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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 6以前 からのアップグレードについて  
 

ウィンマジックでは、インストール時の要件がお客様によって大きく異なることを念頭に、WinMagic SecureDocクラ

イアントソフトウェアの初期導入に関するセキュリティ確保、合理化、強化するために多くの努力を重ねてきました。  

デバイスの利用者が自身でWinMagic SecureDoc をインストールすることもあれば、デバイスの利用者が定義さ

れる前に、キッティング作業者がインストールするケースもあります。 これらを踏まえて、Ver7以降では、デフォルト

ユーザーのキーファイル（ID）作成方法が大きく変わっています。  

『SecureDoc Enterprise server Ver 8.5 リファレンスマニュアル』を参照し、インストール方法やキーファイルの作

成方法をご確認ください。  

旧バージョンからアップグレードする場合には、既存の各インストールパッケージを変更する必要があります。 

 

 

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

SD-19723 Lenovo Hardware Password Manager 
 
2016 年 8 月 28 日、Lenovo は Hardware Password Manager というソフトウェアテクノロジーを

廃止しました。 

v8.3以降のWinMagic SecureDoc Enterprise Server および WinMagic SecureDoc クライアン

トでは、Hardware Password Managerをサポートする設定はできません。 

 Windows XP向け GINA機能の廃止 
 

v8.3以降、GINAの設定箇所は削除されています。 
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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。 

 

用途 
 

WinMagic SecureDoc Enterprise Server（SES） v8.5には、過去の不具合の修正が含まれています。 

また、新しいプラットフォームへのサポートや、新機能が追加されており、製品が強化されています。 

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 

 

システム要件 
 

WinMagic SecureDoc Enterprise Server： 

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

WinMagic SecureDoc Client for Windows: 

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

WinMagic SecureDoc Client for Apple: 

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

 

サポートされているデバイス、ドライブ、スマートカード、トークン： 

https://www.winmagic.com/jp/device-compatibility 

 

注  SES の DB作成に必要な SQLのインストールでは、「機能の選択」で、「フルテキストインデックス作成機能 

（フルテキスト検索機能）」をデータベースエンジンにインストールしておく必要があります。  

フルテキストインデクス作成機能については、マイクロソフトのサイトで、ご確認ください： 

http://msdn.microsoft.com/ja-JP/jp/library/ms143786%28v=sql.100%29.ASPX 

フルテキストインデックス作成機能がインストールされていない場合、SES のインストール中にインストールさ

れていないことを示すメッセージが表示されますが、SES のインストールを中止することはできません。 

インストールされていない場合、SQL Server にフルテキストインデックス作成機能を組み込む必要があります。  

注 SES コンソールの機能を適切に使用するためには、SES コンソールが稼働しているサーバーやクライアント

デバイス（管理用デスクトップマシンなど）において、ユーザーが少なくともローカルの管理者権限を持っている

必要があります。Active Directory の OU をインポートする場合、ドメインにログインするアカウントは管理者

権限である必要があります。 

注 Windows 7及びWindows Server 2008 R2のデバイスに関しては、セキュリティ更新プログラム 

（KB3033929） を適用するようにしてください。  

これらの OS では、SHA256 証明書で署名されたコードは信頼されず、複数の署名もサポートされていません。

SHA256 は、SHA-1 の推奨置換アルゴリズムです。 

https://www.winmagic.com/jp/support/jp-release-notes
https://www.winmagic.com/jp/support/technical-specifications
https://www.winmagic.com/jp/support/technical-specifications#windows
https://www.winmagic.com/jp/support/technical-specifications#apple
https://www.winmagic.com/jp/device-compatibility
http://msdn.microsoft.com/ja-JP/jp/library/ms143786%28v=sql.100%29.ASPX
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KnownConfigs.XML ファイルについて 
 

Windowsクライアントインストール時に個別の設定が必要なデバイスについて、既知の情報がある場合、ウィンマ

ジックは、それをKnownConfigs.XML ファイルに追記します。SESで作成したインストールパッケージを使用して

SecureDocクライアントのインストーラーを実行すると、デバイス情報を検知し、KnownConfigs.XMLのリストにある

デバイスでは、設定内容に従ったインストールをおこないます。 

 

KnownConfigs.XML ファイルの最新バージョンについては、SecureDoc のサポート担当へお問合せください。 

 

KnownConfigs.XML ファイルの変更方法： 
 

1. Windows Explorer から c:\Program Files(x8)\WinMagic\SDDB-NT に移動します。 

2. 次に、*.xml のように XML ファイルを検索します。 

3. 検索結果リストを名前別にソートします。 

4. KnownConfigs.XML ファイルが見つかった各ディレクトリについて、最新の KnownConfigs.XML と置き換え

ます。 

 
KnownConfigs.XML ファイルの内容は、ウィンマジックのみがその開発および機能強化する権利を保持しています。 

お客様による KnownConfigs.XML ファイルの変更に起因するサポートを要求される場合、ウィンマジック独自の裁量で追加の
サポート費用を請求することがあります。 

