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重要なお知らせ 
 

 

WinMagic SecureDoc のサポート 
 

ウィンマジックは、最新のソフトウェアをインストールして、常に最新の状態に維持し、改善された機能、安定性のた

めの修正プログラム、セキュリティの強化、および新機能を利用されることをお勧めします。 

ソフトウェアライセンスおよびサービス契約にはついては、下記サイトで、ご確認ください。 

https://www.winmagic.com/jp/support/license-agreement 

 

 

Ver 8.2 SR1以降で、廃止された機能 
 
 

リファレンス 説  明 

SD-26884 
 

SDOT FV2 のサポートを終了 

 
macOS 向け SecureDoc プリブート認証機能「SDOT FV2（SecureDoc on top for FileVault 2）」

の機能は廃止されています。 

今後は、SDFV2（SecureDoc for FileVault2）をご利用ください。 

 

v8.2 SR1 以降では、SES ユーザーインターフェイスから SDOT FV2 の設定はできません。 

この変更により、SDOT FV2 の代わりに SDFV2 の使用を定義するように、既存のプロファイルも

変更されます。 

 

https://www.winmagic.com/jp/support/license-agreement
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本リリースバージョンについて 
 

このドキュメントには、本バージョンに関する重要な情報が含まれており、全体を確認されることを強くお勧めします。 

ウィンマジックは、すべての環境で、最新バージョンの利用を推奨しており、アップデートをするようにしてください。 

 

旧バージョンについて 
 

旧バージョンのリリースノートは、以下のサイトで、ご確認ください。 

https://www.winmagic.com/jp/support/jp-release-notes 

 

動作要件 
 

サーバーとクライアントのシステム要件： 

https://www.winmagic.com/jp/support/technical-specifications 

サーバーについては、以下のサイトのリリースノートで、ご確認ください。 

https://www.winmagic.com/jp/support/jp-release-notes 

 

クライアント OS のサポート 
 

サポートされるオペレーティングシステムと、アップグレードパスについて  

 

Apple mac OS  

バージョン エディション SR / アップデート 

Catalina 10.15.X 8.5+ 

Mojave 10.14.X 8.3+ 

High Sierra 10.13.X 8.2 DMG 

Sierra 10.12.X 7.1 SR6+ 

El Capitan 10.11.X 7.1 SR2+ 

 

 

https://www.winmagic.com/jp/support/jp-release-notes
https://www.winmagic.com/jp/support/technical-specifications
https://www.winmagic.com/jp/support/jp-release-notes
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勧告 
 

 

リファレンス 説  明 

SD-31690 

 
 

macOS 10.15.x Catalina で FileVault2 を有効にする為に追加の確認が必要 

 

これは Apple の新しい要件です。 

Apple は、多くの操作でセキュリティを強化しているため、管理者権限を持つユーザーによる追加

の確認が必要になりました。 

 

解決策： 

SDFV2 クライアントをインストールした後、FileVault2 の設定を確認して暗号化プロセスを完了す

るには、管理者ユーザーでログオンする必要があります。ログオンすると、確認のメッセージが表

示され、[許可しない] または[OK] のオプションが提供されます。管理者は、[OK] をクリックして続

行する必要があります。このメッセージは、受信してから 2分以内に確認する必要があります。 

確認しない場合は期限切れとなり、デバイスが自動的に再起動します。 

SD-31929 通常ユーザーアカウントを使用して FileVault 2 を正常に有効にできない 

 

通常ユーザーを使用して FileVault 2 を有効にしようとすると、適切な権限がないため、操作が拒

否さることを示すエラーメッセージが返されます。 

これは Apple の制限であり、fdesetup プロンプトで、[OK] を押すには管理者アカウントの権限が

必要です。  
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改善点 
 

 

リファレンス 説  明 

SD-30905 mac 10.15.x  Catalina のサポート 

 

SD-31182 【RMCE】 暗号化されたメディアのチャレンジレスポンスリカバリ機能を追加 

 

Windows デバイスの RMCE（Removable Media Container-Encrypted） Viewer アプリケーショ

ンのように、SecureDoc のインストールされていないデバイスに挿入した RMCE メディアにおい

て、チャレンジ／レスポンスベースのアクセスリカバリを実行できるようになりました 。 

SD-30057 
SD-23822 

【SES v8.5】 デバイスプロファイルに、FileVault2 のアンインストールオプションを追加 
 

SecureDoc がインストールされたデバイスで、FileVault2 をアンインストールする方法を定義しま

す。 

 

プロファイル 

[FileVault Management]  -> [If uninstalling SecureDoc] 
 

