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McAfee 製品の操作に必要な情報を提供します。 目次 このガイドについて 製品マニュアルの検索 このガイドについて ここでは、このガイドの対象読者、表記規則とアイコン、構成について説明します。 対象読者 McAfee では、対象読者を限定してマニュアルを作成しています。 このガイドの情報は、主に以下の読者を対象としています。 • 管理者 － 企業のセキュリティ プログラムを実装し、
施行する担当者。 • ユーザー － このソフトウェアが実行されているコンピューターを使用し、ソフトウェアの一部またはすべての機 能にアクセスできるユーザー。 • レビューアー － 製品の評価を行う担当者。 表記法則 このガイドでは、以下の表記規則とアイコンを使用しています。 イタリック マニュアル、章またはトピックのタイトル、新しい用語、語句の強調を表します。 太字 特に強調する
テキストを表します。 モノスペース コマンド、ユーザーが入力するテキスト、コードのサンプル、画面に表示されるメッセージを表 します。 [やや狭い太字] オプション、メニュー、ボタン、ダイアログ ボックスなど、製品インターフェースのテキストを 表します。 青色のハイパー テキスト トピックまたは外部サイトへのリンクを表します。 注: 読み手に注意を促す場合や、別の操作手順を提示
する場合に使用します。 ヒント: ベストプラクティスの情報を表します。 重要/注意: コンピューター システム、ソフトウェア、ネットワーク、ビジネス、データの保護 に役立つ情報を表します。 警告: ハードウェア製品を使用する場合に、身体的危害を回避するための重要な注意事項を表しま す。 (8)製品マニュアルの検索 [ServicePortal] では、リリースされた製品の情報 (製品マニュアル、技
術情報など) を入手できます。 タスク 1 [ServicePortal] ( ) に移動して、[Knowledge Center] タブをクリックします。 2 [Knowledge Base] ペインの [コンテンツのソース] で [製品マニュアル] をクリックします。 3 製品とバージョンを選択して [検索] をクリックします。マニュアルの一覧が表示されます。 まえがき (9)1 インストール要件と推奨事項 McAfee® ePolicy Orchestrator®
(McAfee® ePO™ ) を実行するには、特定のハードウェア要件とソフトウェア要件を 満たす必要があります。 正しくインストールするために、これらの要件と推奨事項を McAfee ePO のインストール 前に確認してください。 インストール前に監査を実行し、環境が最小要件を満たしていることを確認します。 ツールのダウンロード手順と使 用方法については、『McAfee ePO PreInstallation Auditor リリース ノート』を参照してください。 目次 システム要件と推奨事項 ソフトウェア要件と推奨事項 オペレーティングシステムの要件 対応の仮想インフラソフトウェア サポートされている SQL Server 対応するインターネットブラウザー エージェントハンドラーのサーバー要件 インストール前の確認事項 製品の自動設定 分散リポジトリの要件 対応製品と既知の問題 シス
テム要件と推奨事項 McAfee ePO をインストールする前に、環境が次の要件と推奨事項を満たしているかどうか確認してください。 コンポーネント 要件と推奨事項 専用サーバー 管理するシステム数が 250 を超えている場合には、専用のサーバーを使用してください。 ドメイン コントロー ラ ネットワーク上のドメイン コントローラーと信頼関係を構築する必要があります。 詳細に ついては、
Microsoft 製品ドキュメントを参照してください。 ファイル システム NT ファイル システム (NTFS のパーティション ディスクの空き容量 20 GB 以上 (推奨) IP アドレス McAfee ePO には静的 IP アドレスを使用してください。 McAfee ePO は、IPv4 と IPv6 の両方のネットワークをサポートしています。 メモリー 8 GB 以上の RAM (推奨) (10)コンポーネント 要件と推奨事項 ネットワー
ク インタ ーフェース カード (NIC) 100 MB 以上 サーバーに複数の IP アドレスが設定されている場合、McAfee ePO は最初に認識した IP ア ドレスを使用します。 エージェント/サーバー間通信に使用する IP アドレスを追加する場 合、それぞれの IP アドレスにエージェント ハンドラー グループを作成してください。 ポート • HTTPS 通信にポート 8443 を使用しないでください。 デフォル
トのポートは 8443 で すが、このポートは多くの Web ベースのアクティビティがプライマリ ポートとして使用 しています。 このポートは不正行為や攻撃の格好の標的となっています。多くの場合、セ キュリティ侵害やアウトブレークを未然に防ぐため、このポートは無効にされています。 • サーバー システムで使用されていないポートを選択してください。 • HTTP 通信および HTTPS 通信
で使用するポートをネットワーク担当者に通知してくださ い。 • ドメイン コントローラーへのインストールもサポートされていますが、推奨しません。 プロセッサー • 64 ビット Intel Pentium D 以上 • 2.66 GHz 以上 ソフトウェア要件と推奨事項 McAfee ePO をインストールする前に、必須および推奨ソフトウェアをサーバー システムにインストールしてくだ さい。 ソフトウェア 要件と推
奨事項 Microsoft .NET Framework 3.5 以降 必須 － このソフトウェアは、SQL Server と SQL Server Express のすべてのバージョンで必要です。 Microsoft 更新プログラム 推奨。Microsoft ソフトウェアに最新の更新を適用してください。 ソフトウェアのインストールまたはアップグレードを始める前に、Windows Update を無効にしてください。 Microsoft Visual C++ 2005 SP1
再頒布可能パッケージ 必須。自動的にインストールされます。 Microsoft Visual C++ 2008 再頒布可能パッケージ (x86) 必須。自動的にインストールされます。 MSXML 6.0 必須。自動的にインストールされます。 セキュリティ ソフトウェア 推奨。 • サーバー上にウイルス対策ソフトウェアをインストールするか、サーバー上のウ イルス対策ソフトウェアを更新して、ウイルス スキャンを
実行してください。 • サーバー上にファイアウォール ソフトウェアをインストールするか、サーバー上 のファイアウォールを更新してください。 対応ブラウザー 推奨。インストール時の前提条件ではありませんが、McAfee ePO では対応ブラウ ザーを使用する必要があります。 詳細については、『対応インターネット ブラウザ ー』を参照してください。 対応の SQL Server 必須 － McAfee
ePO をインストールするには、SQL Server または SQL Server Express の対応バージョンが必要です。 1 インストール要件と推奨事項 ソフトウェア要件と推奨事項 (11)オペレーティング システムの要件 McAfee ePO は、対応のサーバー クラスの Microsoft Windows オペレーティング システムにインストールできま す。 対応のサーバー クラスのオペレーティング システム このソフト