ウィンマジックは、KnownConfigs.XML を拡張および向上する方法についてのお客様からのアイデアや提案を歓迎しています
が、ウィンマジックは、多くのお客様にとって利益になると考えられる KnownConfigs.XML に対する変更、テスト、承認、および
公表する唯一の権利を保持します。 
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用語について  
 

本書では、ウィンマジックのプロダクト名が使われています。その一部を説明します。  

 

製品名 

SES： SecureDoc Entrprise Server  

 

機能名 

RME（Removable Media Encryption）：   リムーバブルメディア暗号  

RMCE（Removable Media Container Encryption）：  リムーバブルメディアコンテナ暗号  

SFE（SecureDoc File Encryption）：    SecureDocファイル暗号  

DAC（Disk Access Control）：    ディスクアクセスコントロール  

SESWeb：       SecureDoc Webコンソール  

（SDWebと記載されている場合があります） 

 

BitLocker管理について 

SDBL（SecureDoc for BitLocker）   

SDOT BL（SecureDoc on top for BitLocker） … BitLocker向け SecureDocのプリブート認証プログラム  

 

File Vault2管理について 

SDFV2（SecureDoc for FileVault2）  

 

プリブート認証（PBA）プログラムについて 

PBA （Pre-boot Authentication）  … プリブート認証 （OS起動前の認証） 

PBL （Pre-boot for Legacy）   …  Legacyデバイス向け、PBAプログラム 

PBU （Pre-boot for UEFI）    …  UEFIデバイス向け、デフォルトの PBAプログラム 

PBLU （Pre-boot for Linux UEFI）  …  UEFIデバイス向け、Linuxベースの PBAプログラム 

 

プリブートネットワーク認証について 

PBN（Pre Boot Network ）   … プリブート認証で、ネットワークを利用すること 

PBNA（Pre Boot Network Authentication） … プリブート時に、SDConnexと接続しネットワーク認証する 

PBConnex     … SDConnexを使用して、ネットワーク認証をおこなう機能 

 

その他、リファレンスの説明で、SecureDocクライアントについては、【SD】と表記しています。 
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勧告 
 

 

リファレンス 説  明 

SD-31929 

 
 

【SDFV2】 macOS Catalinaへのインストールで、通常ユーザーのアカウントでは

FileVault 2 を有効にできません。 

 

原因： 

これは Apple macOS Catalinaの仕様です。 

 

解決方法： 

管理者の権限を持つアカウントでログオンすることで、FileVault 2 を有効にできます。 

管理者の権限を持つアカウントが存在しない場合は作成してください。 

 

 

新たにサポートされる OS  
 

リファレンス 説  明 

SD-30491 RedHat Enterprise Linux 8（RHEL8）が SDLinux インストーラーでサポートされるよ

うになりました。 

 

この変更により、RHEL8 の新しい grub の構成（BLS）、cryptsetup 2.0、および 

Python3 が RHEL8 の Python 言語のデフォルトバージョンとしてサポートされます。 

SD-30905 【SDFV2】 macOS 10.15.x Catalina をサポート 
 

SD-31458 Ubuntu 18.04.3 LTS をサポート 
 

デスクトップ、サーバー、クラウドでホスティングされるサーバープラットフォームで、 Ubuntu  バー

ジョン 18.04.3 をサポートするようになりました。  

SD-31460 RedHat Enterprise Linux 7.7 をサポート 
 

物理サーバー上の RedHat Enterprise Linux 7.7 をサポートするようになりました。  

SD-32124 CentOS 7.7 Linux をサポート 

 

SD-32125 CentOS 8 Linux をサポート 
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新機能 
 

 

リファレンス 説  明 

SD-29490 【SDConnex】 ゲートウェイサービス機能が追加されました。 
 

外部から DMZ を介して接続しようとするクライアントデバイスは、SecureDoc Services に設定し

たゲートウェイサービスを介して、SDConnex と通信できるようになりました。 

SD-30123 

 

