちで、そのアカウント
に対してお持ちの製品ライセンスのアカウント情報が関連付けられていることが必
要です。詳細は、www.sophos.com/ja-jp/support/knowledgebase/111195.aspx を参照し
てください。
ヒント: インストーラは任意のコンピュータにダウンロードし、その後、ソトウェ
アをインストールするコンピュータにコピーすることもできます。

1. www.sophos.com/ja-jp/support/downloads.aspx を参照します。
2. MySophos アカウントのユーザー名とパスワードを入力します。
Web ページにお持ちのライセンス情報が表示されます。
3. ライセンス名の下にある「 Console」downloads (コンソールのダウンロー
ド) で、「Enterprise Console」のインストーラをダウンロードします。
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8 Enterprise Console のアップグレード
8.1 Enterprise Console のデータおよび環境設定をバックアッ
プする
Enterprise Console のアップグレードの前に、DataBackupRestore.exe ツールを使用し
て次の項目をバックアップします。
■

データベース: Enterprise Console (core) - SOPHOS50 または SOPHOS51、Patch SOPHOSPATCH または SOPHOSPATCH51、および Encryption - SOPHOSENC51

■

レジストリ設定

■

アカウント情報

■

環境設定ファイル

重要: DataBackupRestore.exe ツールでは、Sophos 管理サーバーの環境設定のバック
アップは、デフォルトのインストール場所からのみ行います。Enterprise Console を
デフォルトではない場所にインストールした場合、環境設定ファイルのバックアッ
プおよび復元に失敗します。デフォルトの格納場所は次のとおりです。
■

Windows 64ビット: %programfiles(x86)%\Sophos\Enterprise Console\

■

Windows 32ビットおよび 64ビット: %programfiles%\Sophos\Enterprise Console\

デフォルトではない場所にインストールした場合は、サポートデータベースの文章
114299 を参照してください。
(http://www.sophos.com/ja-jp/support/knowledgebase/114299.aspx#knownissues)
Enterprise Console のデータベースがリモートサーバー上にある場合、ソフォスの
ツール BackupDB.bat および RestoreDB.bat を使用してデータベースのバックアップ
および復元ができます。詳細はサポートデータベースの文章 110380 を参照してくだ
さい。(http://www.sophos.com/ja-jp/support/knowledgebase/110380.aspx)
Enterprise Console のデータおよび環境設定をバックアップする手順は次のとおりで
す。

1. Enterprise Console 管理サーバーがインストールされているコンピュータ
に、管理者としてログオンします。
2. コマンドプロンプトを開きます (「スタート」-「ファイル名を指定して実
行」をクリックし、cmd と入力して、「Enter」キーを押します)。
3. ツールを含むフォルダを参照します。
■

Windows 64ビット の場合は次のように入力します。
cd "C:\Program Files (x86)\Sophos\Enterprise Console\"
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■

Windows 32ビット の場合は次のように入力します。
cd "C:\Program Files\Sophos\Enterprise Console\"

4. すべてをバックアップするには、次のように入力します。
DataBackupRestore.exe -action=backup

使用できるオプションを表示するには、次のように入力します。
DataBackupRestore.exe -?
ツールの使い方について、詳細はソフォス サポートデータベースの文章 114299
を参照してください
(http://www.sophos.com/ja-jp/support/knowledgebase/114299.aspx)。
次に Enterprise Console をアップグレードします。

8.2 Enterprise Console をアップグレードする
重要:
ソフォス製品の管理データベースのコンポーネントが、管理サーバーとは別のサー
バーにインストールされている場合は、管理サーバーをアップグレードする前に、
まずデータベースのコンポーネントをアップグレードする必要があります。
データベースのアップグレードを開始してから管理サーバーのアップグレードが完
了するまでの間、Enterprise Console に対して (ポリシー設定の変更など) 変更は一切
加えないでください。
スクリプトを使用して安全なサーバーでアップグレードしたり、クラスタ化された
SQL サーバー環境でアップグレードしたりする方法など、リモートサーバーにある
データベースのアップグレードについての詳細は、ソフォスのサポートデータベー
スの文章 33980 を参照してください
(http://www.sophos.com/ja-jp/support/knowledgebase/33980.aspx)。
Enterprise Console をアップグレードする手順は次のとおりです。

