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1 このガイドについて
このガイドは、サーバーにインストールされている Sophos Enterprise Console (SEC) バー
ジョン 5.4.0 を別のサーバーに移行する方法について説明します。サポートされるWindows
OS (32ビットまたは 64ビット) 間でEnterprise Consoleを移行する際に参照いただけます。

注: 本ガイドは、現在お使いのEnterprise Consoleを別のサーバーに移行する方法について
説明するものです。このガイドに記載されている手順に従って Enterprise Consoleを移行
しても、他のメジャーバージョン、マイナーバージョン、メンテナンスバージョンなどには
アップグレードされません。アップグレードを行うには、「Enterprise Consoleアップグ
レードガイド」を参照してください。

Sophos Enterprise Consoleの製品ドキュメントは次のサイトから入手可能です。
https://www.sophos.com/ja-jp/support/documentation/enterprise-console.aspx

2 用語の説明
このガイドで使用している用語の説明は、以下の表を参照してください。

意味用語

既存の Enterprise Consoleサーバー。移行元サーバー

既存の Enterprise Consoleを移行する新しいサーバー。移行先サーバー

移行元サーバーの識別情報:コンピュータ名、ドメイン、IP アドレ
ス (固定の場合)。

旧 ID

移行先サーバーの識別情報:コンピュータ名、ドメイン、IP アドレ
ス (固定の場合)。コンピュータ名 (および IP アドレス) は、旧 ID と

新 ID

異なっている必要があります。ドメイン名は同じである必要があり
ます。

3 お読みになる前に
このガイドで想定している環境は次のとおりです。
■ 移行元サーバーにインストール済みのEnterprise Consoleバージョン 5.4.0 を移行先サー
バーに移行する。
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■ Enterprise Console 5.4.0のすべてのコンポーネント (管理コンソール、管理サーバー、
およびデータベース) が 1台のサーバー (移行元サーバー) にインストールされており、
運用可能である。

■ 同じバージョンの Enterprise Consoleは、他のソフォス製品をインストールしていない
移行先サーバーにインストールする。移行先サーバーにソフォス製品/コンポーネントを
過去にインストールしたことがある場合や現在インストール済みの場合は、補足 A:移行
先サーバーの準備 (p. 21) を参照してください。

■ Enterprise Consoleは、新しい ID を持つ移行先サーバーに移行する。
■ ユーザーアカウントを作成する場合は、ネットワーク環境に基づいて作成する。たとえ
ば、ワークグループ環境ではローカルアカウントを作成し、ドメイン環境ではドメイン
アカウントを作成する。

■ 移行元サーバーや移行先サーバーにカスタムデータベースをインストールする、または
使用する場合は、照合順序の設定が一致することを確認する。

注: SQL サーバーの照合順序のデフォルト設定は、インストール先コンピュータのロケー
ルによって異なることがあります。

■ Enterprise Consoleが、移行元サーバーでデフォルトの場所にインストールされており、
移行先サーバーでもデフォルトの場所にインストールする。デフォルト以外の場所の場
合、このガイドで指定しているフォルダのパスを適宜変更する必要があります。

■ 移行元サーバーのローカルディスクに Sophos Update Manager (SUM) がインストール
されている。ネットワーク上に他の SUM が存在する場合は、そのアップデート元が移
行元サーバーのローカル SUM に設定されている。

■ 移行元サーバーと移行先サーバーが同じドメイン内またはワークグループ内にある。
■ 移行元サーバーと移行先サーバーのいずれもドメインコントローラでない。
■ 移行元サーバーと移行先サーバーの両方に対して、必要な管理者権限がある。
■ 移行プロセスの一環として、移行元サーバーと移行先サーバー間で転送されるファイル
はすべて、セキュリティで保護された場所やデバイスを使用して保管・転送される。

4 前提条件
サーバーでユーザーアカウント制御 (UAC) を有効にしている場合、UAC を無効にし、サー
バーを再起動します。

UAC は移行を完了した後で、有効に設定し直せます。

5 導入ステップ
Enterprise Console を移行先サーバーへ移行する主なステップは次のとおりです。
■ 移行元サーバーを準備する (Update Manager のパスワードの確認、データのバックアッ
プなど)。
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■ Enterprise Console のデータベースを移行先サーバーにインストールする。
■ データベースと証明書のレジストリキーを移行先サーバーに復元する。
■ Enterprise Console の管理サーバーと管理コンソールを移行先サーバーにインストール
する。

■ 移行先サーバーでデータをバックアップする。
■ レジストリキーおよび Secure Store を移行元サーバーから移行先サーバーにインポート
する。

■ 移行先サーバーのアップデートマネージャでアップデートされるよう、エンドポイント
コンピュータを切り替える。

■ アップデートポリシーの詳細を変更する。
■ 移行先サーバーの Enterprise Console の管理対象となるよう、エンドポイントコンピュー
タを切り替える。

■ 保護されていない子 SUM の参照先を、移行先サーバーのアップデートマネージャに切
り替える。

■ リモートコンソールの参照先を移行先サーバーに切り替える。

これらのステップの詳細は、この後のセクションを参照してください。

6 移行元サーバーの準備
移行元サーバーを準備するには、次の操作を行ってください。
■ Update Manager のパスワードの確認 (p. 5)