【SESWeb】 Web コンソール を改善し、新しく通知センターを追加しました。 
 

通知センター機能では、管理者が必要とする重要度の高さに応じた通知レベルを設定し、現在お

よび過去の通知をリスト表示することができます。 

また、通知をされたアラートを既読（非表示）とすることが可能です。通知センターの機能を使用し

て、どのようなイベントが発生したときに通知するか、管理者が通知を受け取るかどうか、各管理

者に適用する通知の種類、通知の配信方法（電子メール、SMS など）を構成でき、通知を既読に

する機能が利用できます。重要度の高い”鍵の削除”に関する通知などを電子メールによる送信な

どによって直接的な通知を受け取ることができ、管理者はこの操作が予測されていたものである

かどうか確認できます。 

SD-30280 【PBA】 プリブート認証を自動でパスするオートブート機能で、セキュリティチップ（TPM）

を利用できるようになりました。 

 
オートブートするキーファイルをデバイスのセキュリティチップ（TPM）で保護できるため、デバイス

からドライブを抜かれ別のデバイスに移動されたとしても、オートブートは実行されません。 

SD-30333 【SESWeb】 Linux デバイス用のデバイスプロファイルの作成を許可する機能が追加さ

れました 。 

SD-30989 【SES】 コンソールに、「Exempted Devices」 フォルダが追加されました。 
 

SDConnex  を使用してデバイスをプリブートネットワーク認証しているクライアントデバイスで、通

信サイクルで指定された回数、SDConnex  と通信しなかった場合、デバイスを Exempted 

Devices  フォルダに移動する新しい機能が追加されました。 

このオプションの目的は、非通信デバイスをオートブートを許可しないグループに移動することによ

り、無人の常時接続のエンドポイントデバイス（IOTデバイス、自動預け払い機/自動販売機、キオ

スクデバイスなど）のセキュリティを強化することです。SDConnexと通信できない場合、デバイス

が攻撃を受けているか、または危険にさらされている可能性があります（非通信期間中）。 

Exempted Devices  フォルダに移動されたデバイスにはオートブートキーファイルが送信されない

ため、オートブートは実行されません。 

 

設定方法： 
[SecureDoc Profile] -> [General options] -> [Communication] 
xxx comm. Cycles – move device to Exempted Device folder … 

失敗したとみなす通信サイクルの数を選択します。 

注 管理者がプリブートネットワーク認証によるオートブートを許可するグループにデバイスを戻

す前に、SDConnexと接続されなかった問題について、より詳細な調査または修復を行う必

要があります。 
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改良点 
 

リファレンス 説  明 

SD-22495 【PBA】 オフラインですぐにログインできるユーザーを確認できるようになりました。 
 

問題： 

これまでは、クライアントデバイスで、割り当てられているユーザーを確認する唯一の方法は、SD

コントロールセンターにログインして確認する必要がありました。 

 

改良点： 

本バージョンでは、クライアントインストール時のプロビジョニング／デプロイサイクルの早い段階

で、デバイスにオフラインでログインできるユーザーアカウントのリストを反映するようにしました。 

ログインできるユーザーはWindows  レジストリのリストで確認できます。 

SD-23287 【PBA】 スマートカード認証の設定についての改善 
 

スマートカード認証は大幅に改善され、プリブート時にデバイスのキーファイルで認識されるように

スマートカードタイプを事前に構成する必要がなくなりました。 

これにより、スマートカードのタイプをあるメーカー/モデルから別のメーカーのタイプに変更しても、

ブートログオンでトークンタイプを指定する必要があったこれまでの SES  バージョンの複雑なプロ

セスが不要になります。 

ユーザーが別のスマートカードに変更しても、新しいスマートカードに同じ秘密鍵が設定されている

限り、既存のキーファイルはブートログオンでそのまま機能します。 

SD-23290 【PBU】 Shift+Tab によるタブ移動のサポート 
 

旧バージョンでは、画面コントロールで、前方に Tab移動できましたが、Shift+Tab を利用すること

はできませんでした。多くのケースで、これはシステム BIOS の制限でしたが、ほぼすべてのデバ

イスで、逆方向のタブ移動をサポートできる方法が見つかりました。 

 

注 Shift+Tab 機能がサポートされ、逆方向に移動できるようになりましたが、BIOS の制限を受

ける場合もあります。 

SD-23822 
SD-30057 

【SDFV2】 アンインストール時の動作について設定できるようになりました。 
 

プロファイルで設定します。 

設定方法： 
[SecureDoc Profile] -> [General options] -> [FileVault  Management] 
If uninstalling SecureDoc 

◎Disable FileVault2 if enabled, remove SecureDoc 

（FileVault2が有効になっている場合は無効にし、SecureDocをアンインストールします。） 

〇Disable FileVault2 if enabled, remove SecureDoc, force restart 

（FileVault2が有効になっている場は無効にし、SecureDocをアンインストールして、強制的に再

起動します。） 

〇Remove SecureDoc  regardless of FileVailt2 status remove, WinMagic Recovery Account 

（FileVault2の状態に関係なく、SecureDocをアンインストールし、WinMagic Recovery 

Accountを削除します。） 

SD-25648 【SESWeb】 分析ダッシュボード機能が追加されました。 
 

デバイスの棒グラフ表示は、従来のプレゼンテーションよりも有用な円グラフやその他のグラフィッ

クに置き換えられました。 

 

https://jira5.winmagic.local/browse/SD-23287
https://jira5.winmagic.local/browse/SD-23822
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SD-28075 【RMCE】 CD/DVD 光学メディア用のリムーバブルメディアコンテナ暗号化 
 

問題： 

現在の CD / DVD 暗号化ソリューションは、Windows 10 以降のオペレーティングシステムでは完

全にサポートされていません。 

 