ウェアを実行するには、以下のいずれかの 64 ビット サーバー クラス OS が必要です。 • Windows Server 2008 R2 SP 1 • Windows Server 2012 R2 • Windows Server 2012 • Windows Server 2016 • Windows Server 2012 SP 1 Windows Server 2012 以降を使用している場合には、Microsoft のセキュリティ更新 2919355 もインストールし てください。 評価に使用可能なオ
ペレーティング システム 次のオペレーティング システムは、McAfee ePO の評価に使用できますが、サポートの対象外です。 • Windows 7 (x64 のみ) • Windows 8、8.1 (x64 のみ) • Windows 10 オペレーティング システムの言語 McAfee ePO は、オペレーティング システムの言語に関係なく、対応するオペレーティング システム上で動作しま す。 McAfee ePO のユーザー インター
フェースは、以下のリストにある言語に翻訳されています。 このリストにない言 語を使用しているオペレーティング システムにソフトウェアをインストールすると、インターフェースは英語で表示 されます。 • 中国語 (簡体字) • 日本語 • 中国語 (繁体字) • 韓国語 • デンマーク語 • ノルウェー語 • オランダ語 • ポルトガル語 (ブラジル) • 英語 • ポルトガル語 (イベリア) • フィンランド語 • ロシ
ア語 • フランス語 (標準) • スペイン語 • ドイツ語 (標準) • スウェーデン語 • イタリア語 • トルコ語 インストール要件と推奨事項 オペレーティング システムの要件 1 (12)対応の仮想インフラ ソフトウェア McAfee ePO では、いくつかの仮想インフラ ソフトウェアを使用できます。 対応の仮想インフラ ソフトウェアは次のとおりです。 • Microsoft Hyper-V Server 2008 R2 • VMware
ESXi 5.5 • Microsoft Hyper-V Server 2012 • VMware ESXi 6 • Microsoft Hyper-V Server 2012 R2 • XenServer 6 • VMware ESXi 5.1 • XenServer 6.2 サポートされている SQL Server McAfee ePO を実行するには、対応の SQL Server を使用する必要があります。 インストール ウィザードは、対応の SQL Server がインストール先のサーバーにインストールされているかど
うか を確認します。 McAfee ePO は、Microsoft SQL Server の次のエディションに対応しています。 • Microsoft SQL Server 2008 Express • Microsoft SQL Server 2012 • Microsoft SQL Server 2008 SP3 以降 • Microsoft SQL Server 2014 • Microsoft SQL Server 2008 R2 • Microsoft SQL Server 2016 • Microsoft SQL Server 2012 Express 必要な SQL Server の
設定 McAfee ePO では、特定の SQL Server の設定を必要とします。 これらの設定の詳細については、SQL Server の マニュアルを参照してください。 設定 詳細 入れ子になった トリガー [SQL Server の入れ子になったトリガー] オプションを有効にする必要があります。 データベース照 合順序 McAfee ePO は、次の 2 つの SQL 照合順序プロパティを使用して、Microsoft SQL Server
の すべての照合順序に対応しています。 • 大文字と小文字を区別しない (CI) • 完全な ASCII 文字セット サポート (すべての Unicode 文字セットに含まれます) メンテナンス設 定 McAfee ePO データベースには、固有のメンテナンス設定を行うことをお勧めします。 詳細につ いては、『McAfee ePolicy Orchestrator 製品ガイド』またはヘルプを参照してください。 1 インストール要件と推
奨事項 対応の仮想インフラ ソフトウェア (13)対応するインターネット ブラウザー McAfee ePO を使用するには、以下のいずれかの対応ブラウザーが必要です。 • Internet Explorer 11 以降 • Safari 10 以降 (macOS のみ、Windows は非対 応) • Firefox 45 以降 • Microsoft Edge • Chrome 51 以降 TLS 要件 古いブラウザーを使用している場合には、TLS 1.1 または 1.2 が有効になっ
ていることを確認してください。 Internet Explorer セキュリティ強化の使用 Internet Explorer でセキュリティ強化機能を有効にしている場合、McAfee ePO サーバーのアドレスを Internet Explorer の信頼サイト リストに追加する必要があります (https:// という形式で追加します)。 こ の設定を行わないと、McAfee ePO サーバーにログオンしたときに、Internet Explorer がエラー
メッセージを表 示します。 エージェント ハンドラーのサーバー要件 McAfee ePO エージェント ハンドラーは、対応しているサーバー クラスの Microsoft Windows オペレーティング システムにインストールできます。 エージェント ハンドラーはドメインの認証情報を認証する必要があります。 Windows 認証が使用できない場合、 エージェント ハンドラーがデータベースの認証に使用する
アカウントは、SQL 認証を使用する必要があります。 Windows と SQL 認証の詳細については、Microsoft SQL Server のマニュアルを参照してください。 エージェント ハンドラーを使用するには、以下のいずれかのサーバー クラス オペレーティング システムが必要で す。 • Windows Server 2008 R2 SP 1 • Windows Server 2012 • Windows Server 2012 R2 Windows Server
2012 以降を使用している場合には、Microsoft 更新プログラム 2919355 もインストールしてく ださい。 インストール前の確認事項 McAfee ePO のインストールを開始する前に、必要な情報と手順を確認してください。 インストール中に次の情報が必要になります。 • McAfee 製品のライセンス キー (評価版では不要です)。 • Microsoft SQL 認証では、次のいずれかの認証情報が必要で
す。 • Windows 認証の認証情報 － SQL Server でデータベース所有者 (dbo) 権限のあるドメインの認証情報 • SQL 認証の認証情報。 インストール要件と推奨事項 (14)• McAfee ePO のインストール先フォルダー (カスタム インストールとクラスター インストールでは必須) • 対応の SQL Server • SQL Server がすでにインストールされている場合には、設定に応じて、データベース情報