■ Sophos サービスの停止 (p. 6)

■ データ、レジストリ、および Secure Store のバックアップ (p. 7)

6.1 Update Manager のパスワードの確認
Sophos Update Manager (SUM) のパスワードは、アップデートポリシーで設定されていま
す。このパスワードは、エンドポイントが SUM からアップデート版を取得する際の認証に
使用されます。

SUM のパスワードがわからない場合は再設定できます。この手順を実行すると、次回のアッ
プデート時にエンドポイントコンピュータの認証に失敗することに注意してください。

SUM のパスワードを再設定する方法は次のとおりです。

1. アカウント名とパスワードを把握するため、移行元サーバーで新しいWindows アカウン
トを作成します。このアカウントが Update Manager アカウントとして使用されます。

2. 「Windows エクスプローラ」で、アップデート元の共有の場所を表示します。デフォル
トの格納場所は次のとおりです。
C:\ProgramData\Sophos\Update Manager\Update Manager
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3. Update Manager フォルダを右クリックして、「プロパティ」を選択します。「プロパ
ティ」ウィンドウの「共有」タブで、「アクセス許可」をクリックします。

4. 作成したWindows アカウントを追加し、読み取り権限を指定します。
5. Enterprise Consoleで、以前のWindows アカウントを使用しているアップデートポリ
シーを探し、新しいWindows アカウントを使用するよう、次のように編集します。

a) アップデートポリシーを開き、「プライマリサーバー」タブを選択します。

b) 「ユーザー名」を新しいアカウント名に変更します。

c) 「変更」をクリックして、新しいパスワードを指定します。

6. このポリシーをすべてのエンドポイントに適用します (各グループを右クリックし、「ポ
リシーの適用 > グループのアップデートポリシー」を選択します)。

7. すべてのエンドポイントが、更新したアップデートポリシーに準拠していることを確認
します (「ポリシーと異なるコンピュータ」がないことを確認します)。

移行先サーバーでワークグループ/ローカルアカウントを使用する場合は、移行元サーバー
のアカウントとアカウント名およびパスワードが同じ新しいWindows ユーザーアカウント
を、移行先サーバーで作成する必要があります。

これで、Update Manager のパスワードを再設定できました。

6.2 Sophos サービスの停止
移行元サーバーで次の操作を実行します。

1. Enterprise Console を閉じます。
2. 「コマンドプロンプト」ウィンドウを開きます。
3. エンドポイントの通信サービスを停止します。停止するには、次のコマンドを入力しま
す。
net stop "Sophos Message Router"

net stop "Sophos Patch Endpoint Communicator"

net stop "Sophos Certification Manager"

注: エンドポイントの通信サービスを停止後、数分間待機することを推奨します。メッ
セージがメモリのキューにキャッシュされている場合、それが処理されます。

4. データ処理サービスとフロントエンドサービスを停止します。
サービスを停止するには、次のコマンドを入力します。
net stop "Sophos Patch Server Communicator"

net stop "Sophos Management Host"

net stop "Sophos Patch Endpoint Orchestrator"

net stop "Sophos Management Service"

net stop "Sophos Update Manager"

これで、Sophos サービスを停止できました。
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6.3 データ、レジストリ、および Secure Store のバッ
クアップ
移行元サーバーで次の操作を実行します。

1. Enterprise Console のインストール先ディレクトリで、コマンドプロンプトを開きます。

デフォルトの場所Windows バー
ジョン

C:\Program Files\Sophos\Enterprise Console32ビット

C:\Program files (x86)\Sophos\Enterprise Console64ビット

2. 次のコマンドを入力して、データベースをバックアップします。
DataBackupRestore.exe -Action=backup

確認メッセージが表示され、Backup フォルダが作成されます。また、Database サブ
フォルダ、レジストリキー、および Secure Store 情報が、次の場所に作成されます。
%ALLUSERSPROFILE%\Sophos\ManagementServer\

3. 作成した Backup フォルダ内に、次の 2つの新規フォルダを作成します。
■ Router

■ DataBackupRestore

4. table_router.txt ファイルを、先ほど作成した Router フォルダにコピーします。
table_router.txtファイルの場所はデフォルトで次のとおりです。
%ALLUSERSPROFILE%\Sophos\Remote Management
System\3\Router\table_router.txt

5. Envelopes フォルダを、先ほど作成した Router フォルダにコピーします。Envelopes
フォルダの場所はデフォルトで次のとおりです。
%ALLUSERSPROFILE%\Sophos\Remote Management System\3\Router\Envelopes

注: 未対処のメッセージがない場合、Envelopes フォルダは空です。

6. Enterprise Console インストールディレクトリを参照します。

デフォルトの場所Windows バー
ジョン

C:\Program Files\Sophos\Enterprise Console32ビット

C:\Program files (x86)\Sophos\Enterprise Console64ビット
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7. 次のファイルやフォルダを、先ほど作成した DataBackupRestore フォルダにコピーしま
す。
■ Metadata (フォルダの内容すべて)