改良点： 

CD / DVD のデータを保護する必要とするお客様向けに、引き続き、暗号化ソリューションを提供

する必要がある為、新たにコンテナ暗号でサポートするようにしました。 

SD-28473 
SD-31182 

【SDFV2】 RMCE で保護されるメディアのチャレンジ・レスポンス リカバリ機能の追加 
 

メディアを保護するパスワードがわからない場合に、リムーバブルメディアコンテナ暗号（RMCE）メ

ディアに対してチャレンジ・レスポンスによるパスワードリカバリを実行できるようにしました。 

SD-28487 【SDFV2 / RMCE】 exFAT を使用した USB メディアのフォーマット（RMCE コンテナ暗

号化の準備）の速度が大幅に改善されました。  
 

v8.5では、USB  デバイスのフォーマット時間を約 90% 短縮できるようになりました。 

SD-29311 【SESWeb】 フォルダ全体のデバイスを表示する新しいレポートビュー 

 
どのデバイスがどのフォルダにあるかを参照できるように、レポート機能を改善しました。 

SD-29389 macOS で使用する RMCE ビューアーアプリケーションは、 64 ビットアプリケーションと

して再開発しました。 

 

これにより、Windows/Mac プラットフォーム全体で一貫したユーザエクスペリエンスが実現し、ア

プリケーションのローカル言語への動的な翻訳が可能になります。 

SD-29682 パスワード同期の設定に関する改良 
 

パスワード同期を定義するオプションは、プリブートのユーザー ID 情報が Windows ユーザー ID 

と同じ場合にのみ適用されます。 

旧バージョンで、これは、SES  コンソールのプロファイルユーザインターフェイスの別のチェックボ

ックスで指定されていました。別オプションであるにもかかわらず、このオプションをオンにすること

が推奨されており、事実上すべてのユーザーが使用していました。 

v8.5では、2 番目のチェックボックスをオンにする必要がなくなりました。パスワード同期を適用す

るために、ユーザ ―ID が同じであるという前提を内部的に組み入れました。 

 

[SecureDoc Profile] -> [General options] -> [General] 

旧バージョン: 

☑Synchronize SecureDoc password with Windows password [bi-directional] 

☑Synchronize with matching Windows Accounts only 

 
V8.5: 

☑Synchronize SecureDoc password with Windows password [bi-directional] 

SD-29894 【SDFV2】 クライアントインストーラーのメッセージを非表示にする機能を追加 

 
インストール中に表示されるメッセージを非表示にすることができるようになりました。 

プロファイルで、定義します。 

https://jira5.winmagic.local/browse/SD-28473
https://jira5.winmagic.local/browse/SD-28487
https://jira5.winmagic.local/browse/SD-29311
https://jira5.winmagic.local/browse/SD-29389
https://jira5.winmagic.local/browse/SD-29682
https://jira5.winmagic.local/browse/SD-29894
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設定方法： 
[SecureDoc Profile] -> [General options] -> [Advanced options] 

☑Suppress SecureDoc notification messages 

SD-30091 Userdataフォルダのコンテンツに対する保護 

 

v8.5 では、userdata フォルダ内のすべてのファイルのアクセス権限とファイル検証が厳格になっ

ています。 

ユーザーが SecureDoc クライアントソフトウェアで必要となるこのフォルダのファイルを削除、移

動、または名前変更はできません。ユーザーは引き続きこのフォルダでファイルを作成および変更

できますが、ファイルの名前を変更したり、移動または削除したりすることはできません。さらに、

SD 構成ファイルの変更は、プロファイル構成別にユーザーごと、オプションで（設定に基づいて）

管理者ごとに制限されます。 

SD-30427 デバイス互換性テストモードの改善 
 

プリブート認証後、Windows を起動する際に、鍵を転送できないデバイスであることを検出した場

合、[Transfer key using Persistent Storage] オプションを自動的に適用するように変更しました。 

互換性テストレポートは、このソリューションが必要であることを示します。 

SD-30821 【PBU】 プリブートログを収集する方法を改善しました。 
 

問題： 

これまで、PBU  プリブートのログを取得するには、 USB  メモリを必要としていました。 

 

改良点： 

PBU が改善され、ログがドライブのシステムパーティションに保存され、Windows  を起動後、ログ

は UserData  フォルダにコピーされます。ログ集計スクリプトを実行すると、他のログと一緒に（定

義された詳細レベルで）このログは集計されます。 

Windows の起動に失敗するデバイスの場合、USB  メモリを使用してログを取得するプロセスは

変わりません。USB メディアが挿入され、WMUEFI.INI ファイルが存在する場合、ログはブート用

のシステムパーティションではなく、USB に保存されます。 

注 現時点では、ソフトウェアベースの暗号化を使用するデバイスの PBU プリブートのみの対応

です。今後のバージョンで PBL、PBLU、ハードウェア暗号化ドライブのログについて、同様の

機能改善の開発に引き続き取り組みます。 

SD-30838 【PBA】 プリブート画面に、実行されているプリブートプログラム名を表記 

 
問題： 

お客様のデバイス環境によっては、PBU と PBLU が混在する場合があり、サポート担当者は、そ

れぞれのデバイスで何が有効になっているのかを簡単に把握することが困難でした。 

 
改良点： 

プリブート画面の左下隅に PBL または PBLU のテキストラベルが追加され、使用されているプリ

ブートプログラムを判別できるようにしました。 

SD-31006 SDRecovery ツールに、NVRAMエントリをクリアにする機能を追加 
 

SecureDoc関連の NVRAMエントリをクリアする機能が追加されました。 

このツールは、FBO、ブートエントリおよびドライバ（SDDRV）を含むすべての SecureDoc 

NVRAM 変数を消去するため、SecureDoc を再インストールする前に BIOS NVRAM を「クリー

ン」にできます。 

SecureDoc ユーザーは、ツールをサポートチームから入手することができます。 
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SD-31163 【OSA】 サポート可能な自己暗号化ドライブ数が 128 台に増加しました。 
 