1. Enterprise Console をアップグレードするコンピュータに管理者権限でログ
オンします。
■

■

サーバーがドメインに属している場合は、ローカル管理者権限を持つ
ドメインアカウントを使用してください。
サーバーがワークグループに属している場合は、ローカル管理者権限
を持つローカルアカウントを使用してください。

2. 先にダウンロードした Enterprise Console のインストーラを参照します。
チップ: インストーラのファイル名には「sec」という文字列が含まれま
す。
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3. インストーラをダブルクリックします。
4. ウィザードの指示に従ってアップグレードを行います。
5. Enterprise Console 5.0 からアップグレードする場合、Sophos Disk Encryption
を追加するには、次の操作を実行してください。
a) ウィザードの「暗号化の管理」ページで、「暗号化を管理する」を選
択します。
b) 「Sophos Encryption」ページで、「新規インストール」をクリックしま
す。証明書のバックアップを保管する場所にパスワードを設定するよ
うメッセージが表示されます。このパスワードを書き留めておいてく
ださい。
6. ウィザードを完了します。
Enterprise Console 5.1 からアップグレード済みで、Sophos Disk Encryption を追加する
には、Enterprise Console 5.2 のインストーラを再実行してください。インストーラ
に、暗号化を管理するためのオプション (ステップ 5 を参照) が表示されます。
暗号化を追加した後は、エンドポイントコンピュータの暗号化ソフトを設定する必
要があります (エンドポイントコンピュータの暗号化ソフトの初期設定 (p. 20) を参
照)。

8.3 既存のポリシーを確認する
8.3.1 ポリシーの設定内容を確認する
ヒント: ロールベースの管理を利用している場合、ここでのタスクを実行するには
「コンピュータの検索、保護、およびグループ」権限が必要です。詳細は、Sophos
Enterprise Console ヘルプの「ロールとサブ管理サイトを管理する」という項目の
「ロールとサブ管理サイトについて」を参照してください。
Enterprise Console のアップグレード後、既存のポリシーの設定内容が維持されてい
ることを確認する方法は次のとおりです。

1. Enterprise Console を起動する。
2. 「ポリシー」ペインで、「ウイルス対策および HIPS」など、確認するポ
リシーのタイプをダブルクリックします。
3. 確認するポリシーをダブルクリックします。
4. 表示されるダイアログボックスで、ポリシーの設定内容を確認します。
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8.3.2 コンピュータのグループに適用されているポリシーを確認する
ヒント: ロールベースの管理を利用している場合、ここでのタスクを実行するには
「コンピュータの検索、保護、およびグループ」権限が必要です。詳細は、Sophos
Enterprise Console ヘルプの「ロールとサブ管理サイトを管理する」という項目の
「ロールとサブ管理サイトについて」を参照してください。
Enterprise Console のアップグレード後、各グループに正しいポリシーが適用されて
いることを確認する方法は次のとおりです。

1. Enterprise Console を起動する。
2. 「グループ」ペインで、グループを右クリックし、「グループポリシーの
詳細の表示/編集」をクリックします。
3. 「グループの詳細」ダイアログボックスで、適切なポリシーがグループに
適用されていることを確認します。適用されていない場合は、ポリシーの
種類ごとに、ドロップダウンリストから適切なポリシーを選択してくださ
い。
これで、Enterprise Console のアップグレードが完了しました。
エンドポイントコンピュータのセキュリティソフトをアップグレードする場合は、
エンドポイントコンピュータのアップグレード (p. 19) を参照してください。
エンドポイントコンピュータの暗号化ソフトを設定する場合は、エンドポイントコ
ンピュータの暗号化ソフトの初期設定 (p. 20) を参照してください。
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9 Sophos Control Center から Enterprise Console への
アップグレード
9.1 Control Center のデータおよび環境設定をバックアップす
る
Control Center をアップグレードする前に、BackupDB.bat スクリプトを使用して、
Control Center のデータベースをバックアップします。

1. Control Center が開いている場合は閉じます。
2. Windows サービスを開きます。(「スタート」 - 「ファイル名を指定して
実行」の順にクリックし、services.msc と入力して、「Enter」 キーを押し
ます)。
3. 次の 3つのサービスを停止して無効にします。
■

