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Deployment Packager ガイド

1 このガイドについて
このガイドはソフォスが無償で提供する Sophos Deployment Packager ツールの使⽤⽅法につ
いて説明するものです。MSP (Managed Service Provider) における本ツールの使⽤については、
「MSP (Managed Service Provider) ガイド」をご覧ください。
ここでの説明は、Sophos Enterprise Console と Sophos Endpoint Security and Control につい
て⼗分な知識を持っていることを前提としています。

注
ライセンスの種類により利⽤できない機能もあります。

ソフォスの製品ドキュメントは次のサイトから⼊⼿可能です。www.sophos.com/ja-jp/support/
documentation.aspx
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2 Deployment Packager について
Deployment Packager は、ソフォスのエンドポイント製品のセットアップ ファイル⼀式を使⽤し
て、エンドポイントコンピュータに Enterprise Console をインストールする⾃⼰解凍型アーカイ
ブファイルを作成するツールです。作成したパッケージには、サイレント型/対話型インストール、
インストールするパッケージの種別、セットアップのパラメータ、アップデート元のパス/アカウン
ト情報、エンドポイントのグループ メンバーシップなどの構成オプションが設定されます。
Deployment Packager で作成したパッケージを起動すると、競合する恐れのある他のエンドポイ
ント保護ソフト (インストールされている場合) の削除が⾃動的に実⾏されます。暗号化機能につい
ては、競合する可能性のある他の暗号化ソフトウェアの検出は⾏われますが、削除は⼿動で⾏う必
要があります。
なお、異なるエンドポイントの要件に応じて、数種類のパッケージを作成しなければならない場合
もあります。
Deployment Packager ツールは、GUI (グラフィカル ユーザー インタフェース) またはコマンド
ライン インターフェース (CLI) から実⾏できます。
• GUI 版は⼀度限りパッケージをインストールする場合に適しています。
• CLI 版は繰り返しパッケージをインストールする場合に適しています。

コマンドライン版を起動する⽂字列 (オプション付きのコマンド) は、テキストファイルに保存
したり、スケジュール設定されたバッチファイルから定期的に実⾏したりすると、インストー
ル パッケージを常に最新の状態に保つことができます。したがって、⼤量のコンピュータを管
理しており、頻繁にエンドポイントにインストールする必要がある場合は CLI 版の使⽤をお勧
めします。

2.1 Deployment Packager に関する既存の問題
と制限事項
• Sophos Deployment Packager で作成したインストーラを使⽤して Sophos Anti-Virus をイン

ストールする際、ログオンしているユーザー名に⽇本語や中国語などの 2バイト⽂字が含まれてい
ると、途中でインストールができなくなります。
インストーラを起動した後、%temp%/cid_packager_temp というディレクトリにセット
アップファイルが展開されますが、インストールは実⾏されません。エラーメッセージは表⽰
されず、イベントログにも記録されません。
回避策: ユーザー名に 2バイト⽂字が含まれないユーザーとしてログオンします。

• -opwd コマンドを使⽤して難読化されたパスワードでパッケージを作成しようとすると、パッ
ケージ化に失敗したという内容のエラーメッセージが表⽰されることがあります。エラーが表⽰
された場合、難読化されたパスワードが正しいことを確認します。パスワードが正しいにも関
わらず、エラーが解消されない場合は、-pwd コマンドを使⽤して平⽂のパスワードを⼊⼒する
か、Deployment Packager のユーザーインターフェースを使⽤してください。
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3 システム要件
Deployment Packager の実⾏に必要な最低限の要件は次のとおりです。
• Windows OS: 詳細はこちら http://www.sophos.com/ja-jp/support/

knowledgebase/118635.aspx
• ディスク容量: 1GB
• メモリ: 1GB
• プロセッサ: 2GHz Pentium (または同等品)
また、パッケージに含まれるエンドポイントのコンポーネントのシステム要件も確認してくださ
い。詳細は、www.sophos.com/ja-jp/products/all-system-requirements.aspx を参照してくだ
さい。
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4 GUI を使⽤したパッケージの作成
⼀度しかインストールしない場合は GUI を使⽤してパッケージを作成します。次の機能をインス
トールするパッケージを作成できます。
• エンドポイント保護パッケージ。ウイルス対策、リモート管理機能、ファイアウォール、パッチ

管理機能が含まれます。

4.1 GUI を使⽤した保護パッケージの作成
1. エンドポイント保護パッケージを作成するには、DeploymentPackager.exe を実⾏します。

「Sophos Deployment Packager」ダイアログボックスが表⽰されます。

2. 「Source folder」(ソースフォルダ) フィールドにエンドポイント⽤ソフトウェアのインストー
ルファイルを含む、CID (セントラル インストール ディレクトリ) の場所を指定します。この形
式は UNC パスまたはローカルフォルダのパスです。

3. 次のカテゴリから選択します。
• Remote Management System (RMS)