ページに次の情報を 入力する必要があります。 • SQL Server の名前、またはインスタンス名付きの SQL Server の名前。 • SQL Server が使用する動的ポート番号。 • McAfee ePO サーバーを復元するには、次のものが必要です。 • いずれかの Microsoft SQL 復元プロセスで復元された SQL Server データベース。 • 障害時復旧スナップショット レコードで使用したキーストア暗号化パ
スフレーズ。 このパスフレーズは、 SQL スナップショット レコードに保存された情報を復号する場合に必要になります。 • インストール後に初期の製品配備を自動的に実行するかどうかを決めます。 多くの場合、McAfee ePO サーバー の自動設定を選択します。 ただし、次のような場合には手動での設定が必要になる場合があります。 • インターネット アクセスなし • 重要なインフラに対す
る直接ダウンロードの制限 • 製品配備の段階的な実施 (重要な環境に製品を段階的にリリースする必要がある場合) • 環境内に特別な要件がある大規模な組織 詳細については、『製品の自動設定』を参照してください。 このガイドで説明する SQL Server について McAfee ePO を実行するには、対応の SQL Server を使用する必要があります。 このガイドで説明するインストー ル方法では、対
応バージョンの SQL Server または SQL Server Express がインストールされていることを前提と しています。 このシナリオでは、SQL Server を手動でインストールし、McAfee ePO を InstallShield ウィザードでインストー ルします。 SQL Server のインストール方法については、該当する SQL Server のマニュアルを参照してください。 クラスター インストールの場合、McAfee
ePO とは異なるシステムに SQL Server を手動でインストールする必要が あります。 関連する SQL Server とアップグレード 以下のインストール方法については、Microsoft のドキュメントを参照してください。 • SQL Server 2008 または 2012 のインストール • SQL Server 2005 から SQL Server 2008 または 2012 へのアップグレード • SQL Server 2005 Express から 2008
Express または 2012 Express へのアップグレード 1 インストール要件と推奨事項 インストール前の確認事項 (15)インストールに必要な SQL Server 役割 McAfee ePO で既存の SQL Server を使用する場合には、インストールを行う前に特定の SQL Server 役割を設定 する必要があります。 既存の SQL Server を使用するか、新しい SQL Server を手動でインストールする場合、
McAfee ePO のインスト ール プロセスで認証情報を入力する必要があります。 Windows 認証または SQL 認証で使用するユーザー アカウ ントには、対象の SQL Server で dbcreator サーバー役割が付与されている必要があります。 このサーバー役割 は、インストール時にセットアップ プログラムが必要なコア McAfee ePO データベース オブジェクトを作成し、対 象の SQL Server に追
加するために必要です。 デフォルトでは、コア データベースが作成されると、このユーザー アカウントに McAfee ePO データベースの db_owner 役割が付与されます。 インストールが完了すると、このユーザー アカウントから dbcreator サーバー 役割を削除できます。 dbcreator サーバー役割を取り消すと、ユーザー アカウントの権限はコア データベースで db_owner データベース役割
が付与された権限に限定されます。 インストール後に McAfee ePO サーバーを稼動させるために必要な標準 SQL データベース役割については、製品ガ イドとヘルプを参照してください。 SQL Server 役割と権限の詳細については、使用する SQL Server の製品ドキ ュメントを参照してください。 McAfee ePO のインストールに必要な SQL 権限 既存の SQL Server を使用する場合、あるい
は新しい SQL Server を手動でインストールする場合には、特定の SQL Server 役割が必要です。 McAfee ePO の新規 インストール... 使用するサーバー役割 インストール時 Windows 認証または SQL 認証で使用するユーザー アカウントには、対象の SQL Server で dbcreator [サーバー役割]が付与されている必要があります。 • 公開 • dbcreator dbcreator サーバー役割は、インストー
ル時にセットアップ プログラムが必要なコア McAfee ePO データベース オブジェクトを作成し、対象の SQL Server に追加するために 必要です。 この McAfee ePO SQL ユーザー アカウントには、McAfee ePO データベースの[データ ベース役割]権限 db_owner が付与されます。 データベースのインス トール後 dbcreator サーバー役割を McAfee ePO SQL ユーザーから削除できます。
dbcreator サーバー役割を取り消すと、ユーザー アカウントの権限は McAfee ePO データ ベースで db_owner データベース役割が付与された権限に限定されます。 アップグレードまたはパッチの インストール... 使用する役割 インストール時 Windows 認証または SQL 認証で使用するユーザー アカウントには、対象の SQL Server で dbcreator [サーバー役割]が付与されている必要があり
ます。 • 公開 • db_owner インストール要件と推奨事項 インストール前の確認事項 1 (16)使用可能な SQL データベース ユーザー名とパスワードの形式 McAfee ePO と SQL データベースのユーザー名とパスワードを作成する場合には、使用可能な形式を確認してくだ さい。 次の例外を除き、ISO8859-1 文字セットのすべての印刷可能文字を使用できます。 プラットフォーム ユーザー名とパ
スワードに使用できない文字 SQL データベース • 先頭または末尾のスペース。スペース のみで構成されているパスワード。 • 先頭のバックスラッシュ (\) • 単一引用符 (') • ユーザー名のコロン (:) • 二重引用符 (") • ユーザー名のセミコロン (;) HTTP ポート オプション McAfee ePO が使用するポートは事前に定義され、デフォルトで設定されています。 ほとんどのポート設定はイン ストール
時にのみ変更できます。 次の表で、変更可能なポートの割り当てを確認してください。 ポート デフォルト値 インストール時に変更 可能 インストール後に 変更可能 エージェント/サーバー間通信ポート 80 X エージェント/サーバー間通信のセキュア ポート 443 X エージェント ウェークアップ通信ポート 8081 X X エージェント ブロードキャスト通信ポート 8082 X X コンソール/アプリケーショ
ン サーバー間通信ポート 8443 X クライアント/サーバー認証通信ポート 8444 X SQL Server 用 TCP ポート 1433 X 製品の自動設定 自動設定を有効にすると、McAfee ePO は、サイト ライセンスで使用が許可されているすべての McAfee 製品をダ ウンロードしてインストールします。 通常、ユーザーが製品の自動設定プロセスを意識することはありません。 McAfee ePO のインストールが