■ BackupRestore.proj

■ DataBackupRestore.exe

■ DataBackupRestore.exe.config

■ ResetUserMappings.sql

■ TBK.bat

■ TRS.bat

これで、データ、レジストリ、および Secure Store のバックアップは完了です。

7 Enterprise Console のデータベースの
インストール
移行先サーバーで次の操作を実行します。

1. Enterprise Console 5.4.0 のインストーラを、Sophos Enterprise Console のダウンロー
ドページからダウンロードします。
http://www.sophos.com/ja-jp/support/downloads/console/sophos-enterprise-console.aspx

この際、MySophos のアカウント情報を入力する必要があります。

2. インストーラを参照し、ダブルクリックします。
3. 「Sophos Endpoint Security and Control ネットワークインストーラ」ダイアログボッ
クスで、「インストール」をクリックします。

インストールファイルがコピーされ、インストールウィザードが起動します。

4. 「Sophos Enterprise Console」ダイアログボックスで、「次へ」をクリックします。
5. ウィザードの指示に従ってインストールを行います。次の手順を実行してください。

a) 可能な限り、デフォルトの設定をそのまま選択します。

b) 「コンポーネントの選択」ダイアログボックスで、「データベース」のみを選択しま
す。

c) 「データベースの詳細」ダイアログボックスで、データベースアクセス用のユーザー
名を入力します。

6. インストールが完了したら、「はい」または「完了」をクリックします。

これで、Enterprise Consoleのデータベースをインストールできました。
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8 データベースと証明書のレジストリ
キーの復元
データベースと証明書のレジストリキーを移行元サーバーから移行先サーバーに復元する方
法は次のとおりです。

1. 次の場所に「ManagementServer」というフォルダを作成します。
%ALLUSERSPROFILE%\Sophos\

2. 移行元サーバーの Backup フォルダを、移行先サーバーで作成した ManagementServer
フォルダにコピーします。

フォルダへのパスは ...\Sophos\ManagementServer\Backupのように指定される
はずです。

3. DataBackUpRestore フォルダで、コマンドプロンプトを開きます。
%ALLUSERSPROFILE%\Sophos\ManagementServer\Backup\DataBackUpRestore\

4. 次のコマンドを入力して、データベースを復元します。
DataBackupRestore -Action=Restore -DataSourceType=Database

確認のメッセージが表示されたら、「y」を入力します。

注: 「Build succeeded」メッセージが、「Restore database successfully processed」
メッセージと共に表示されることを確認してください。「Failed to restore」メッセー
ジと共に表示される場合は、(ご利用の SQL Server のバージョンによって変わってきま
すが、たとえば) %ProgramFiles%\Microsoft SQL
Server\MSSQL10.SOPHOS\MSSQL\Backup\を参照して、ファイルへのアクセス権
(読み取り権限) が、使用中の SQL Server サービスアカウントにあることを確認してく
ださい。アクセス権がない場合は、SQL Server サービスアカウントに読み取り権限を付
与してから、コマンドを再実行してください。

5. Backup フォルダを参照します。
%ALLUSERSPROFILE%\Sophos\ManagementServer\Backup

6. 「CertificationManager.reg」というレジストリファイルを右クリックして、「結合」選
択し、確認メッセージで「はい」をクリックします。

注:  32ビットコンピュータと 64ビットコンピュータ間で移行する場合は、レジストリ
キーを編集する必要があります。詳細は、補足 B:エクスポートしたレジストリファイ
ルの編集 (p. 23) を参照してください。

これで、データベースと証明書のレジストリキーを復元できました。
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9 Enterprise Console の管理サーバーお
よび管理コンソールのインストール
移行先サーバーで次の操作を実行します。

1. Enterprise Console 5.4.0 のインストーラを参照し、ダブルクリックします。
2. 「Sophos Enterprise Console」ダイアログボックスで、「次へ」をクリックします。
3. ウィザードの指示に従ってインストールを行います。次の手順を実行してください。

a) 可能な限り、デフォルトの設定をそのまま選択します。

b) 「コンポーネントの選択」ダイアログボックスで、「管理サーバー」および「管理コ
ンソール」を選択します。

c) 「データベースの詳細」ダイアログボックスで、データベースアクセス用のアカウン
ト情報を入力します。

d) 「Sophos Update Manager のアカウント情報」ダイアログボックスに Update
Manager アカウントとして使用するWindows ユーザーアカウント (Update Manager
のパスワードの確認 (p. 5) で設定したもの) を入力し、インストールを続行します。

4. インストールが完了すると、再起動するようメッセージが表示されることがあります。
「はい」または「完了」をクリックします。

注:インストール後、はじめてログオン (または再起動) すると、アップデートマネージャ
が設定されていない旨の警告メッセージが出ますが、キャンセルしてEnterprise Console
を閉じます。

これで、Enterprise Consoleの管理サーバーおよび管理コンソールをインストールできまし
た。

9.1 Sophos サービスの停止
1. Enterprise Console が閉じていることを確認します。
2. エンドポイントの通信サービスを停止します。この手順は次のとおりです。

a) 「コマンドプロンプト」ウィンドウを開きます。

b) 次のコマンドを入力します。
net stop "Sophos Message Router"

net stop "Sophos Patch Endpoint Communicator"

net stop "Sophos Certification Manager"
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3. データ処理サービスとフロントエンドサービスを停止します。
サービスを停止するには、コマンドプロンプトで次のコマンドを実行します。
net stop "Sophos Patch Server Communicator"

net stop "Sophos Management Host"

net stop "Sophos Patch Endpoint Orchestrator"

net stop "Sophos Update Manager"