Sophos Remote Management System のインストールと有効化が⾏われます。RMS は
Enterprise Console から Enterprise Console を制御できるようにするコンポーネントで
す。管理下に置かれているシステムでは、このコンポーネントを有効にする必要がありま
す。
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注
このオプションを選択すると、各エンドポイントは RMS を通じて Enterprise Console
からアップデート元のパスやアカウント情報を取得するようになります。

• Exploit Prevention
Sophos Exploit Prevention がインストールされます。

• Firewall
Sophos Client Firewall がインストールされます。

注
このオプションをインストールする場合は、次のサイトでエンドポイントのシス
テム要件を確認してください。 www.sophos.com/ja-jp/products/all-system-
requirements.aspx

• Patch
Sophos Patch Agent がインストールされます。「Management Server URL」フィー
ルドに管理サーバーのアドレスを⼊⼒する必要があります。アドレスは必ず FQDN で指定
してください。たとえば、http://<サーバー名> などです。
このオプションを選択した場合は、「Operating system type」(OS の種類) の項⽬を選
択できます。

• NTP
Sophos Network Threat Protection (NTP) がインストールされ、有効になります。

• 「Include selected components」(次の⽅法で選択したコンポーネントを追加する) で、
次のいずれかの⼿順を実⾏します。
選択したコンポーネントをインストールパッケージに追加するには、「In the package」
(パッケージに追加する) をクリックします。
選択したコンポーネントをアップデート元からダウンロードするには、「Configure
AutoUpdate to download components」(AutoUpdate を設定 してコンポーネントを
ダウンロードする) をクリックします。

注
エンドポイントのインストーラはプロキシサーバーに接続できません。プロキシ経由で
アップデート場所に接続する場合は、必要なエンドポイントコンポーネントをパッケージ
に追加しておく必要があります。

「Remote Management System (リモート管理システム) を選択し、「Include selected
components」(次の⽅法で選択したコンポーネントを追加する) で「In the package」(パッ
ケージに追加する) をクリックすると、アップデートの情報が Enterprise Console から取得され
ます。
Sophos System Protection と Sophos Endpoint Defense は、オプションのコンポーネント
ではないため、作成したパッケージに⾃動的に追加されます (ライセンス対象パッケージに含ま
れる場合)。

4. 「Operating system type」(OS の種類) で、パッケージの対象 OS を選択します。このオ
プションは Patch をインストール パッケージからインストールする場合だけに選択できます。
「32-bit」または「64-bit」を選択すると、指定したアーキテクチャ (32bit または 64bit) の
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OS だけでインストール可能なパッケージが作成されます。「32-bit and 64-bit」(32-bit およ
び 64-bit) を選択すると、32bit と 64bit の両⽅の OS でインストールできるパッケージが作成
されますが、パッケージのサイズは⼤きくなります。

5. 「Installation type」(インストールの種類) で、エンドポイント コンピュータでのインストー
ルプログラムの実⾏モードを選択します。
• Silent (サイレント): ユーザーの操作なしでプログラムが実⾏されます。インストールの進⾏

状況はエンドポイント コンピュータに表⽰されません。
• Non-interactive (⾮対話型): ユーザーの操作なしでプログラムが実⾏されます。インストー

ルの進⾏状況がエンドポイント コンピュータに表⽰されます。
• Interactive (対話型): ユーザーが値を⼊⼒してプログラムが実⾏されます。ユーザーはイン

ストールを操作できます。
6. 「Additional setup parameters」(追加の設定パラメータ) で、エンドポイントに保護機能を

をセットアップするオプションを指定します。常に -g オプションを付けてグループのメンバー
シップを指定してください。こうすることで、特定のエンドポイントを対象にしたインストーラ
が作成され、エンドポイントが既存のグループに追加されます。
オプションのエラーはツールでチェックされません。
詳細は次のサイトを参照してください。 www.sophos.com/ja-jp/support/
knowledgebase/12570.aspx

7. 「Output package」(パッケージの出⼒先) に作成するインストーラパッケージの出⼒パスを指
定します。ファイル名も任意で指定できます。何も指定しない場合は、Deployment Packager の
規定のファイル名が適⽤されます。

8. 「Updating」(アップデート) パネルで、間接的に管理されているエンドポイントのパッケー
ジ、またはリモート管理が有効になっているもののパッケージには含まれていない項⽬に対して
アップデート元のパスとアカウント情報を⼊⼒します。HTTP の URL の後に「:<ポート番号>」
を設定します。何も設定しない場合は、デフォルトの 80 が適⽤されます。

注
• 選択したコンポーネント (例: 「Patch」など) すべてが、指定したアップデート元から

アップデートできることを確認してください。別のアップデート元を使⽤している場合
は、セカンダリのアップデート元として指定してください。

• パッケージ内のアカウント情報は難読化されます。ただし、各エンドポイントで設定され
ているアップデートサーバーの読み取り⽤アカウントに対しては、読み取り専⽤の権限の
みを付与し、常に可能な限り制限を設ける必要があります。