Sophos Management Service

■

Sophos Message Router

■

Sophos Update Manager

サービスを無効化するには、右クリックして「プロパティ」をクリックします。
「プロパティ」ダイアログボックスの「全般」タブにある「スタートアップの種
類」フィールドで、「無効」を選択lします。「OK」をクリックします。

4. コマンドプロンプトを開きます (「スタート」-「ファイル名を指定して実
行」をクリックし、cmd と入力して、「Enter」キーを押します)。
5. ツールを含むフォルダを参照します。
■

Windows 32ビットの場合は次のように入力します。
cd "C:\Program Files\Sophos\SCC\DB\"

■

Windows 64ビットの場合は次のように入力します。
cd "C:\Program Files (x86)\Sophos\SCC\DB\"

6. 既存のバックアップファイルを削除します。(削除しないと、新しいバッ
クアップファイルは追記されます)。
たとえば、sophos4db.bak という既存のバックアップファイルが
C:\Windows\Temp フォルダにある場合は、次のように入力します。
del C:\Windows\Temp\sophos4db.bak
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7. データベースをバックアップします。たとえば、sophos4db.bak というバッ
クアップファイルを C:\Windows\Temp フォルダに作成する場合は、次の
ように入力します。
backupdb.bat C:\Windows\Temp\sophos4db.bak .\SOPHOS SOPHOS4
BackupDB.bat の使用方法を表示するには、次のように入力します。
backupdb.bat /?
データベースのバックアップ・復元に関する詳細は、
http://www.sophos.com/ja-jp/support/knowledgebase/110380.aspx を参照してください。

9.2 Sophos Control Center から Enterprise Console へのアップ
グレード
Sophos Control Center をアップグレードするには、次の手順を実行してください。
また、次のサイトで、手順を動画でご確認いただけます。
http://www.youtube.com/watch?v=PFWRjnwm4GY

1. アップグレードを実行する前に、Control Center が開いている場合は閉じ
ます。「ファイル」メニューの「終了」をクリックします。
2. 先にダウンロードした Enterprise Console のインストーラを含むフォルダを
開きます。
チップ: インストーラのファイル名には「sec」という文字列が含まれま
す。
3. インストーラをダブルクリックします。
4. ウィザードの指示に従ってアップグレードを行います。
ウィザードの「システムプロパティの確認」ページで、コンピュータが
Enterprise Console のシステム要件を満たしていることを確認します。
「データベースの詳細」ページで、Windows ユーザーアカウントの詳細を
入力します。Enterprise Console は、このユーザーアカウントを使用して、
情報を格納するデータベースにアクセスします。
インストール後、パスワードを変更しないでください。管理者アカウントの使用
は推奨しません。アカウントについて詳細は、必要なアカウント (p. 9) を参照
してください。
ウィザードを完了します。
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9.3 新しいコンソールについて
アップグレード後、はじめて Enterprise Console を起動すると、Enterprise Console で
は、Control Center とは異なる方法でコンピュータの管理や設定が行われていること
がわかります。

これまで Control Center で管理していたコンピュータを表示するには、ダッシュボー
ドの「コンピュータ」で、「管理対象コンピュータ」をクリックします。
管理対象コンピュータは、「グループ」ペインから表示することもできます。これ
まで「ローカル環境設定済み」だったコンピュータは、「グループ外のコンピュー
タ」フォルダに表示されます。これまで「セントラル環境設定」に準拠していたコ
ンピュータは、「Known Computers」グループに表示されます。
これらのコンピュータは引き続き保護されるので、このままのグループ配置でも安
全です。
Control Center での設定は、「ポリシー」に保存されます。ポリシーを表示するに
は、ポリシーの種類の横にある「+」記号をクリックした後、ポリシー名をダブル
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クリックします。Control Center での設定内容は、該当する「デフォルト」ポリシー
に移動されます。各種のポリシーごとにデフォルトポリシーがあります。
コンピュータを新規グループに配置して、グループごとに適切な新規ポリシーを適
用することもできます。詳細は、Sophos Enterprise Console ヘルプを参照してくだ
さい。
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10 エンドポイントコンピュータのアップグレード
Windows 8 コンピュータや Windows Server 2012 コンピュータを保護するには、Sophos
Endpoint Security and Control 10.2 を使用してください。バージョン 10.2 をダウンロー
ド、インストール、アップデートするには、このようなコンピュータを含むグルー
プのソフトウェアのサブスクリプションおよびアップデートポリシーを変更する必
要があります。詳細は、「Sophos Endpoint Security and Control 10.2 アップグレード
ガイド」を参照してください。
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11 エンドポイントコンピュータの暗号化ソフトの初期
設定
次の条件に該当する場合はこのセクションを読んでください。
■