これで、Sophos サービスを停止できました。

10 移行先サーバーのデータのバックアッ
プ
移行先サーバーでデータをバックアップする必要があります。バックアップは、後でレジス
トリ値をインポートする際に使用されます。

1. 次の場所にある Backup フォルダの名前を Old_Server_Backup に変更します。
%ALLUSERSPROFILE%\Sophos\ManagementServer\Backup

2. Enterprise Console のインストール先ディレクトリで、コマンドプロンプトを開きます。

デフォルトの場所Windows バー
ジョン

C:\Program Files\Sophos\Enterprise Console32ビット

C:\Program files (x86)\Sophos\Enterprise Console64ビット

3. 次のコマンドを入力して、データベースをバックアップします。
DataBackupRestore.exe -Action=backup

確認メッセージが表示され、Backup フォルダが作成されます。また、Database サブ
フォルダ、レジストリキー、および Secure Store 情報が、次の場所に作成されます。
%ALLUSERSPROFILE%\Sophos\ManagementServer\

4. 作成した新規 Backup フォルダの名前を New_Server_Backup に変更します。
5. 次に、Old_Server_Backup フォルダの名前を Backup に変更します。
6. Sophos Management Service を停止します。この手順は次のとおりです。

a) 「コマンドプロンプト」ウィンドウを開きます。

b) 次のコマンドを入力します。
net stop "Sophos Management Service"

これで、移行先サーバーのデータのバックアップは完了です。
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11 レジストリおよび Secure Store のイン
ポート
1. Enterprise Console のインストール先ディレクトリで、コマンドプロンプトを開きます。

デフォルトの場所Windows バー
ジョン

C:\Program Files\Sophos\Enterprise Console32ビット

C:\Program files (x86)\Sophos\Enterprise Console64ビット

2. 次のコマンドを入力して、レジストリ値をインポートします。
DataBackupRestore -Action=Restore -DataSourceType=Registry

ファイルが復元されていることを確認するメッセージが表示されたら、続行することを
指定します。

3. Management Service のデータベース接続ストリングのレジストリ値を確認します。こ
の手順は次のとおりです。

a) 「レジストリエディタ」を開き、Sophos というレジストリキーを参照します。

デフォルトの場所Windows バー
ジョン

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Sophos\EE\Management Tools\32ビット

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Sophos\EE\Management
Tools\

64ビット

b) 右側のペインで「DatabaseConnectionMS」という項目を選択します。

c) 「編集」メニューの「修正」をクリックします。

d) 「値のデータ」で、移行先サーバーのホスト名を指定する設定になっていることを確
認します。値が存在しない場合は作成します。Data Source=(local)\SOPHOS;と指定
されていることを確認します。

4. 移行先サーバーのホスト名が指定されるよう、ServerLocation レジストリ値を変更して
ください。この手順は次のとおりです。

a) Sophos というレジストリキーを参照します。
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デフォルトの場所Windows バー
ジョン

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Sophos\EE\Management Tools\32ビット

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Sophos\EE\Management
Tools\

64ビット

b) 右側のペインで「ServerLocation」という項目を選択します。

c) 「編集」メニューの「修正」をクリックします。

d) 「値のデータ」で、移行元サーバーのホスト名を移行先サーバーのホスト名に置き換
えます。

5. 移行先サーバーのホスト名が指定されるよう、Instance レジストリキーを変更してくだ
さい。この手順は次のとおりです。

a) Sophos というレジストリキーを参照します。

デフォルトの場所Windows バー
ジョン

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Sophos\EE\ManagementTools\Database
Installer

32ビット

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Sophos\EE\Management
Tools\Database Installer

64ビット

b) 右側のペインで「Instance」という項目を選択します。

c) 「編集」メニューの「修正」をクリックします。

d) 「値のデータ」で、移行元サーバーのホスト名を移行先サーバーのホスト名に置き換
えます。(local)\SOPHOS と指定されていることを確認します。

6. Sophos Update Manager でワークグループ/ローカルアカウントを使用している場合は、
SumUser のレジストリ値を変更してください。この手順は次のとおりです。

a) Sophos というレジストリキーを参照します。レジストリキーの場所は次のとおりで
す。

デフォルトの場所Windows バー
ジョン

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Sophos\EE\Management
Tools\SumUser

32ビット
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デフォルトの場所Windows バー
ジョン

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Sophos\EE\Management
Tools\SumUser

64ビット

b) ManagementTools.reg ファイルから、SumUserNameおよび SumUserDataのレジ
ストリ値を取得します。

ManagementTools.reg ファイルは、移行先サーバーのデータのバックアップ (p. 11)
で作成した New_Server_Backup フォルダ内にあります。

c) 既存の SumUserNameおよび SumUserDataの値を、ManagementTool.reg ファイ
ルで指定されている値に置き換えます。

7. データベースでワークグループ/ローカルアカウントを使用している場合は、移行先サー
バーのホスト名が指定されるよう、DatabaseUser レジストリ値を変更してください。
この手順は次のとおりです。

a) Sophos というレジストリキーを参照します。

デフォルトの場所Windows バー
ジョン

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Sophos\EE\Management
Tools\DatabaseUser