注 OSA にはソフトウェアベースの暗号化機能がないため、検出された SED 以外のドライブに

ついては引き続き保護されません。 

SD-31216 【OSA / PBNA】 固定 IP を使用できるようになりました。 
 

プリブートで SDConnex  と通信するときに、固定  IP アドレスを使用できるようになりました。 

SD-31270 【SES】 BitLocker 回復 ID でデバイスを検索する機能を追加 

 

SES  が管理する Bitlocker  で暗号化されたデバイスをユーザーがロックを解除できるようにする

ための機能として、新しい検索オプションをデバイス検索機能に追加しました。 

管理者は BitLocker 回復 ID の一部（最初の 8 文字まで）を入力して、目的のデバイスをすばやく

検索して、BitLocker 回復キーにアクセスできます。 

SD-31380 【SESWeb】 管理者がキーファイルを物理ファイルにエクスポートできるようになりまし

た。 

 

新しいロールベースの機能が SESWeb に追加され、管理者がキーファイルを物理ファイルにエク

スポートできるようになりました。 

この新しい機能に合わせて、新しいロール権限が追加されました。 

 

注 SES をアップグレードすることで、権限の低い SESWeb 管理者に以前は付与されてなか

った権限が追加されることがないように、この新しい権限は既存のすべてのロールで無効

になっています。この権限を特定のロールに付与するには、ロールの権限のセクションで

新しい権限（「Export Keyfile（鍵ファイルのエクスポート）」）を有効にします。  

注 この新しい権限は、最上位の管理者ロールではデフォルトで有効になっています。 

SD-31620 
 

UEFIのブートオーダーが正しく動作しないデバイスへの対応 

 
問題： 

WinMagic SecureDoc が Windows ブートマネージャーにパッチを適用すると、特定のファイルが 

\efi\Microsoft\boot ディレクトリで置換されます。 

この方法には問題があることが確認され、UEFI / BIOS が「Windows ブートマネージャー」を見つ

けることができないと、BIOS（問題のあるデバイス）は、デフォルトで、最初に起動可能なディスクド

ライブから起動しようとします。BIOS が GPT 形式のディスクドライブを見つけると、システムパー

ティションを探して、\efi\boot\bootx64.efi を起動しようとします。 

これまで SecureDoc はこのファイルにパッチを適用しなかったため、プリブートのロードに失敗し、

代わりに Windows がロードされます。この場合、プリブートのロードに失敗するため、エラー 

「0x776d」 が表示されるか、ディスクはすでに暗号化されているため、BSOD になります。 

 

改良点： 

WinMagic SecureDocは \efi\boot\bootx64.efi にパッチを適用するように変更しました。これによ

り、UEFI BIOS に「Windowsブートマネージャー」のブートエントリが欠落している場合でも、プリ

ブートが正常にロードされます。デバイスがデフォルトで bootx64.efi を使用する場合、プリブート

が代わりにロードされ、認証が成功した後に Windows がロードされます。 
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SD-31659 【PBN】 Windowsクライアントのスロットシステムを改善 

 

問題： 

（例） 共有デバイスで多くのユーザーが認証します。SDSpace で使用可能なスロットが使い果たさ

れると、古いユーザーは新しいユーザーに置き換えられず、ログインできない場合がありました。

新しいユーザーを利用できるようにするためには、SES から古いユーザーを手動で削除する必要

がありました。 

改良点： 

各ユーザーの最後にログオンした時間を追跡して、アクティビティを決定します。 

スロットがいっぱいになったら、最も古いユーザーを最も新しいユーザーに置き換えます。 

永続的な管理者アカウントなどの「構成済みユーザー」は、上書きから保護されます。 

SD-31670 UEFIのブートオーダーが正しく動作しないデバイスへの対応（2） 
 

UEFI / BIOS のブートオーダーが適切にサポートされていないデバイスの場合、SecureDoc に

は、Windows ブートマネージャーに「パッチ」を適用して、プリブートをロードする機能があります。 

これにより、BIOS が Windows を起動しようとすると、SecureDoc プリブート認証が起動されま

す。 

 