完了する とすぐに開始し、ログオンの前に終了します。 最初に McAfee ePO にログオンしたときに [製品の自動設定] ページが表示された場合、製品のダウンロードまたは インストールでエラーが発生しています。 たとえば、インターネット接続が中断すると、このようなエラーが発生し ます。 インストールに失敗した製品をメモして [再試行] をクリックし、製品のインストールを再度行って
ください。 製品の自動インストールを停止するには、[停止] をクリックします。 確認のダイアログ ボックスが表示され、ソフ トウェア マネージャーで製品をインストールするかどうかが確認されます。 [製品の自動セットアップの停止] 確認ダイアログ ボックスで [OK] をクリックした場合、ソフトウェア マネージャー を使用して製品をインストールする必要があります。 製品の自動設定を実行
できるのは、初期設定を行う場合だけで す。 製品の自動設定時に製品のインストールに繰り返し失敗する場合には、McAfee サポートに連絡してください。 ある いは、[OK] をクリックして [製品の自動設定] ページを終了し、McAfee ePO サーバーのセットアップを開始して 1 インストール要件と推奨事項 製品の自動設定 (17)製品のインストール状況を確認するには、ソフトウェア マネー
ジャーを開きます。ソフトウェア マネージャーを開 くには、[メニュー] 、 [ソフトウェア] 、 [ソフトウェア マネージャー]の順に移動します。 分散リポジトリの要件 分散リポジトリは環境全体で使用され、McAfee ePO サーバーが使用する重要なコンテンツを提供します。 分散リ ポジトリは次の最小要件を満たしている必要があります。 コンポーネント 要件 ディスクの空き 容量 リポジトリが
格納されているドライブ上に 400 MB (800 MB を推奨)。 必要なディスク容量 は、使用するデータの量によって異なります。 SuperAgent が存在するシステムの分散リポジトリには、マスター リポジトリで使用可能な容量 と同じディスク容量が必要になります。 メモリー 256 MB 以上 リポジトリ ホス ト • Microsoft Windows または Linux オペレーティング システム上の HTTP 準拠の
サーバー。 • Windows、Linux または Open Enterpise FTP サーバー。 • Windows、Linux、または UNIX Samba の UNC 共有。 • SuperAgent がインストールされているシステム。 対応製品と既知の問題 インストールまたはアップグレードを行う前に、McAfee ePO がサポートする製品と既知の問題を確認してくださ い。 • 対応製品 － KB87142 • 既知の問題 － KB87673 関連トピッ
ク: 38 ページの「InstallShield ウィザードを開始して完了する」 インストール要件と推奨事項 分散リポジトリの要件 1 (18)1 インストール要件と推奨事項 対応製品と既知の問題 (19)2 McAfee ePO のインストール McAfee ePO のインストールは、初めてインストールする場合だけでなく、Microsoft SQL Server に McAfee ePO がすでに設定されている環境を復元する場合にも行います。
[McAfee ePolicy Orchestrator － InstallShield ウ ィザード] に従ってインストールを実行します。 目次 SQL Server をセットアップしてインストールソフトウェアを開始する InstallShield ウィザードで McAfee ePO を設定する 初回インストールを完了する SQL Server をセットアップしてインストール ソフトウェアを開始する McAfee ePO をセットアップする場合、ソフトウェアをダ
ウンロードしてインストールを開始します。 開始する前に • 『インストール要件と推奨事項』でインストール要件と推奨事項を確認してください。 また、SQL Server または SQL Server Express の対応バージョンが実行されていることを確認してくださ い。 • McAfee ePO サーバーをインストールするシステムに Microsoft の最新のセキュリティ更新を適用 します。インストール中は
Windows Updates を無効にしてください。 インストール プロセスを監視します。 システムの再起動が必要になる場合があります。 タスク 1 SQL Server をセットアップして、データベース サーバーとの接続を確認します。 a SQL Browser サービスが実行されていることを確認します。 b McAfee ePO サーバーと SQL Server のあるシステムに Microsoft の最新のセキュリティ更新プロ
グラム を適用します。 インストール中は Windows Update を無効にしてください。 c インストール後に製品の自動設定を実行するかどうかを決めます。 d 製品互換性リストを McAfee サイトから自動的にダウンロードするのか、ローカルに保存されている代替リス トを使用するかを決めます。 2 [SQL Server 構成マネージャー] で TCP/IP プロトコルを有効にします。 a [SQL Server 構成
マネージャー] を開始します。 b コンソール ペインで [ネットワークの構成] を展開します。 c 詳細ペインで [TCP/IP] を右クリックし、[TCP/IP プロパティ] ウィンドウを開きます。 2 (20)d [プロトコル] タブで [有効] をクリックし、[はい] をクリックします。 e [適用] をクリックして [OK] をクリックし、[警告] ダイアログを閉じます。 TCP/IP が有効になります。 これで、サービスを再起動
し、変更を反映することができます。 f コンソール ペインで [SQL Server のサービス] をクリックします。 g 詳細ペインで SQL Server のサービスを右クリックして、[再起動] をクリックします。 これで変更が完了しました。 続行する前に、[TCP 動的ポート] の値を確認します。 h [TCP/IP] を右クリックし、[TCP/IP プロパティ] ウィンドウを開きます。 i [IP アドレス] タブを選択します。
j [IPAII] で、[TCP 動的ポート] の値をメモします。 たとえば、49657。 この情報は、インストールの後半で必要になる場合があります。 これで McAfee ePO のインストールを開始できます。 3 McAfee ePO サーバーとして使用する Windows Server にログオンします。 ローカル管理者権限のあるアカウントを使用します。 4 McAfee Web サイトからダウンロードしたソフトウェアを選択
して、一時的な場所にファイルを展開します。 [Setup.exe] をダブルクリックします。 この実行ファイルは、ダウンロードした McAfee ePO インストール ファイルに含まれています。 .zip ファイルを解凍せずに Setup.exe を実行すると、インストールに失敗します。 [McAfee ePolicy Orchestrator - InstallShield ウィザード] が開始します。 5 [次へ] をクリックして、インストールを続行