ライセンスに暗号化機能が含まれている。

■

まだソフォスの暗号化機能を使用していない。

■

暗号化機能を管理するため Enterprise Console をインストール済みである。

警告: ソフォスの暗号化ソフトをはじめてインストールする場合は、各設定を一つ
ずつ有効化し、テストすることを強く推奨します。
各コンピュータ上のフルディスク暗号化機能を設定する方法は次のとおりです。
■

暗号化ソフトのサブスクリプションを設定する。

■

暗号化ソフトをインストールする前に事前準備する。

■

自動で暗号化ソフトをインストールする。

■

手動で暗号化ソフトをインストールする。

ヒント: フルディスク暗号化機能は、Windows XP、Windows Vista、および
Windows 7 ベースのコンピュータにインストールできますが、Mac にはイン
ストールできません。
警告: コンピュータにフルディスク暗号化機能をインストールする前に、次の項目
を実行してください。
■

サードパーティ製の暗号化ソフトで暗号化されているドライブが復号化済
みであること、およびサードパーティ製の暗号化ソフトがアンインストー
ル済みであることを確認します。

■

コンピュータ上のデータのフルバックアップを作成します。

準備作業の詳細については、インストール前にコンピュータの事前準備をする (p.
24) を参照してください。

11.1 暗号化ソフトのサブスクリプションを設定する
ヒント: 暗号化用の新しいサブスクリプションを作成することを推奨します。
暗号化ソフトのサブスクリプションを設定する方法は次のとおりです。

1. Enterprise Console の「表示」メニューで、「アップデートマネージャ」を
クリックします。
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2. 新しいサブスクリプションを作成するには、「ソフトウェアのサブスクリ
プション」ペインの上部にある「追加」ボタンをクリックします。「ソフ
トウェアのサブスクリプション」ダイアログボックスの「サブスクリプ
ション名」ボックスにサブスクリプション名を入力します。「暗号化製
品」の下の「Windows XP and above」の横の「バージョン」ボックスをク
リックして、最新バージョンの「Recommended」(今回のリリース時点で
はバージョン 5.61) を選択します。「OK」をクリックします。
3. 「アップデートマネージャ」にサブスクリプションを追加するには、「アッ
プデートマネージャ」ペインで対象のアップデートマネージャを右クリッ
クし、「サブスクリプションの表示/編集」を選択します。「アップデー
トマネージャの環境設定」ダイアログボックスの「サブスクリプション」
タブで、「利用可能アイテム」リストからサブスクリプションを選択し、
「>」ボタンをクリックして「ダウンロードするサブスクリプション」リ
ストに移動します。「OK」をクリックします。
デフォルトの共有 (\\<サーバー名>\SophosUpdate\CIDs\<サブスクリプション名
>\ENCRYPTION) に暗号化ソフトがダウンロードされます。
デフォルト以外の共有にダウンロードする方法については、ソフトウェアの配置場
所を指定する (p. 21) を参照してください。
デフォルトのアップデートスケジュールを変更する方法については、アップデート
スケジュールを編集する (p. 22) を参照してください。
ヒント: コンピュータのグループにアップデートポリシーを適用しても、暗号化ソ
フトはインストールされません。暗号化ソフトのインストールは手動で開始する必
要があります。
フルディスク暗号化ポリシーについて、詳細は「Enterprise Console ポリシー設定ガ
イド」を参照してください。

11.2 ソフトウェアの配置場所を指定する
ダウンロードするソフトウェアを選択したら、ネットワーク上のソフトウェアの配
置場所を指定します。デフォルトで、ソフトウェアは、UNC 共有の \\<コンピュー
タ名>\SophosUpdate に配置されます。ここで、<コンピュータ名> は、アップ
デートマネージャをインストールしたコンピュータの名前です。
ダウンロードしたソフトウェアは、複数のネットワーク共有フォルダに配布できま
す。設定するには、選択可能なネットワーク共有フォルダのリストに、既存のフォ
ルダを追加し、次の手順で、アップデート版を配置するフォルダのリストに移動し
ます。
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ソフトウェアの配置場所を指定する方法は次のとおりです。