32ビット

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Sophos\EE\Management
Tools\DatabaseUser

64ビット

b) 右側のペインで「DatabaseUserDomain」という項目を選択します。

c) 「編集」メニューの「修正」をクリックします。

d) 「値のデータ」で、移行元サーバーのホスト名を移行先サーバーのホスト名に置き換
えます。

注: 移行先サーバーへのインストール時に別のデータベース用アカウントを使用した
場合は、追加で次の操作が必要となります。

e) ManagementTools.reg ファイルから、DatabaseUserNameおよび
DatabaseUserPasswordのレジストリ値を取得します。

ManagementTools.reg ファイルは、移行先サーバーのデータのバックアップ (p. 11)
で作成した New_Server_Backup フォルダ内にあります。

f) 既存の DatabaseUserNameおよび DatabaseUserPasswordの値を、
ManagementTool.reg ファイルで指定されている値に置き換えます。
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8. 移行先サーバーのホスト名およびポート (インストール時に別のポートが指定された場
合) が指定されるよう、PatchServerURL レジストリ値を変更してください。この手順は
次のとおりです。

a) Sophos というレジストリキーを参照します。

デフォルトの場所Windows バー
ジョン

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Sophos\EE\Patch\32ビット

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Sophos\EE\Patch\64ビット

b) 右側のペインで「PatchServerURL」という項目を選択します。

c) 「編集」メニューの「修正」をクリックします。

d) 「値のデータ」で、移行元サーバーのホスト名を移行先サーバーのホスト名および
ポート (別のポートを使用している場合) に置き換えます。

9. table_router.txt ファイルを、移行元サーバーの Router フォルダから、次の場所にある移
行先サーバーに復元します。
%ALLUSERSPROFILE%\Sophos\Remote Management
System\3\Router\table_router.txt

10. Envelopes フォルダのコンテンツを、移行元サーバーの Router フォルダから、次の場所
にある移行先サーバーに復元します。
%ALLUSERSPROFILE%\Sophos\Remote Management System\3\Router\Envelopes

注: 未対処のメッセージがない場合、Envelopes フォルダは空です。

11. Enterprise Console のインストール先ディレクトリで、コマンドプロンプトを開きます。
12.次のコマンドを入力して、Secure Store をインポートします。

DataBackupRestore -Action=Restore -DataSourceType=SecureStore

確認のメッセージが表示されたら、「y」と入力します。

これで、レジストリおよび Secure Store のインポートは完了です。

11.1 すべての Sophos サービスの開始
移行先サーバーで次の操作を実行します。

1. エンドポイントの通信サービスを開始します。開始するにはコマンドプロンプトを開き、
次のコマンドを実行します。
net start "Sophos Message Router"

net start "Sophos Patch Endpoint Communicator"

net start "Sophos Certification Manager"
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2. データ処理サービスとフロントエンドサービスを開始します。
サービスを開始するには、コマンドプロンプトで次のコマンドを実行します。
net start "Sophos Patch Server Communicator"

net start "Sophos Management Host"

net start "Sophos Patch Endpoint Orchestrator"

net start "Sophos Management Service"

net start "Sophos Update Manager"

これで、すべての Sophos サービスを開始できました。

12 エンドポイントの参照先を移行先サー
バーのアップデートマネージャに変更
する方法
エンドポイントコンピュータが、移行先サーバーの Sophos Update Manager (SUM) でアッ
プデートされるように設定を変更する必要があります。また、アップデートマネージャにつ
いても、ソフォスからアップデート版をダウンロードするように必ず設定を変更してくださ
い。

1. 移行先サーバーで Enterprise Consoleを開きます。
2. 「表示」メニューの「アップデートマネージャ」をクリックします。

アップデートマネージャの一覧に、移行先サーバーの SUM が表示されます。

3. 移行元サーバーのアップデートマネージャをダブルクリックし、「アップデート元」タ
ブにあるエントリすべてを削除します。「OK」をクリックします。

4. 移行先サーバーのアップデートマネージャをダブルクリックし、必要に応じて、「アッ
プデート元」、「サブスクリプション」、「配布」などのタブを設定します。

5. 移行先サーバーのアップデートマネージャに対して、「前回のアップデート日時」カラ
ムが、「実行されていません」から現在の日時に変わるまで待ちます。

6. 子 SUM がある場合は、移行先サーバーのアップデートマネージャを指定するように、
それぞれ設定します。

これで、エンドポイントの参照先を移行先サーバーのアップデートマネージャに変更できま
した。
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13 アップデートポリシーの設定
移行先サーバーで、アップデートポリシーのアカウント情報を設定する必要があります。こ
の手順は次のとおりです。