します。 セットアップが完了し、ソフトウェアが開始します。 次に、データベース、通信ポート、ライセンスを設定してイン ストールを完了します。 InstallShield ウィザードで McAfee ePO を設定する インストールを完了するには、データベース、通信ポート、ライセンス オプションを選択して設定します。 インストール ウィザードを実行しながらインストール プロセスを監視します。 シ
ステムの再起動が必要になる場合 があります。 タスク 1 宛先フォルダー で、次のオプションをクリックします。 • [次へ] － McAfee ePO をデフォルトの場所 (C:\Program Files\McAfee\ePolicy Orchestrator\) にインストールします。 • [変更] － McAfee ePO のインストール先を指定します。 現在の宛先フォルダーを変更 ウィンドウが開いた ら、必要な場所に選択します。必要であれば新
しいフォルダーを作成します。 終了したら、[OK] をクリック します。 2 McAfee ePO のインストール (21)2 [データベース情報] で、データベースの情報を指定し、[次へ] をクリックします。 a [データベース サーバー] と [データベース名] を指定します。 [データベース サー バー] リストからサーバーを選択します。 表示されない場合には、使用するサーバー (SQLServer または SQL
Server Express) に応じて次の情報を入力します。 • ServerName\SQLSERVER • ServerName\SQLEXPRESS [データベース名] この値は自動的に挿入されます。 b [データベース サーバーの認証情報] で、使用する認証情報の種類を指定します。 [Windows 認証] 1 [ドメイン] メニューで、SQL Server にアクセスするユーザー アカウントのドメインを選択します。 2 [ユーザー名] と [パ
スワード] にユーザー名とパスワードを入力します。 すでにインスト ールされている SQL Server を使用する場合には、アクセスが許可されているユーザー ア カウントを使用してください。 [SQL 認証] [ユーザー名] と [パスワード] に SQL Server のユーザー名とパスワードを入力します。 SQL Server に存在し、適切な権限が付与されているユーザーの認証情報を使用してくださ い。 SQL
認証の場合、[ドメイン] メニューはグレー表示になります。 c 必要であれば、[SQL Server の TCP ポート] の値を指定します。 TCP/IP を有効にしたときにメモした [TCP 動的ポート] フィールドの値を使用してください。 このポート は、McAfee ePO サーバーとデータベース サーバー間の通信に使用されます。 3 HTTP ポート情報 で、デフォルトのポート番号を確認します。 [次へ] をク
リックして、このシステムで使用され ていないポート番号を選択します。 これらのポートの一部は変更できます。 インストールの完了後は、[エージェント ウェークアップ通知ポート] と [エージェント ブロードキャスト通信ポート] 以外は変更できなくなります。 他のポートの設定を後で変更する には、McAfee ePO を再インストールする必要があります。 4 管理者情報 で情報を入力し、[次
へ] をクリックします。 a プライマリ管理者アカウントに使用するユーザー名とパスワードを入力します。 b キーストア暗号化パスワードを入力します。 このパスワードは記録しておいてください。 McAfee ePO データベースを復元するには、障害時復旧スナッ プショット レコードの復号でこのパスワードが必要になります。 5 ライセンス キーを入力 で、ライセンス キーを入力して [次へ] を
クリックします。 ライセンス キーを取得していない場合、[評価版] を選択してインストールを続行できます。 評価期間は 90 日 間です。 インストールの完了後にライセンス キーを入力することもできます。 6 McAfee 使用許諾契約 に同意し、[OK] をクリックします。 7 [プログラムのインストール準備] ダイアログ ボックスで、[使用状況の情報を匿名で McAfee に送信する] を選 択するかど
うか決めます。 [インストール] をクリックして、ソフトウェアのインストールを開始します。 8 インストールが完了したら、[完了] をクリックして InstallShield ウィザードを終了します。 これで McAfee ePO がインストールされました。 デスクトップ上にある をダブルクリックして McAfee ePO を開始するか、リモート Web コンソール ( :port) からサーバーにアクセスします。 McAfee
ePO のインストール (22)初回インストールを完了する インストール プロセスが完了したら McAfee ePO サーバーを設定する必要があります。 初期設定をすばやく完了するには、デフォルトのポリシーを使用します。 設定の変更が必要な場合には、McAfee ePO の段階的な設定ツールでサーバーと管理対象環境をセットアップできます。 この設定ツールは既存の機能と同 じもので、サーバーの
セットアップと実行を簡単に実行できるように設計されています。 2 McAfee ePO のインストール 初回インストールを完了する (23)3 McAfee ePO の復元 前のインストールで Microsoft SQL Server に McAfee ePO が設定されている環境の場合、復元インストールで McAfee ePO を復元できます。 初回インストールの場合には、『McAfee ePolicy Orchestrator のインストール』を参照
してください。 復元サーバーに McAfee ePO をインストールする McAfee ePO サーバーを再作成するには、サーバーに McAfee ePO を再インストールして、復元した SQL データ ベースにリンクします。 復元プロセスを監視します。 システムの再起動が必要になる場合があります。 タスク 1 既存の SQL Server を選択する場合には、インストールを開始する前に情報を収集し、次の手順を
実行してくだ さい。 McAfee ePO とデータベース サーバーが通信を行っていることを確認します。 a SQL Browser サービスが実行されていることを確認します。 b SQL Server の Configuration Manager で TCP/IP プロトコルが有効になっていることを確認します。 c McAfee ePO サーバーをインストールするシステムと SQL Server に Microsoft の最新のセキュリティ更 新を適用し
ます。インストール中は Windows Updates を無効にしてください。 d プライマリ サーバーからコピーした SQL バックアップ ファイルが Microsoft SQL プロセスで復元されて いることを確認します。 e McAfee ePO を復元する前に、すべてのシステムでリモート エージェント ハンドラー サービスを停止しま す。 2 リモート エージェント ハンドラーを設定している場合には、エージェン
ト ハンドラーがインストールされてい るシステムにログオンし、Windows の サービス パネルを開きます。 [McAfee Event Parser] サービスと [McAfee Apache] サービスを停止します。 Windows の [サービス] パネルの使用方法については、Microsoft の製品マニュアルを参照してください。 3 ローカル管理者の権限があるアカウントを使用して、McAfee ePO サーバーを復元する