問題： 

Windows がブートファイルを更新すると、このパッチが削除されることがわかりました。 
 

改良点： 

ウィンマジックは、Windows のアップデートやアップグレードプロセスによってブートパッチが上書

きされないように、Windows レベルの追加のプロテクションを開発しました。  

SD-31838 【PBA】 プリブートで一定時間アイドル状態のままになっているデバイスをシャットダウン

する代わりに再起動できるようにする新しいオプションを追加しました。 
 

問題： 

PBConnex によるオートブートを実行するデバイスで、ブート時に SDConnex にアクセスできない

場合、アクセスを再試行します。旧バージョンでの唯一のオプションは、プリブートでアイドル状態

のデバイスのタイマー値を分単位で定義することで、時間が経過すると、デバイスの電源をオフに

にすることです。 

 

改良点： 

デバイスの SecureDoc プロファイル（SDProfile.spf）に、次の要素を手動で追加します。 

セクション： 「SDSpace 」  

キー名: 「BootIdleActionRestart 」  

値:  1 

 

アイドルデバイスタイマーの時間が経過すると、デバイスは自動的に再起動し、デバイスは 

PBConnex オートブートを再試行できます。 

SD-31904 【SESWeb】 チャレンジ・レスポンスを実行すると、通知メッセージを表示します。 
 

SES コンソールまたは SESWeb を使用して行われたかどうかに関係なく、SES 管理者がチャレ

ンジ・レスポンスによるパスワードの復旧操作を実行すると、SESWeb に通知メッセージを表示す

るようになりました。 
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SD-31986 クライアントソフトウェアのインストールに使用するユーザーを定義できるように変更 
 

問題： 

「Use Last Logged On User」で、クライアントへのインストールをした場合に、ユーザーアカウント

が、SES のごみ箱に入れられている、無効である、削除されている、または別の理由で利用でき

ない場合、インストール時に問題が発生していました。 

 
[Installation package settings] -> [Provisioning rules]  

◎Use Last Logged On User 

改良点： 

プロビジョニングルールを使った SES クライアントソフトウェアのインストール時に使用する特定の

ユーザーアカウント（Use Specific User）を選択できるように改良しました。このユーザーアカウン

トは、SESデータベースに有効なユーザーとして存在する必要がありますが、AD ユーザーである

必要はありません 

[Installation package settings] -> [Provisioning rules]  

〇Use Last Logged On User 

◎Use Specific User 

SD-32301 【SFE】 開発ツールに含まれる最新のライブラリに更新 

 

SD-32395 【PBLU】 起動に失敗した場合、PBU に自動的に切り替わる設定を変更可能に 

 

問題： 

デフォルトでは、 PBLU の起動に 3 回失敗したら PBU へ自動的に切り替えます。 

デバイスで、特定のポートを無効にしている場合（例えばモニターが接続されていない）に、PBLU 

の起動で問題が発生する場合がありました。この場合、デバイスを手動でオフにする必要があり、

これがブート試行の「失敗」として登録されます。3 回失敗すると、プリブート認証は自動で PBU に

変更されます。 

改良点： 

PBLU でプリブートの試行回数の上限をより高く定義するには、デバイスの SecureDoc プロファイ

ル（SDProfile.spf）に、次の要素を手動で追加します。 

 

セクション： 「SDSpace」 

キー名: 「PbluFailureCounterMaxValue」  

有効なキー値:  0...255  

値の内容: 

* 0  （PBUに切り替えません） 

* 1…255  （PBUに切り替える回数を設定します。） 
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解決された問題 
 

リファレンス 説  明 

SD-29710 【PBNA】 固定 IP アドレスのサポート 

 

SecureDoc プリブートで、固定  IP アドレスを使用し、 Wi-Fi / 有線接続をサポートします。 

[SecureDoc Profile] -> [Communication] -> [PBConnex] 

☑Use Static IP Configuration from client at pre-boot 

SD-29732 自己暗号化ドライブ（Opal）を使用する一部のデバイスで、一定期間動作しますが、その後に 

SecureDoc プリブートで、エラー「 0x8011」 または 「0x78011」 が表示されるという問題が見つ

かりました。 

 

TCG Opal 自己暗号化ドライブを使用するデバイスは一定期間動作しますが、リブート後に一定

時間が経過すると 、プリブートで、エラー “0x8011” または “0x78011” が表示され、それ以降ア

クセスできなくなる問題が見つかりました。 

また、プリブートの起動中に、バージョン 4 のプリブートにアクセスするために「a」をタイプすると、

デバイスに “0x4480”  エラーが表示され、アクセスがブロックされます。 

 

回避策： 

WinPE を使用することでドライブのロックを解除できます。その後、（ウォームリブートを実行した

後に）Windows で SecureDoc コントロールセンタアプリケーションにアクセスできます。 

 

この問題は、本バージョンで修正しました。 

SD-29734 グローバルオプションのパスワードに関連する設定を変更すると、既存のインストレーシ

ョンパッケージにも適用されるようになりました。 

 

問題： 

旧バージョンでは、グローバルオプションのパスワードルールを変更したときに、作成済のインスト

ールパッケージには、ルールを適切に更新していませんでした。 

[Tools] -> [Options] -> [General] 

Password rules 

 