• 環境変数 http_proxy または all_proxy を使⽤した場合のみ、各エンドポイントでそ
れぞれのシステム プロキシ設定が適⽤されます。Windows コントロール パネルの
インターネット オプション、または Internet Explorer で設定されているプロキシ設
定は無視されます。「_proxy」変数の値は次の形式で指定します。_proxy=[プロト
コル://][ユーザー名:パスワード@]ホスト名[:ポート番号] (例: http_proxy=http://
user:password@proxy:8080)

9. 「Build Package」(パッケージの作成) をクリックして、⾃⼰解凍型アーカイブを作成します。
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5 コマンドライン インターフェースを使
⽤したパッケージの作成
繰り返しインストールする場合は、コマンドラインからパッケージを作成します。次の機能をイン
ストールするパッケージを作成できます。
• エンドポイント保護パッケージ。ウイルス対策、リモート管理機能、ファイアウォール、パッチ

管理機能が含まれます。

5.1 コマンドライン インターフェースを使⽤した
保護パッケージの作成
このセクションの⼿順を実⾏する前に、GUI を使⽤した保護パッケージの作成 (p. 4)を読んでくだ
さい。
Deployment Packager をコマンドラインモードで実⾏するには、少なくとも次のオプションを付
けてコマンドを実⾏してください。
DeploymentPackager.exe -cli -mng yes -cidpath <CID のパス> -sfxpath <SFX のパス> -crt
R
ここで <CID のパス> は関連する CID のパスです。<SFX のパス> はパッケージの出⼒先です。-
crt R オプションは、サードパーティ製の保護対策ソフトウェアを⾃動的に削除します。
コマンドの実⾏に成功すると、戻り値ゼロが表⽰されます。エラーが発⽣すると、エラーの内容ご
とにゼロ以外の戻り値とメッセージが標準エラー出⼒ (stderr) に送信されます。
コマンドラインオプション
また、次に⽰す他のコマンドオプションも使⽤できます。
-mng yes
リモート管理を有効にします。
-mngcfg
独⾃に設定したリモート管理機能の構成ファイルのパスを指定します。
-scf
Sophos Client Firewall をインストールします。
-ntp
Sophos Network Threat Protection をインストールします。
-hmpa
Sophos Exploit Prevention をインストールします。
-patch <管理サーバーの URL>
管理サーバーのアドレスを指定して Sophos Patch Agent をインストールします。アドレスは必ず
FQDN で指定してください。たとえば、http://<サーバー名> などです。

-sauonly
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Sophos AutoUpdate だけをパッケージに含めます。(選択したリモート管理機能、ファイアウォー
ル、NTP、SSP などのコンポーネントはアップデート元からダウンロードされます。)このオプショ
ンを選択しないと、選択したコンポーネントがパッケージに追加されます。
-arch <32bit, 64bit>
作成するパッケージのアーキテクチャを指定します。32bit または 64bit を指定できます。

注
このオプションは Patch をパッケージ化された CID からインストールする場合だけに利⽤でき
ます。32-bit または 64-bit を選択した場合、指定したアーキテクチャ (32bit または 64bit) の
OS だけでパッケージをインストールできます。アーキテクチャをまったく指定しないと、32bit
と 64bit の両⽅の OS にインストールできる単⼀のパッケージが作成されます。ただし、パッ
ケージのサイズは⼤きくなります。

-updp <アップデートパス>
アップデート元のパスを設定します。
-user <ユーザー名>
-pwd <パスワード>
ユーザー名とパスワードを設定します。この情報はパッケージ内で難読化されます。ただし、平⽂
のユーザー名とパスワードを含む Deployment Packager のコマンドラインを保存する場合は、テ
キストファイルやバッチファイルを保護する必要があります。
-opwd <難読化したパスワード>
難読化されたパスワードを設定します。パスワードを難読化する⽅法については、サポートデータ
ベースの⽂章ユーザー名やパスワードの難読化を参照してください。 www.sophos.com/ja-jp/
support/knowledgebase/13094.aspx
-s
サイレント インストールを実⾏します。
-ni
⾮対話型インストールを実⾏します。
その他のオプション
その他のオプションはインストーラのセットアップファイルと同時に実⾏されるようにパッケージ
化されます。
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6 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
• オンラインでのお問い合わせ。 https://secure2.sophos.com/ja-jp/support/contact-support/

support-query.aspx
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7 利⽤条件
Copyright © 2018 .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。
、 および  は、、 および  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。

10 Copyright © Sophos Limited


	目次
	このガイドについて
	Deployment Packager について
	Deployment Packager に関する既存の問題と制限事項

	システム要件
	GUI を使用したパッケージの作成
	GUI を使用した保護パッケージの作成

	コマンドライン インターフェースを使用したパッケージの作成
	コマンドライン インターフェースを使用した保護パッケージの作成

	テクニカルサポート
	利用条件