Windows サーバーにロ グインします。 4 McAfee Web サイトからダウンロードしたファイルを一時フォルダーに解凍し、[Setup.exe] をダブルクリック します。 .zip ファイルを解凍せずに Setup.exe を実行すると、インストールに失敗します。 McAfee ePolicy Orchestrator - InstallShield ウィザード が開始します。 (24)5 [既存のデータベース スナップショットから ePO を復元しま
す。]、[次へ] の順にクリックし、復元インストー ル プロセスを開始します。 6 残りの前提条件が [追加ソフトウェアのインストール] に表示されます。 インストールするには、[次へ] をクリ ックします。 7 [宛先フォルダー] で、次のオプションをクリックします。 • [次へ] － McAfee ePO をデフォルトの場所 (C:\Program Files\McAfee\ePolicy Orchestrator (x86)\) にインストールしま
す。 • [変更] － McAfee ePO のインストール先を指定します。 [現在の宛先フォルダーを変更] ウィンドウが開い たら、必要な場所に選択します。必要であれば新しいフォルダーを作成します。 終了したら、[OK] をクリッ クします。 8 [データベース情報] ステップで、[データベース サーバー] リストから Microsoft SQL Server の名前を選択し ます。 [データベース サーバーの認証情報] で使
用する情報の種類を指定し、[次へ] をクリックします。 [Windows 認 証] 1 [ドメイン] メニューで、SQL Server にアクセスするユーザー アカウントのドメインを選択します。 2 [ユーザー名] と [パスワード] に、復元する SQL データベースのユーザー名とパスワードを 入力します。 [SQL 認証] • [ユーザー名] と [パスワード] に SQL Server のユーザー名とパスワードを入力します。 SQL
Server に存在し、適切な権限が付与されているユーザーの認証情報を使用してくださ い。 SQL 認証の場合、[ドメイン] メニューはグレー表示になります。 McAfee ePO サーバーとデータベース サーバーとの通信に使用する [SQL Server の TCP ポート]の指定が必要 になる場合があります。 McAfee ePO は、デフォルトのポート (1433 と 1434) を使用して接続を試みます。 失 敗した場
合、SQL Server の TCP ポートを入力するように指示されます。 9 HTTP ポート情報 で、デフォルトのポート番号を確認します。 [次へ] をクリックして、このシステムで使用され ていないポート番号を選択します。 10 管理者情報 で、既存サーバーの管理者アカウントに使用した[ユーザー名]と[パスワード]を入力します。 11 既存の McAfee ePO サーバーの初期インストールで保存した[キー
ストア暗号化パスフレーズ] か、[サーバーの 設定] で変更したキーストア暗号化パスフレーズを入力します。 キーストア暗号化パスフレーズで、障害時復旧スナップショットに保存された重要なファイルが復号されます。 12 [ライセンス キーを入力] で、ライセンス キーを入力して [次へ] をクリックします。 ライセンス キーを取得していない場合、[評価版] を選択してインストールを続行できま
す。 評価期間は 90 日 間です。 インストールの完了後にライセンス キーを入力することもできます。 13 [McAfee 使用許諾契約] に同意し、[OK] をクリックします。 14 使用状況の情報を匿名で McAfee に送信する場合には、プログラムのインストール準備 ダイアログ ボックスで [インストール] をクリックして、ソフトウェアのインストールを開始します。 15 インストールが完了したら、
[完了] をクリックして InstallShield ウィザードを終了します。 このダイアログ ボックスのチェックボックスを使用すると、リリース ノートを表示したり、McAfee ePO を開始 することができます。 3 McAfee ePO の復元 復元サーバーに McAfee ePO をインストールする (25)16 既存のサーバーと IP アドレスまたは DNS 名が異なるサーバーに McAfee ePO を復元した場合、管理対象シ
ス テムが新しい McAfee ePO サーバーに接続できるように設定を変更する必要があります。 前の McAfee ePO サーバーの IP アドレス、DNS 名または NetBIOS 名からの要求が復元先の McAfee ePO サ ーバーの情報を参照するように、DNS に CNAME レコードを作成してください。 17 手順 1 でリモート エージェント ハンドラーを停止した場合には、エージェント ハンドラーがインス
トールされ ているシステムにログオンし、Windows の [サービス] パネルを開きます。 [McAfee Event Parser] サービス と [McAfee Apache] サービスを開始します。 これで McAfee ePO が復元されました。 必要であれば、デスクトップ上にある をダブルクリックして McAfee ePO サーバーを開始するか、リモート Web コンソール (https://:) からサーバ ーにアクセスします。 McAfee
ePO の復元 (26)(27)4 McAfee ePO のアップグレード McAfee ePO をアップグレードするには、次の操作を行います。 このアップグレード情報をよく読み、必要な作業をよく理解してください。 非対応の McAfee ePO からアップグレードする場合には、先に暫定バージョンにアップグレードしてください。 目次 製品互換性チェック アップグレードのチェックリスト アップグレードの計画 環
境を準備する SQL データベースを準備する アップグレードを実行する 更新を再開してアップグレードを確認する SHA-1 証明書を SHA-2 以降に移行する McAfee ePO クラスターサーバーをアップグレードする 製品互換性チェック McAfee Web サイトからダウンロードされた McAfee ePO ソフトウェア パッケージには、初期状態の製品互換性リ ストが含まれています。 McAfee ePO を
アップグレードすると、信頼できる McAfee ソースからインターネット経由で対応する拡張ファイ ルの最新リストを取得します。 インターネット ソースが使用できない場合、あるいはダウンロードされたリストが 検証できない場合、McAfee ePO は使用可能な最新バージョンを使用します。 製品互換性リストを有効にしている場合、McAfee ePO サーバーはこのリストを 1 日に 1 回、バック
グラウンドで更 新します。 製品互換性チェックを実行すると、現在の製品拡張ファイルと新しいバージョンの McAfee ePO との互換性が確認 されます。互換性がない場合、ブロックされた拡張ファイルまたは無効になっている拡張ファイルのリストが作成さ れます。 • 拡張ファイルがブロックされた場合、McAfee ePO をアップグレードできません。 • 拡張ファイルが無効になっている場合、
代替の拡張ファイルがインストールされるまで、拡張ファイルは初期化 されません。 4 (28)アップグレードのチェックリスト このチェックリストは、スタンドアロンの 1 台の McAfee ePO サーバーをアップグレードする場合の手順を示して います。 McAfee ePO をクラスター環境にインストールする場合には、この他にも作業が必要になります。 アップグレードのチェックリスト 1. アップグ