オプション 1： 

アンインストールを実行すると、FileVault2 が無効になり、復号化の完了を待たず、すべての

SecureDoc 関連のファイルとフォルダーが削除され、再起動を要求するメッセージが表示され

ます。 

オプション 2： 

FileVault2 を無効にし、SecureDoc を削除し、強制的に再起動します。強制再起動は、すぐに

行われるため、クライアント側のジョブが中断される場合があります。 

オプション 3： 

FileVault2 の状態に関係なく SecureDoc を削除し、WM Recovery アカウントを削除します。

SecureDoc 関連のファイルとフォルダーのみを削除し、FileVault2 の状態はそのままにしてお

きます 

SD-29894 【SES v8.5】 インストール中に表示されるメッセージを抑制できるようになりました 
 

Windowsクライアントインストーラーで使用可能な機能と同様に、インストール中に表示されるメッ

セージを抑制することが、プロファイル設定で可能になりました。 

 

プロファイル 

[Advanced Options] 

☑Suppress SecureDoc notification messages 

SD-29389 【RMCE】 macOS 用の RMCE Viewer アプリケーションは、64ビットアプリケーションと

して再開発されました 
 

Windows / Mac プラットフォーム全体で、より一貫したユーザーエクスペリエンスが可能となりまし

た。 

SD-28487 【RMCE】 exFAT による USB メディアのフォーマット（RMCE コンテナ暗号化の準備）の

速度改善 
 

これまで、exFAT  形式を使用して USB  メディアを再フォーマットする必要があるお客様は、

exFAT形式を完了する際に遅延が発生していました。本バージョンでは、USB デバイスのフォー

マット時間を約 90％短縮し、USB デバイスの使用準備に必要な時間を大幅に短縮しました。 
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解決された問題 
 

 

リファレンス 説  明 

SD-32162 インストール後に、クライアントがすべてのターミナルウィンドウを閉じるのを防ぎます 
 

問題： 

InstallMe スクリプトを使用して SDFV2 をインストールすると、インストーラーが実行されているタ

ーミナルウィンドウだけでなく、スクリプトがすべてのターミナルウィンドウを強制終了していました。 

 

解決策： 

他のスクリプトに影響を与えないように、ターミナルウィンドウを閉じないように変更しました。 

インストールが完了した後、お客様はターミナルを手動で閉じる必要があります。 

 

注： 

インストールの完了時のターミナルウィンドウの終了は、「シェルの終了時：」 というタイトルの設定

を「シェルが正常に終了した場合に閉じる」 に変更することで実現できます。 これにより、スクリプ

トが完了すると自動的にシェルウィンドウが閉じます。 

 

ターミナル 

[環境設定] -> [プロファイル] -> [シェル]タブ -> [シェルの終了時] 
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制限事項 
 

 

リファレンス 説  明 

SD-32321 macOS 10.13.6から Catalinaへのアップグレード後、SecureDoc コントロールセンタ

ー（SDCC）で、USB が検出されない 
 

SecureDoc クライアントのコントロールセンターは、macOS High Sierra を macOS Catalina に

アップグレードした後、ドライバーバージョンの問題が発生し、挿入された USB メモリスティックに

アクセスできなくなります。 

 

原因： 

MacOS は、/ Stagedextensions / フォルダーに、古い SecureDoc ドライバーを保持しており、 

インストーラーはアップグレードプロセス中に、それを削除またはアンロードする権限がありませ

ん。古いドライバーは、まだ配置されているため、新しいドライバーに置き換えることはできませ

ん。これが、USB メディアを SDCC で検出できない理由です。 

 

理由： 

これは Apple macOS Catalina の制限です。 

 

回避策 1：  この問題を回避するために使用できるオプション 

まず、macOS Mojave にアップグレードしてから、macOS Catalina にアップグレードします。 

 

回避策 2：  この問題が既に発生している場合に使用します。 

1- macOS の起動中に Command + Rキーを押したままにして、「macOS 復元」から起動

します。 

2- フォルダーLibrary / StagedExtenstions / Library / Extenstions / から古い SecureDoc 

ドライバーを削除します。 

3- コマンド<diskutil list>  を使用して正しいボリュームを見つけます。 （通常、オペレーティン

グシステムのパーティション名が表示され、ディスクサイズは Macintosh  や disk1s5 な

ど、約 10〜11 GB  です） 

4- コマンド<diskutil apfs unlockVolume diskNumber>  を使用します。 正しいパスワードを

入力したら、ディスクのロックを解除してマウントする必要があります。 

例えば 、<diskutil apfs unlockVolume disk1s5>  

5- コマンドを使用して、/ Volume / VolumeName / Library / StagedExtenstions / Library / 

Extenstions / フォルダー、およびWinMagicSDFVFamily.kext と

WinMagicComUnit.kext  の両方からドライバーを削除します。  

例えば 、<rm -r / Volumes / Macintosh \ HD / Library / StageExtensions / Library / 

Extensions / WinMagicSDFVFamily.kext>。 

6- デバイスを再起動してから、システムにログインします 

これで、古いドライバーは正常に置き換えられ、SDCC  は挿入された USB  メディアを検

出できるようになります。 

SD-32361 【RMCE】 Windows  デバイスで、macOS Catalina  デバイスで作成された exFAT 

USB のコンテナ暗号化メディアを使用する場合、Windows RMCE Viewer アプリケー

ションは、「応答なし」ステータスを表示します 
 

問題： 

Windowsデバイスで、RMCE Viewerが macOS Catalinaデバイスで作成されたコンテナを開こ

うとすると、ファイルが完全に有効ではないと判断されます（ファイルの有効なデータサイズはファ

イルサイズよりはるかに小さくなります）。 メディアを閉じると、Windows exFAT ドライバーはゼロ

を書き込み、ファイルの有効なデータサイズをファイルサイズと等しくします。これにより、多くの時
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間が消費されます。 