改良点： 

v8.5 では、グローバルオプションでパスワード設定を変更すると、すべてのパッケージ設定の関連

するすべての要素が更新されます。 

注 グローバルオプションのパスワードルールの変更は、展開済みの SecureDoc クライアントに

は適用されません。今後のバージョンで、改善する予定です。 

SD-30819 【PBU】 ブートアイドルの電源オフ時間の設定で 0以外の値を使用すると、ログイン試行

の失敗を示すメッセージが表示されません。また、同じように、ネットワーク接続メッセー

ジが表示されない場合があります。 

 

https://jira5.winmagic.local/browse/SD-29710
https://jira5.winmagic.local/browse/SD-29732
https://jira5.winmagic.local/browse/SD-29734
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問題： 

システムが PBU で構成されており、プリブートのアイドルタイマーの値が 0 以外に設定されてい

る場合、PBU は無効な認証情報または他のエラー発生に関するメッセージを表示しません。 

 

この問題は、本バージョンで修正しました。 

SD-30822 【PBU】  3 回ログオンに失敗すると、システムはユーザーにデバイスの再起動（認証の

再試行）を要求しますが、[リブート] ボタンが選択されていない為、マウスを使用しなけれ

ばボタンを押せません。 

 

この問題は、本バージョンで修正しました。 

[リブート] ボタンが選択されるようになり、ユーザーは Enter キーまたはスペースキーを押してデ

バイスを再起動できます。 

SD-30842 VMWare 環境、PBLU / 64 ビットの設定でインストールされたデバイスで、プリブートで

ブラウザが呼び出されるとクラッシュします。 

 
問題： 

ユーザーによっては、クライアント機能をテストするために仮想環境を利用する場合があります。 

VMWare Workstation 15を使用して、PBLU / 64 ビットの設定で、プロファイルでWeb Browser

が有効になっている場合、ブラウザをロードしようとするとフリーズまたはクラッシュします。 

VM がクラッシュすると、次のエラーメッセージが生成されます。「the CPU has been disabled...

（CPUが無効になっています...）」 

 

この問題は、本バージョンで修正しました。 

SD-31928 SES と通信できず、オフラインインストールを使用してインストールされたデバイスは、

SES データベース内のデバイスと鍵のレコードが重複したり、通信に失敗したりすること

がありました。 

 

問題： 

特定の条件下で、SecureDoc のインストール中に SDConnex との通信が中断されたり、不完全

に終了したデバイスは、通信内容に基づいて、SES は不完全なデバイスレコードと鍵レコードを作

成しました。クライアントデバイスは、通信が失敗したと仮定して、デバイスプロファイルで指定され

たオフラインインストールモードを使用して SecureDoc のインストールを続行します。 

インストール後に SDConnex と最初に通信する時に、新しいデバイスレコードが作成されるか、

SecureDoc をアンインストールして再インストールしないと通信できなくなる場合がありました。 

 

この問題は、本バージョンで修正しました。 

特定のデバイスの不完全なデバイスおよび鍵レコードは、同じデバイスによるインストール後の最

初の正常な通信で削除され、SES は以前のレコードが不完全であることを検出します。これによ

り、登録を正常に再処理できるようになりました。 

SD-32162 【SDFV2】 InstallMe スクリプトを使用して SecureDoc をインストールすると、インストー

ラーが実行していたターミナルウィンドウだけでなく、スクリプトによりすべてのターミナル

ウィンドウが強制終了される。 
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解決方法： 

新しいスクリプトでは、ターミナルウィンドウを終了しないように変更しました。 

ユーザーは、インストールが完了した後にターミナルを手動で閉じる必要があります。  

 

また、macのターミナルの「シェルの終了時：」 の設定で、”シェルが正常に終了した場合は閉じ

る” に設定できます。 

これにより、スクリプトが終了したときに、シェルウィンドウが自動的に閉じます。   
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既知の制限事項 
 

リファレンス 説  明 

SD-30120 【SES】 ODBC を 17.1 から 17.4.1 にアップグレードすると、SecureDoc データベース

へのアクセスで問題が発生します。 

 

この問題は、 ODBC をアップグレードした場合のみ、発生します。 

 

解決方法： 

ODBC 17.1 を手動でアンインストールしてから、ODBC 17.4.1 を直接手動でインストールします。

この操作によって、この問題は発生しません。Microsoft のドライバコードの問題が原因と考えられ

ます。 

SD-32052 【SDOT BL】 プリブートと Windows システムパーティションが異なる物理ディ

スクにある場合、SecureDoc の BitLocker インストールはディスク暗号化を実行

できません。 
 

制限事項となりますが、通常、このような構成はありません。 

SD-29446 SecureBoot for Linux は、デバイスで SecureBoot が有効になっている場合、物理エ

ンドポイントデバイスにインストールできません。 

 

回避策： 

デバイスの UEFI / BIOS で SecureBoot を無効にして、インストールしてください。 

SD-32321 【SDFV2】 macOS を Catalina へアップグレードした後、USB が SecureDoc コントロ

ールセンター（SDCC）で検出されなくなります。 

 