レードの計画を立てる リリース ノートを確認する。 既知の問題、アップグレード パス、対応製品を確認する。 必要な情報を収集する。 Pre-Installation Auditor を実行する。 アスタリスク (*) の付いている確認手順は、Pre-Installation Auditor で実行します。 アップグレードのスケジュールを設定して、ユーザーに通知する。 2. 環境を準備する McAfee ePO データベースとディレクトリを
バックアップする。 登録済みサーバーの証明書を更新する。 Windows Server に十分なディスク容量があることを確認する。* Windows の 8.3 形式の命名規則が有効になっていることを確認する。* 「すぐに実行」に設定されている McAfee Agent インストール タスクを無効にする。 サーバー タスクと Windows タスクのスケジュールを無効にする。 サードパーティ ソフトウェアを無効に
する。 3. SQL データベースを準備する Windows Server を更新する。 正しい権限を使用していることを確認する。* McAfee ePO が使用する SQL インスタンスを確認する。* Auto Close が False に設定されていることを確認する。* 算術アボート有効が True に設定されていることを確認する。？ 互換性レベルが 100 以上になっていることを確認する。* データベースの照合順序が正しく
設定されていることを確認する。* SQL Browser サービスが実行されていることを確認する。* IPv6 が有効になっていることを確認する。 4. アップグレードを実行する ソフトウェアをダウンロードして展開する。 4 McAfee ePO のアップグレード アップグレードのチェックリスト (29)アップグレードのチェックリスト 自動更新を停止する。 リモート エージェント ハンドラーを停止する。
McAfee ePO サービスを停止する。 InstallShield ウィザードを開始して完了する。 リモート エージェント ハンドラーをアップグレードする。 5. プロセスを再起動してアップグレードを確認する 自動更新を再開する。 SHA-1 証明書を SHA-2 以降に移行します。 アップグレードを確認する。 アップグレードの計画 次の作業を行い、アップグレード プロセスと環境で必要なアップグレード手順
を確認してください。 タスク • 29 ページの「リリースノートの確認」 リリース ノートには、McAfee ePO のアップグレードに関する重要な情報が記載されています。ぜひご 一読いただくようお願いいたします。 • 30 ページの「既知の問題、アップグレードパス、対応製品を確認する」 ソフトウェアをアップグレードする前に、既知の問題、アップグレード パスや製品の最新情報を確認し ま
す。 • 30 ページの「必要な情報を収集する」 アップグレードを始める前に、次の情報が揃っているかどうか確認してください。 • 30 ページの「ベストプラクティス : Pre-Installation Auditor の実行」 McAfee ePO をアップグレードする前に McAfee ePO Pre-Installation Auditor を実行すると、アッ プグレードで発生する問題を回避したり、少なくすることができます。 • 31 ページの
「アップグレードのスケジュールを設定してユーザーに通知する」 アップグレードの所要時間は、環境とデータベースのサイズによって異なります。 リリース ノートの確認 リリース ノートには、McAfee ePO のアップグレードに関する重要な情報が記載されています。ぜひご一読いただ くようお願いいたします。 McAfee ePO サーバーのリリース ノートには、次の情報が記載されています。
• アップグレード パス • 新機能 • 機能強化 • 解決された問題点 (パッチのみ) McAfee ePO のアップグレード アップグレードの計画 4 (30)既知の問題、アップグレード パス、対応製品を確認する ソフトウェアをアップグレードする前に、既知の問題、アップグレード パスや製品の最新情報を確認します。 タスク • KnowledgeBase で次の記事を参照してください。 • サポートされるアップグ
レード パス － KB86693 非対応の McAfee ePO からアップグレードする場合には、先に暫定バージョンにアップグレードしてくださ い。 • 対応製品 － KB87142 • McAfee ePO の既知の問題 － KB87673 必要な情報を収集する アップグレードを始める前に、次の情報が揃っているかどうか確認してください。 • 承認番号 • ライセンス キー • データベース サーバーとデータベース名 • データ
ベース サーバーの証明書 (Windows または SQL Server の認証情報) Windows Server 認証の認証情報 • ドメイン • ユーザー名 • パスワード SQL Server 認証の認証情報 • ユーザー名 • パスワード • プライマリ管理者アカウントの認証情報 • ユーザー名 • パスワード • キーストア暗号化パスワード ベストプラクティス : Pre-Installation Auditor の実行 McAfee ePO をアップグレードす
る前に McAfee ePO Pre-Installation Auditor を実行すると、アップグレードで 発生する問題を回避したり、少なくすることができます。 McAfee ePO Pre-Installation Auditor を実行すると、アップグレードを含む確認タスクが自動的に実行されます。 The McAfee ePO Pre-Installation Auditor は次の検査を実行します。 • サーバーが McAfee ePO と SQL Server のハードウェア要
件を満たしていることを確認します。 • 必要な SQL Server のアクセス権と権限があることを確認します。 • 停止する必要があるサービスを確認します。また、このサービスがサードパーティ ソフトウェアによって実行さ れないことを確認します。 • SQL Server ブラウザーのステータスを確認します。 • データベースの暗号化が有効かどうか確認します。 4 McAfee ePO のアップグレード
アップグレードの計画 (31)• データベースの復旧モデルを確認します。 • Microsoft Windows のスケジュール タスクと自動更新を確認します。 • Microsoft Windows の 8.3 命名規則が有効なことを確認します。 • 次のレジストリで、保留中のファイル名変更操作がないことを確認します。 HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session
Manager\PendingFileRenameOperations • OS の権限を確認します。 • サーバー OS のバージョンがサポートする McAfee ePO のバージョンを確認します。 • サーバー OS のバージョンがサポートする McAfee ePO のバージョンを確認します。 • データベース オプションで算術アボートが有効になっているかどうか確認します。 • SQL データベースの互換性レベルを確認します。 •
データベース インデックスの断片化が推奨の制限値を下回っているかどうかを確認します。 • アップグレードを行う ePO のバージョンが SHA-2 への移行に対応しているかどうかを確認します。 • データベースの複製状況を確認します。 • データベース クエリーのカーソルしきい値を確認します。 • McAfee ePO ディレクトリで開いているファイル ハンドルがないことを確認します。 • 実行中