1. Enterprise Console で、編集するアップデートポリシーをダブルクリックします。
「アップデートポリシー」ダイアログボックスが表示されます。

注: 子 SUM を指定するアップデートポリシーは、変更しないでください。

2. 「プライマリサーバー」タブで、移行先サーバーのアドレスを指定するよう「アドレス」
を変更します。

3. 「ユーザー名」を変更し、「変更」をクリックして、新しいパスワードを指定します。
4. 必要に応じて、「セカンダリサーバー」の設定も変更します。
5. 「OK」をクリックして設定を保存します。
6. 「表示」メニューの「アップデートマネージャ」をクリックし、アップデートマネー
ジャの一覧で、移行元サーバーのアップデートマネージャを右クリックし、「削除」を
クリックします。

これで、アップデートポリシーを設定できました。

14 エンドポイントの参照先を移行先
Enterprise Console にリダイレクトす
る方法
エンドポイントの参照先を移行先 Enterprise Console にリダイレクトするには、移行先
Enterprise Console でエンドポイントを再保護します。

注:エンドポイントの台数が多い場合や、その他の理由でエンドポイントを保護し直すこと
ができない場合は、代替手順について、ソフォスのサポートデータベースの文章 116737 を
参照してください。 (http://www.sophos.com/ja-jp/support/knowledgebase/116737.aspx)

コンピュータを保護する方法の詳細は、Sophos Enterprise Console ヘルプの「コンピュー
タの保護」のセクションを参照してください。

コンピュータを保護する方法は次のとおりです。

1. 保護するコンピュータがグループに所属しているかどうかに応じて、次のいずれかの手
順を実行してください。
■ 保護するコンピュータが「グループ外のコンピュータ」フォルダにある場合は、それ
らのコンピュータをグループにドラッグします。

■ 既にグループに所属している場合は、保護するコンピュータを選択して右クリック
し、「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。
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2. 「インストールの種類」ページで、再保護の際に使用するセキュリティ対策ソフトを選
択します。

3. ウィザードの指示に従います。「機能の選択」ページで、インストールする機能を選択
します。

注: 機能に対するシステム要件の詳細は、ソフォスWeb サイトの「システム要件」
(http://www.sophos.com/ja-jp/products/all-system-requirements.aspx) を参照してくださ
い。

ウイルス対策機能は、自動的に選択・インストールされます。また、任意で次の機能を
インストールできます。一部の機能については、ライセンスに含まれている場合だけ利
用できます。
■ Firewall
■ Patch
■ Third-Party Security Software Detection

4. インストール中に発生した問題はすべて、「保護のサマリー」ページの「保護に関する
問題」カラムに表示されます。「次へ」をクリックします。

5. 「アカウント情報」ページで、選択した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。
このアカウントは、通常、ドメイン管理者アカウントです。次の条件を満たしている必
要があります。
■ 保護するコンピュータへのローカル管理者権限がある。
■ 管理サーバーをインストールしたコンピュータにログオンできる。
■ アップデートポリシーで指定したプライマリサーバーの場所に対する読み取り権限が
ある。

注: ドメインアカウントを使用している場合は、必ず、ドメイン名\ユーザー名という
形式でユーザー名を入力してください。

これで、エンドポイントの参照先を移行先 Enterprise Console にリダイレクトできました。

15 保護されていない子 SUM を移行先サー
バーのアップデートマネージャにリダ
イレクトする方法
Sophos Endpoint Security and Controlで保護されている子 Sophos Update Manager は、
アップデートポリシーにより自動的に新しい親 SUM にリダイレクトされます。
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保護されていない SUM については、次の手順で手動設定を行って、すべて新しい親 SUM
に接続するようにしてください。

1. 移行先サーバーで、Enterprise Console のフォルダから mrinit.confと cac.pemと
いうファイルをコピーします。

デフォルトの場所Windows バー
ジョン

C:\Program Files\Sophos\Enterprise Console32ビット

C:\Program files (x86)\Sophos\Enterprise Console64ビット

2. すべての子 SUM で次の手順を実行します。

a) コピーした mrinit.confと cac.pemを、Remote Management System フォルダ
に貼り付けます。

デフォルトの場所Windows
バージョン

C:\Program Files\Sophos\Remote Management System32ビット

C:\Program files (x86)\Sophos\Remote Management System64ビット

b) Remote Management System ディレクトリでコマンドプロンプトを開きます。

c) ClientMrInit.exe -updateコマンドを実行します。

これで、保護されていない子 SUM を移行先サーバーのアップデートマネージャにリダイレ
クトできました。

16 リモートコンソールの参照先を移行先
サーバーにリダイレクトする方法
別のコンピュータにインストールされている各 Enterprise Console について、当該のコン
ピュータで次の操作を行ってください。

1. Enterprise Console 5.4.0 のインストーラパッケージを起動します。
2. デフォルトのインストール先フォルダ、または任意のフォルダにインストールファイル
を展開します。アップグレードするコンピュータ上のフォルダのみ指定できます。

インストールウィザードが起動します。

3. 「Sophos Enterprise Console」ダイアログボックスで、「次へ」をクリックします。
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4. ウィザードの指示に従ってインストールを行います。次の手順を実行してください。

a) 可能な限り、デフォルトの設定をそのまま選択します。

b) 「コンポーネントの選択」ダイアログボックスで、「管理コンソール」を選択して、
「次へ」をクリックします。

c) 「管理コンソール」ダイアログボックスで、移行先サーバーの名前を入力します。移
行先サーバーで別のポートを使用している場合は、ポート番号を更新してください。

注: リモートコンソールと移行先サーバーが Active Directory ドメインに所属してい
る場合、データベースの詳細を入力するようプロンプト表示されます。入力の際は、
移行先サーバーへの Enterprise Console インストール時に、データベースアクセス用
に使用したアカウントと同じアカウントを必ず使用するようにしてください。