MacOS は古い SecureDoc ドライバを /Stagedextensions/ フォルダに保持しますが、インストー

ラーは、アップグレード時にそれを削除またはアンロードする権限がありません。古いドライバがま

だ配置されており、新しいドライバを正しく置換できません。このために、SDCC は USB メディアを

検出できなくなります。 

原因： 

これは、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 

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.  再起動して、macOS の起動中に Command+R キーを押し続け、macOS デバイスのリカ

バリパーティションを起動します。 

2.  フォルダ Library/StagedExtenstions/Library/Extenstions/ から古い SecureDoc ドライバを

削除します。 

 

https://jira5.winmagic.local/browse/SD-32052
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ドライバを削除する詳細な方法は次のとおりです。 

①  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、Macintosh や disk1s5 などの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、ディスクサイズは約 10〜11 GB になります） 

②  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、<diskutil apfs unlockVolume disk1s5> 

③ コマンドを使用して、

/Volume/VolumeName/Library/StagedExtenstions/Library/Extenstions/  フォルダにあるド

ライバと、WinMagicSDFVFamily.kext と WinMagicComUnit.kext の両方を削除します。

例、<rm -r 

/Volumes/Macintosh\ HD/Library/StageExtensions/Library/Extensions/WinMagicSDFVF

amily.kext> 

④  デバイスを再起動して、システムにログインします。これで古いドライバは正常に置換され、

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 macOS Catalina デバイスで作成されたコンテナ暗号 exFAT USB メディアを使用する

と、Windows RMCE Viewer アプリケーションに「応答なし」のステータスが表示される 

 

問題： 

Windows では、RMCE ビューアーが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）。 

メディアを終了すると、Windows  exFAT ドライバはゼロを書き込み、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、多くの時間が消費される可能性があります。 

このプロセスの間、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

をマウント解除できません。 

 

この問題は、Windows のメディアビューアー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。 

これは、exFAT は、「ファイル有効データサイズ」および「ファイルサイズ」の 2 つのファイルサイズ

プロパティ（異なっていることが）があるファイルをサポートするためです。 

 

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

ンテナで保護された 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

発生されません。  

 

詳細な症状：  

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 ビューアーを使用したパスワードの変更には数ミリ秒かかります（有効なデータ範囲内で

新しいデータが書き込まれます）。 

RMCE ビューアー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。 

 

https://jira5.winmagic.local/browse/SD-32361
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Windows デバイスの場合： 

RMCE ビューアーを使用してコンテナファイルの名前を変更するには非常に長い時間がかかり

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 ビューアーを使用してパスワードを変更する場合、新しいデータは有効なデータ範囲内で

書き込まれますが、非常に長い時間がかかります。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 ビューアーを使用してコンテナにファイルを追加する場合、非常に長い時間がかかりま

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： 

Windows RMCE ビューアー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

物理的に取り外す必要があります。 

SD-32837 ユーザーがパスワードの変更権限を持っていない場合でも、セルフヘルプ方式でパスワ

ード復旧の質問に答えることができる。 

 

問題： 

セルフヘルプ方式でパスワードを復旧するための回答を設定する機能は、ユーザーに自分のパス

ワードを変更する権利がない場合、パスワードを復旧する質問の回答を行うことは本来できませ

ん。  

V8.5 より前のバージョンでは、ユーザーがパスワードを設定または変更するために必要な権限を

持っていない場合、セルフヘルプ方式でパスワードを復旧するための回答を設定できませんでし

たが、V8.5 ではその操作が可能になっていることがわかりました。  

回避策： 

なし    

 

影響： 

セルフヘルプ方式の回答に、日本語を利用できないことと、ユーザーが自分のパスワードを設定/

変更できる機能を制限しているお客様は比較的少ないため、この問題の影響は低いと考えられま

す。 

ウィンマジックは、今後のバージョンまたはサービスリリースでこの問題を修正します。 
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既知の制限事項 （ハードウェア） 
 

Microsoft Surface デバイスにインストールする場合の注意： 

Microsoft Surface Pro 1、2、または Surface Book  へのインストール 

SecureDoc_64のインストーラーを使用してください。 

Microsoft Surface Pro 3、4、Surface Pro 2017 または Surface Book 2 へのインストール 

SecureDoc_ Surface _64のインストーラーを使用してください。 

 

リファレンス 説  明 

SD-32777 【Dell 7280 /7480】 

「ハードウェア暗号化 」+ 「TPM」 + 「Dell 7280/7480」 の組み合わせでは、オートブート

キーファイルを TPM で保護できず、プリブート認証画面が表示されます。 

 

問題： 

SecureDoc 8.5 では、Trusted Platform Module（TPM）によるオートブートキーファイルの保護を

可能にする新しい機能が導入されました。 

［Protect Auto-boot with TPM] オプションを使用する場合で、システムが [Temp Auto-boot] モ

ードのときに、プリブート認証画面が表示されます 

根本原因はまだ特定されておらず、ウィンマジックはこの問題を今後も調査します。 

 

回避策 1： 

［Protect Auto-boot with TPM] オプションを無効にしてください。 

回避策 2： 

ソフトウェアによる暗号化を実行してください。 
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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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