1. 「アップデートマネージャの環境設定」ダイアログボックスの「配布」タ
ブで、リストからソフトウェアのサブスクリプションを選択します。
2. 「選択可能アイテム」リストから、ネットワーク共有フォルダを選択し、
「>」ボタンをクリックして「アップデート先」リストに移動します。
デフォルトのネットワーク共有フォルダ \\<コンピュータ名>\SophosUpdate
は、常に、「アップデート先」リストに表示されます。このネットワーク
共有フォルダはリストから削除できません。
「選択可能アイテム」リストには、Enterprise Console で認識され、他のアップ
デートマネージャで使用されていない、すべてのネットワーク共有フォルダが含
まれます。
「選択可能アイテム」リストに既存のネットワーク共有フォルダを追加、または
リストから削除するには、「追加」ボタンや「削除」ボタンを使います。

3. ネットワーク共有フォルダの詳細や、書き込みに必要なアカウント情報を
入力する場合は、対象のネットワーク共有を選択し、「環境設定」をク
リックします。
4. 「共有マネージャ」ダイアログボックスで、詳細とアカウント情報を入力
します。
選択したソフトウェアは、次回行われるスケジュールアップデート時に、指定した
共有フォルダへダウンロードされます。
デフォルトのアップデートスケジュールを編集する場合は、アップデートスケジュー
ルを編集する (p. 22) を参照してください。
今すぐソフトウェアをダウンロードする場合は、アップデートマネージャを選択
し、右クリックして、「今すぐアップデート」をクリックしてください。

11.3 アップデートスケジュールを編集する
デフォルトで、アップデートマネージャは、10分間間隔で脅威検出データのアップ
デート版をチェックします。このアップデートの間隔は変更できます。最短の間隔
は 5分です。最長の間隔は、1440分 (24時間) です。ソフォスから検出データがリリー
スされた直後に保護を入手できるよう、脅威検出データのアップデート間隔は、10
分に設定することを推奨します。
デフォルトで、アップデートマネージャは、60分間隔でソフトウェアのアップデー
ト版をチェックします。このアップデートの間隔は変更できます。最短の間隔は 10
分です。最長の間隔は、1440分 (24時間) です。
ソフトウェアのアップデート版については、チェック頻度を毎日 1時間に 1回に設
定するか、または、曜日ごとに設定を行ったり、各曜日の時間帯ごとに異なるアッ
プデート頻度を設定するなど、さらに詳細なスケジュールを設定できます。
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ヒント: 曜日ごとに異なるスケジュールを作成することもできます。各曜日に適用
できるスケジュールは 1つだけです。
デフォルトのスケジュールを変更する方法は次のとおりです。
■

「アップデートマネージャの環境設定」ダイアログボックスの「スケジュール」
タブで、アップデート版のチェック頻度を変更したり、さらに詳細なスケジュー
ルを作成したり、曜日ごとに異なるスケジュールを作成してください。

また、随時、アップデートマネージャのログ、および自己アップデートのデフォル
ト設定を変更することもできます。それぞれ、「ログ」タブ、および「詳細設定」
タブで、設定内容を編集してください。

11.4 暗号化ソフトをインストールする前に
各コンピュータに暗号化ソフトをインストールするには、次の準備作業を行いま
す。
■

インストール後、管理者に各コンピュータへのアクセスを与える。

■

インストール前のコンピュータの準備作業を行う。

11.4.1 インストール後、管理者に各コンピュータへのアクセスを与える
暗号化ソフトのインストール後、他のソフトウェアをインストールするなど、管理
者はコンピュータにアクセスして事前構成しなくてはならないこともあります。し
かしながら、インストール後の初回ログオンでは Power-on Authentication が起動し
ます。
これを避けるため、各管理者に対して例外の設定を追加する手順は次のとおりで
す。