5. インストールウィザードを続行して、インストールしたコンソールの設定を更新します。

これで、リモートコンソールの参照先を移行先サーバーにリダイレクトできました。

17 移行元サーバーの使用の停止
注:保護を提供している移行元サーバーの使用を、移行後も停止する予定がない場合は、移
行元サーバーを、移行先 Enterprise Console サーバーを使って再保護し、管理対象コン
ピュータに指定する必要があります。

移行元サーバーの使用を停止する方法は次のとおりです。

1. 移行元サーバーを廃棄する場合は、ハードディスクのデータを完全に消去するか、ハー
ドディスク自体を物理的に破壊することを推奨します。

2. 移行元サーバーを再利用する場合は、Windows 「コントロールパネル」を使用して、
Enterprise Consoleおよび Microsoft SQL Server をアンインストールした後、データベー
スを削除してください。

これで、移行元サーバーの使用を停止できました。
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18 補足

18.1 補足 A: 移行先サーバーの準備
ソフォス製品を過去にインストールしたことのあるサーバー、または現在インストール済み
のサーバーを使用する場合は、ソフォス製品のすべてのコンポーネントを確実にアンインス
トールした後、次の操作を実行してください。

1. 「レジストリエディタ」を開きます。「スタート - ファイル名を指定して実行」の順に
クリックして regeditと入力し、「OK」をクリックします。

2. レジストリのバックアップを作成します。

レジストリのバックアップを作成する方法の詳細は、マイクロソフト社のドキュメント
を参照してください。

3. 「レジストリエディタ」ウィンドウで、Sophos というレジストリキーの格納場所を参
照します。

レジストリキーの格納場所Windows バー
ジョン

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Sophos32ビット

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Sophos64ビット

Sophos というレジストリキーがあれば削除します。「レジストリエディタ」ウィンド
ウを閉じます。

4. Sophos というインストール先フォルダを参照します。

デフォルトのパスWindows バー
ジョン

C:\Program files\Sophos32ビット

C:\Program files (x86)\Sophos64ビット

このフォルダが存在する場合、そのコンテンツ (すべてのサブフォルダを含みます) の
バックアップを作成し、セキュリティで保護されている場所に保存した後、フォルダを
削除します。
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5. Sophos という Common Files のインストール先を参照します。

デフォルトのパスWindows バー
ジョン

C:\Program files\Common Files\Sophos32ビット

C:\Program files (x86)\Common Files\Sophos64ビット

このフォルダが存在する場合、そのコンテンツ (すべてのサブフォルダを含みます) の
バックアップを作成し、セキュリティで保護されている場所に保存した後、フォルダを
削除します。

6. データベースのバックアップ先を参照します。(ご利用の SQL Server のバージョンによっ
て変わってきますが) 以下の例のようになります。

デフォルトのパスWindows バー
ジョン

C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10.SOPHOS\MSSQL\Backup32ビット

C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10.SOPHOS\MSSQL\Backup64ビット

このフォルダが存在する場合、そのコンテンツ (すべてのサブフォルダを含みます) の
バックアップを作成し、セキュリティで保護されている場所に保存します。Enterprise
Console データベースのバックアップファイル (.bak files) を削除します。

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のファイル名について、詳
細はソフォスサポートデータベースの文章 17323
(http://www.sophos.com/ja-jp/support/knowledgebase/17323.aspx) を参照してください。
たとえば、Enterprise Console 5.4.0 のデータベースのバックアップファイルは、次のと
おりです。
■ SOPHOS540.bak

■ SOPHOSPATCH52.bak

■ SophosSecurity.bak
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7. データベースのデータの格納場所を参照します。(ご利用の SQL Server のバージョンに
よって変わってきますが) 以下の例のようになります。

デフォルトのパスWindows バー
ジョン

C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10.SOPHOS\MSSQL\DATA32ビット

C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL10.SOPHOS\MSSQL\DATA64ビット

このフォルダが存在する場合、そのコンテンツ (すべてのサブフォルダを含みます) の
バックアップを作成し、セキュリティで保護されている場所に保存します。Enterprise
Console のデータベースファイル (.mdf files) およびトランザクションログのファイル
(.ldf files) を削除します。

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のファイル名について、詳
細はソフォスサポートデータベースの文章 17323
(http://www.sophos.com/ja-jp/support/knowledgebase/17323.aspx) を参照してください。
たとえば、Enterprise Console 5.4.0 のデータベースファイルおよびトランザクションロ
グのファイルは、次のとおりです。
■ SOPHOS540.mdf