このプロセス中、Windowsがゼロの書き込みを完了してファイルを解放するまで、USBメディアは

（物理的に切り離されていない限り）アンマウントできません。 

この問題は、Windows の Media Viewer アプリケーションを使用して macOS Catalina デバイス

で作成された exFAT 形式の USB メディアにアクセスする場合にのみ発生します。 

 

注： 

SecureDoc がインストールされているWindows デバイスで、macOS が作成した exFAT コンテ

ナ暗号 USB メディアを使用する場合、この問題は発生しません。 

 

注： 

macOS Mojave では、正常に動作し、macOS Mojave で作成されたコンテナベースの暗号化を

使用する場合、Windows で問題は検出されません 

 
 

macOS デバイスの場合： 

コンテナファイルの名前の変更には数ミリ秒かかります。 

RMCE Viewer を使用したパスワードの変更には数ミリ秒かかります（新しいデータは有効なデー

タ範囲内で書き込まれます）。 

RMCE Viewer を使用してコンテナにファイルを追加するには数秒かかり、有効なデータ範囲を超

えて新しいデータが書き込まれます。 

 

Windows デバイスの場合： 

RMCE Viewer を使用してコンテナファイルの名前を変更するには時間がかかります。Windows 

は、ファイルサイズに達するまで有効なデータ範囲を超えてゼロの書き込みを開始します。 

RMCE Viewer を使用してパスワードを変更するには、新しいデータが有効なデータ範囲内で書き

込まれているにもかかわらず、時間がかかります。 コンテナファイルを閉じると、Windows ドライ

バーは、ファイルサイズに達するまで有効なデータ範囲を超えてゼロの書き込みを開始します。 

RMCE Viewer を使用してファイルをコンテナに追加するには、時間がかかります。 新しいデータ

は有効なデータ範囲を超えて書き込まれますが、コンテナファイルを閉じると、Windows はファイ

ルサイズに達するまで有効なデータ範囲を超えてゼロの書き込みを開始します。 

 

回避策： 

お客様は、Windows RMCE Viewer アプリケーションを閉じた後、Windows デバイスから USB

メディアを物理的に削除する必要があります。 
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アップグレード方法 
 

すでに WinMagic SecureDoc をご利用いただいており、アップグレードに関するサポートが必要なお客様は、御社 

担当のテクニカルサポートへご連絡ください。 

ウィンマジックの保守契約をお持ちのお客様は、 support.jp@winmagic.com までご連絡ください。 

 

 

ウィンマジックの連絡先 
 

ウィンマジック・ジャパン株式会社 

〒105-0022 

東京都港区海岸 1-2-3 

汐留芝離宮ビルディング 21階 

電話番号： 03-5403-6950 

営業担当者へのお問い合わせ： 

テクニカルサポート： 
 

sales.jp@winmagic.com 
support.jp@winmagic.com 
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©Copyright 1997 - 2019 by WinMagic Corp. All rights reserved. 

Printed in Canada カナダおよび米国では、多くの製品、ソフトウェアおよびテクノロジーが輸出規制の対象となって

います。ウィンマジックの製品の場合、お客様ご自身でこれらの規制の詳細を理解して戴く必要があります。ウィンマ

ジック製品の輸出と再輸出は、カナダ国境サービス庁（CBSA）と、アメリカ合衆国商務省産業安全保障局（BIS）のそ

れぞれが管理する、カナダおよびアメリカ合衆国の法律の規制を受ける場合があります。 

より詳しい情報は、ウィンマジックの Web サイトまたは関係省庁の Web サイトでご確認下さい。 

WinMagic、SecureDoc、SecureDoc Enterprise Server、Compartmental SecureDoc、SecureDoc PDA、

SecureDoc Personal Edition、SecureDoc RME、SecureDoc Removable Media Encryption、SecureDoc Media 

Viewer、SecureDoc Express、SecureDoc for Mac、MySecureDoc、MySecureDoc Personal Edition Plus、
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本文中のその他の社名、製品名等は、各社の商標、または登録商標です。 

© 2019 WinMagic Corp. All rights reserved. 
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ウィンマジックは、明示的にも暗黙的にも、このドキュメントについて保証を一切しません。 
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