1. 「Enterprise Console」の「ポリシー」ペインで、「フルディスク暗号化」
をダブルクリックします。編集するには、デフォルトポリシーをダブルク
リックします。
2. 「Power-on Authentication (POA)」の「Power-on Authentication を有効に
する」の横にある「例外」をクリックします。
3. 「例外」で「追加」をクリックして適切な Windows アカウント (複数可)
の「ユーザー名」と「コンピュータ名やドメイン名」を入力し、「OK」
をクリックします。
文字列の先頭と末尾にワイルドカード文字を使用できます。「ユーザー
名」フィールドへの入力で、「?」は使用できません。「コンピュータ名
やドメイン名」フィールドへの入力で、/ \ [ ] : ; | = , + ? < > " などの文字は
使用できません。
4. 「デフォルト」ポリシーダイアログで「OK」をクリックします。
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5. 「ポリシー」ペインで、選択したポリシーをクリックして、適用するグ
ループ上にドラッグ & ドロップします。確認メッセージが表示されたら、
続行することを指定します。

11.4.2 インストール前にコンピュータの事前準備をする
ライセンスにフルディスク暗号化機能の使用権が含まれている場合は、暗号化ソフ
トをコンピュータにインストールする前に次の手順を実行してください。
■

サードパーティ製の暗号化ソフトで暗号化されているドライブが復号化済
みであること、およびサードパーティ製の暗号化ソフトがアンインストー
ル済みであることを確認します。

■

データのフルバックアップを作成します。

■

エンドポイントコンピュータで、ユーザーに対する Windows ユーザーアカウン
トが設定済みであること、およびアクティブ化されていることを確認します。

■

フルディスク暗号化機能をインストールする前に、コンピュータにソフォスのウ
イルス対策ソフト (バージョン 10) がインストール済みであることを確認します。

■

「PROnetworks Boot Pro」や「Boot-US」などの、サードパーティ製ブートマネー
ジャをアンインストールします。

■

データのフルバックアップを作成します。

■

次のコマンドを実行してハードディスクにエラーがないかチェックします。
chkdsk %ドライブ% /F /V /X
コンピュータを再起動し、もう一度 chkdsk を実行するようメッセージが表示さ
れる場合があります。詳細は、次のサイトを参照してください。
http://www.sophos.com/ja-jp/support/knowledgebase/107081.aspx
Windows のイベントビューアで結果 (ログファイル) を確認できます。

Windows XP の場合:「アプリケーション - Winlogon」を選択します。
Windows 7、Windows Vista の場合:「Windows ログ - アプリケーション
- Wininit」を選択します。
■

Windows 付属のデフラグツールを使用して、ローカル ドライブ上で断片化され
ているブート ファイル、データ ファイル、およびフォルダを検出して最適化し
ます。
defrag %ドライブ%
詳細は、次のサイトを参照してください。
http://www.sophos.com/ja-jp/support/knowledgebase/109226.aspx
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■

コンピュータでイメージ/クローン作成ツールを使用したことがある場合は、マ
スタ ブート レコード (MBR) を初期状態にしてください。コンピュータをWindows
DVD から起動し、Windows 回復コンソール内で FIXMBR コマンドを実行します。
詳細は、次のサイトを参照してください。
http://www.sophos.com/ja-jp/support/knowledgebase/108088.aspx

■

コンピュータのブートパーティションを FAT から NTFS に変換した場合で、その
後、コンピュータを再起動していない場合は、一度再起動してください。この操
作を実行しないと、インストールが正しく終了しないことがあります。

■

「コントロール パネル」の「管理ツール」で、「セキュリティが強化された
Windows ファイアウォール」を開きます。「受信接続」が許可されていること
を確認します。「受信の規則」を変更して次のプロセスを有効にします。

リモート管理 (NP 受信) ドメイン
リモート管理 (NP 受信) プライベート
リモート管理 (RPC) ドメイン
リモート管理 (RPC) プライベート
リモート管理 (RPC-EPMAP) ドメイン
リモート管理 (RPC-EPMAP) プライベート
インストール完了後も、Windows ファイアウォールを使用する場合は、プロセ
スを無効に戻します。

11.5 自動で暗号化ソフトをインストールする
警告: ソフォスの暗号化ソフトをはじめてインストールする場合は、各設定を一つ
ずつ有効化し、テストすることを強く推奨します。
エンドポイントコンピュータにフルディスク暗号化機能をインストールするための
準備が完了していることを確認します。特に、サードパーティ製の暗号化ソフトが
アンインストール済みであること、すべてのデータのバックアップが作成されてい
ること、バージョン 10 のソフォス製ウイルス対策ソフトがインストールされてい
ることを確認してください。
暗号化ソフトを自動でインストールする方法は次のとおりです。