■ SOPHOS540_log.ldf

■ SOPHOSPATCH52.mdf

■ SOPHOSPATCH52_log.ldf

■ SophosSecurity.mdf

■ SophosSecurity_log.ldf

これで、移行先サーバーの準備が完了しました。

18.2 補足 B: エクスポートしたレジストリファイルの編
集
32ビットコンピュータと 64ビットコンピュータの間で移行を行う場合、レジストリキーを
エクスポート・インポートするとき、任意のテキストエディタでエクスポートしたレジスト
リファイルを開き、Sophos というレジストリ値を次のように変更する必要があります。
もっとも簡単で確実な方法は文字列を検索・置換することです。

「Sophos」レジストリの格納場所デフォルトのインス
トール先

Windows
バージョ
ン

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SophosC:\Program files32ビット
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「Sophos」レジストリの格納場所デフォルトのインス
トール先

Windows
バージョ
ン

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\SophosC:\Program files
(x86)

64ビット

32ビットコンピュータから 64ビットコンピュータへの移行
1. Windows の「メモ帳」で出力したレジストリを開きます。
2. 「編集」メニューの「置換」をクリックします。
3. 「検索する文字列」に \SOFTWARE\Sophos\と入力し、「置換後の文字列」に

\SOFTWARE\Wow6432Node\Sophos\と入力します。
4. 「すべて置換」をクリックします。
5. 「検索する文字列」に C:\\Program Files\\Sophos\\Update Managerと入力
し、「置換後の文字列」にC:\\Program Files (x86)\\Sophos\\Update Manager

と入力します。
6. 「すべて置換」をクリックします。
7. ファイルを保存し「メモ帳」を終了します。

64ビットコンピュータから 32ビットコンピュータへの移行
1. Windows の「メモ帳」で出力したレジストリを開きます。
2. 「編集」メニューの「置換」をクリックします。
3. 「検索する文字列」に \Wow6432Node\Sophos\と入力し、「置換後の文字列」に

\Sophos\と入力します。
4. 「すべて置換」をクリックします。
5. 「検索する文字列」に C:\\Program Files (x86)\\Sophos\\Update Manager

と入力し、「置換後の文字列」にC:\\Program Files\\Sophos\\Update Manager

と入力します。
6. 「すべて置換」をクリックします。
7. ファイルを保存し「メモ帳」を終了します。

19 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。
■ ユーザーコミュニティサイト「Sophos Community」(英語) (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.aspx
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■ オンラインでのお問い合せ。
https://secure2.sophos.com/ja-jp/support/contact-support/support-query.aspx

20 ご利用条件
Copyright © 2012-2016 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™, DAnCE™, and CoSMIC™

ACE™, TAO™, CIAO™, DAnCE™, and CoSMIC™ (henceforth referred to as "DOC software")
are copyrighted by Douglas C. Schmidt and his research group at Washington University,
University of California, Irvine, and Vanderbilt University, Copyright (c) 1993-2014, all rights
reserved.Since DOC software is open-source, freely available 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 any code built
using DOC software that you release.No copyright statement needs to be provided if you just
ship binary executables of your software products.

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 misappropriate the DOC software code, such as copyrighting it
yourself or claiming authorship of the DOC software code, in a way 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 us know so we can promote your project in the DOC software success stories.

The ACE, TAO, CIAO, DAnCE, and CoSMIC web sites are maintained by the DOC Group at
the Institute for Software Integrated Systems (ISIS) and the Center for Distributed Object
Computing of Washington University, St. Louis for the development of open-source software
as part of the open-source software community.Submissions are provided by the submitter
"as is" with no warranties whatsoever, including any warranty of merchantability,
noninfringement of third party intellectual property, or fitness for any particular purpose.In no
event shall the submitter be liable for any direct, indirect, special, exemplary, punitive, or
consequential damages, including without limitation, lost profits, even if advised of the possibility
of such damages.Likewise, 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.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.
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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 companies 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.Likewise, DOC software is compliant with the
new US daylight savings rule passed by Congress as "The Energy Policy Act of 2005," which
established new daylight savings times (DST) rules for the United States that expand DST
as of March 2007.Since DOC software obtains time/date and calendaring information from
operating systems users will not be affected by the new DST rules as long as they upgrade
their operating systems accordingly.

The names ACE™, TAO™, CIAO™, DAnCE™, CoSMIC™, Washington University, 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.This license grants no permission to call products or services derived
from this source ACE™, TAO™, CIAO™, DAnCE™, or CoSMIC™, nor does it grant permission
for the name Washington University, UC Irvine, or Vanderbilt University to appear in their
names.

If you have any suggestions, additions, comments, or questions, please let me know.

Douglas C. 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 C++ Libraries
Boost Software License - Version 1.0 - August 17th, 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.
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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: https://www.sophos.com/ja-jp/support/contact-support.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.

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 Cryptography and SSL/TLS 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
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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:

“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
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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.

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,
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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.

Windows Template Library (WTL)
Copyright © Microsoft Corporation.All rights reserved.

The use and distribution terms for this software are covered by the Common Public
License.Source code for this component is available here:
https://sourceforge.net/projects/wtl/files/

zlib data compression library
Copyright © 1995–2013 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:

1. 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.

2. Altered source versions must be plainly marked as such, and must not be misrepresented
as being the original software.

3. This notice may not be removed or altered from any source distribution.

Jean-loup Gailly jloup@gzip.org

Mark Adler madler@alumni.caltech.edu
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