1. Enterprise Console で、フルディスク暗号化機能をインストールするコン
ピュータを選択します。
2. コンピュータを右クリックして「コンピュータの保護」をクリックしま
す。「コンピュータの保護 ウィザード」が表示されます。
3. 「ようこそ」ページで、「次へ」をクリックします。
4. 「インストールの種類」ページで「暗号化ソフト」を選択します。

25

Sophos Enterprise Console

5. 暗号化のサブスクリプションやインストーラの場所が複数ある場合は、
「暗号化する場所」ページが表示されます。「暗号化のサブスクリプショ
ン」を選択し、「アドレス」にインストール元を入力します。
6. 「暗号化のサマリー」ページで、インストール中に問題が発生したかどう
か確認します。
7. 「アカウント情報」ダイアログボックスで、各コンピュータへのソフト
ウェアのインストールに使用できるアカウントの詳細を入力します。
インストールはすべてのコンピュータで同時に開始されないので、操作がすべて完
了するまで時間がかかることがあります。
コンピュータに暗号化ソフトをインストールすると、約 30分後にコンピュータが自
動的に再起動します。ポリシーで暗号化機能を有効化する場合、コンピュータを再
起動するまで有効になりません。
コンピュータの起動時の動作、インストール後の初回ログオン、および暗号化機能
の有効化について、詳細は インストール後の初回ログオン (p. 27) を参照してくだ
さい。

11.6 手動で暗号化ソフトをインストールする
警告: ソフォスの暗号化ソフトをはじめてインストールする場合は、各設定を一つ
ずつ有効化し、テストすることを強く推奨します。
自動保護できないコンピュータがある場合は、暗号化ソフトがダウンロードされて
いる共有フォルダ内のインストーラを手動で実行して保護します。この共有フォル
ダの通称は「インストーラの場所」です。
エンドポイントコンピュータにフルディスク暗号化機能をインストールするための
準備が完了していることを確認します。特に、サードパーティ製の暗号化ソフトが
アンインストール済みであること、すべてのデータのバックアップが作成されてい
ること、バージョン 10 のソフォス製ウイルス対策ソフトがインストールされてい
ることを確認してください。
フルディスク暗号化機能をインストールしている間は、エンドポイント上でアク
ティブなユーザーセッションが 1つだけであることを確認してください。このよう
になっていない場合、インストールが正しく終了しません。
保護するコンピュータには Windows 管理者としてログオンする必要があります。
暗号化ソフトを手動でコンピュータにインストールする方法は次のとおりです。

1. Enterprise Console を開き、「表示 」メニューから「インストーラの場所」
を選択して、インストーラが保存されているディレクトリを確認します。
「インストーラの場所」ダイアログボックスで、「場所」カラムに、各
OS ごとのインストーラの場所が表示されます。パスをメモします。
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2. インストーラの場所に指定されたコンピュータで、読み取り専用のユー
ザーアカウントを作成します。
3. 各コンピュータに移動し、ローカル管理者権限でログオンします。
4. 「インストーラの場所」にある setup.exe という暗号化機能のセットアッ
プ プログラムをダブルクリックします。
暗号化機能のセットアップ プログラムは、通常、次のフォルダに保存さ
れています。 \\<サーバー名>\SophosUpdate\CIDs\<サブスクリプション名
>\ENCRYPTION
5. ウィザードの指示に従って暗号化ソフトをインストールします。
コンピュータの起動時の動作、インストール後の初回ログオン、および暗号化機能
の有効化について、詳細は インストール後の初回ログオン (p. 27) を参照してくだ
さい。

11.7 インストール後の初回ログオン
暗号化機能のインストール後、コンピュータが再起動してログオン画面が表示され
ます。ログオンしているアカウントの種類によって、コンピュータの動作は次のよ
うに異なります。
■

通常の Windows アカウントでエンドユーザーとしてログオンした場合。

■

管理タスクを実行するために、除外のリストに追加されている Windows
アカウントでログオンした場合。

通常の Windows アカウントでエンドユーザーとしてログオンした場合
POA (Power-on-Authentication) が有効になって要る場合で、フルディスク暗号化ポ
リシーで暗号化機能が有効に設定されているときのみ、ここでの説明と同じように
ログオン処理が行われます。
コンピュータが再起動すると、自動ログオン画面など複数のメッセージが表示され
ます。この後に Windows OS が起動します。ユーザーは Windows のアカウント情報
を使って Windows にログオンし、コンピュータの Sophos SafeGuard ユーザーとして
登録されます。
ヒント: 登録が完了すると、エンドポイントコンピュータに確認のツールチップが
表示されます。
ポリシーで有効に設定されている場合は、選択したドライブで暗号化が開始しま
す。暗号化と復号化は、ユーザーが意識することなくバックグラウンドで実行され
ます。暗号化処理中も他の作業を継続したり、コンピュータをシャットダウンする
ことができます。暗号化完了後、コンピュータを再起動する必要はありません。
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次回コンピュータを起動すると、POA が有効になります。これ以降、ユーザーは
POA で Windows のアカウント情報を入力する必要があります。入力後は自動的に
Windows にログオンします。
ヒント: コンピュータの休止状態から復帰する際は、Windows のユーザー認証と
POA で Windows のアカウント情報を入力する必要があります。
詳細は「Sophos Disk Encryption ユーザーヘルプ」を参照してください。

管理タスクを実行するために、除外のリストに追加されている Windows アカウ
ントでログオンした場合
除外のリストに含まれるWindows アカウントでログインしている場合で、フルディ
スク暗号化ポリシーで POA が有効に設定されているときのみ、ここでの説明と同
じようにログインが行われます。
コンピュータが再起動すると、Windows OS が開始します。Windows のログオン画
面が表示されます。ユーザーは、先にフルディスク暗号化ポリシーで定義したアカ
ウント情報でログオンします。ここではゲストユーザーとしてWindows にログオン
されます。POA (Power-on Authentication) は有効化されません。暗号化の処理は開
始しません。このため、ユーザーは必要に応じてインストール後の管理タスクを実
行できます。
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12 テクニカルサポート
ソフォス製品のテクニカルサポートは、次のような形でご提供しております。
■

「SophosTalk」ユーザーフォーラム (英語) (http://community.sophos.com)
のご利用。さまざまな問題に関する情報を検索できます。

■

ソフォス サポートデータベースのご利用。www.sophos.com/ja-jp/support.aspx

■

製品ドキュメントのダウンロード。
www.sophos.com/ja-jp/support/documentation/

■

メールによるお問い合わせ。ソフォス製品のバージョン番号、OS および
適用しているパッチの種類、エラーメッセージの内容などを、
support@sophos.co.jp までお送りください。
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13 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,
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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
1. http://www.cs.wustl.edu/~schmidt/ACE.html
2. http://www.cs.wustl.edu/~schmidt/TAO.html
3. http://www.dre.vanderbilt.edu/CIAO/
4. http://www.dre.vanderbilt.edu/cosmic/
5. http://www.dre.vanderbilt.edu/~schmidt/
6. http://www.cs.wustl.edu/~schmidt/ACE-members.html
7. http://www.wustl.edu/
8. http://www.uci.edu/
9. http://www.vanderbilt.edu/
10. mailto:doc_group@cs.wustl.edu
11. http://www.cs.wustl.edu/~schmidt/ACE-users.html
12. http://www.cs.wustl.edu/~schmidt/commercial-support.html
13. http://www.cs.wustl.edu/~schmidt/ACE.html
14. http://www.cs.wustl.edu/~schmidt/TAO.html
15. http://www.dre.vanderbilt.edu/CIAO/
16. http://www.dre.vanderbilt.edu/cosmic/
17. http://www.dre.vanderbilt.edu/
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20. http://www.opensource.org/
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31

Sophos Enterprise Console

22. http://www.dre.vanderbilt.edu/~schmidt/

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.
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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.

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.

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:
1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions
and the following disclaimer.
2. 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.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the
following acknowledgment:
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"This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL
Toolkit.(http://www.openssl.org/)"
4. 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.
5. 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.
6. 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:
1. Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and
the following disclaimer.
2. 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.
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3. 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 :-).
4. 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.]

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.
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