の McAfee ePO サーバー タスクのリストを表示し、タスクを無効にするようにユーザーに警告します。 • アップグレードの所要時間を計算します。 タスク 1 McAfee ePO Pre-Installation Auditor を McAfee ePO ダウンロード サイト (secure.mcafee.com/apps/ downloads/my-products/login.aspx) からダウンロードします。 2 ePIP.exe をダブルクリックして監査ツールを起動しま
す。 詳細については、『Pre-Installation Auditor リリース ノート』をご覧ください。 アップグレードのスケジュールを設定してユーザーに通知する アップグレードの所要時間は、環境とデータベースのサイズによって異なります。 McAfee ePO Pre-Installation Auditor を実行すると、アップグレードのおおよその所要時間を確認できます。 アップグレード中も管理対象システムは保護され
ますが、セキュリティ ソフトウェアの更新は実行されません。 • McAfee ePO の管理者にダウンタイムの予定を通知してください。 環境を準備する アップグレード プロセスでの問題を回避するため、次の作業を行います。 McAfee ePO のアップグレード 環境を準備する 4 (32)タスク • 32 ページの「McAfee ePO データベースとディレクトリをバックアップする」 ソフトウェアをアップグ
レードする前に、すべての McAfee ePO データベースと McAfee ePO ディレ クトリをバックアップしてください。 • 32 ページの「登録済みサーバーの証明書を更新する」 McAfee ePO と通信を行う登録済みサーバーの証明書は McAfee ePO でサポートされている必要があ ります。 • 32 ページの「Windows Server に十分なディスク容量を用意する」 システムの一時ドライブと McAfee
ePO のインストール ドライブに、アップグレードに必要なディス ク容量があることを確認します。 • 33 ページの「Windows の 8.3 形式の命名規則が有効になっていることを確認する」 McAfee ePO がインストールされているドライブで、Windows の 8.3 形式の命名規則を有効にしま す。 • 33 ページの「すぐに実行する McAfee Agent インストールタスクを無効にする」 McAfee Agent
拡張ファイルをアップグレードする前に、「すぐに実行」が設定されている McAfee Agent インストール タスクを無効にします。 • 34 ページの「スケジュールが設定されたサーバータスクを無効にする」 アップグレードの妨げになるタスク (削除イベント、プル タスク、複製タスクなど) を無効にします。 • 34 ページの「サードパーティソフトウェアを無効にする」 McAfee ePO サーバーで
サービスを自動的に再起動するソフトウェアを無効にします。 McAfee ePO データベースとディレクトリをバックアップする ソフトウェアをアップグレードする前に、すべての McAfee ePO データベースと McAfee ePO ディレクトリをバッ クアップしてください。 バックアップの詳細については、McAfee KnowledgeBase の記事 KB66616 を参照してください。 登録済みサーバーの証明
書を更新する McAfee ePO と通信を行う登録済みサーバーの証明書は McAfee ePO でサポートされている必要があります。 McAfee ePO が接続する登録済みサーバーには、2048 ビット以上の RSA パブリック キーを含む証明書を使用して ください。 登録済みサーバーが安全性の低い証明書 (1024 ビットの RSA パブリック キーを含む証明書など) を使用している と、McAfee ePO が登録
済みサーバーに接続できない場合があります。 サポートされるパブリック キーやキーの長さなどの詳細については、KnowledgeBase の記事 KB87731 を参照し てください。 Windows Server に十分なディスク容量を用意する システムの一時ドライブと McAfee ePO のインストール ドライブに、アップグレードに必要なディスク容量がある ことを確認します。 • システムの一時ドライブ － 2
GB 以上の空き容量が必要です。 • インストール ドライブ － McAfee\ePolicy Orchestrator フォルダーの 3 倍または 20 GB (どちらか大きいほ う) の空き容量が必要です。 たとえば、McAfee ePO サーバーをシステムの一時フォルダーと同じドライブにインストールするときに、McAfee ePO のインストール ディレクトリのサイズが 15 GB の場合、ハードディスクに必要な空き容量は 47
GB (15 GB X 3 + 2 GB) になります。 McAfee ePO のインストール ディレクトリのサイズが 5 GB の場合、ドライブには 22 4 McAfee ePO のアップグレード (33)必要な空き容量がない場合には、アップグレードを実行する前に、McAfee ePO のインストール ディレクトリから ログ ファイルと一時ファイルを削除してください。 タスク 1 McAfee ePO サービスを停止します。 a
Windows+R を押して services.msc と入力し、OK をクリックします。 b 次のサービスを右クリックして、停止 を選択します。 • McAfee ePolicy Orchestrator アプリケーション サーバー • McAfee ePolicy Orchestrator サーバー • McAfee ePolicy Orchestrator イベント パーサー 2 次のフォルダーのファイルを削除します。 • \Server\Logs • \DB\Logs • \Apache2\Logs •
\Server\Temp 3 McAfee ePO サービスを開始します。 a Windows+R を押して services.msc と入力し、OK をクリックします。 b 次のサービスを右クリックして、開始 を選択します。 • McAfee ePolicy Orchestrator アプリケーション サーバー • McAfee ePolicy Orchestrator サーバー • McAfee ePolicy Orchestrator イベント パーサー Windows の 8.3 形式の命名規則が有効に
なっていることを確認する McAfee ePO がインストールされているドライブで、Windows の 8.3 形式の命名規則を有効にします。 8.3 命名規則を有効にする方法については、KB51431 の解決策 1 を参照してください。 すぐに実行する McAfee Agent インストール タスクを無効にする McAfee Agent 拡張ファイルをアップグレードする前に、「すぐに実行」が設定されている McAfee
Agent インスト ール タスクを無効にします。 新しい McAfee Agent 拡張ファイルを McAfee ePO にチェックインすると、「すぐに実行」が設定され、実行済み のタスクが次のエージェント/サーバー間通信で再度実行されます。 このタスクが再度実行されると、管理対象シス テムに配備済みの製品が再度配備されます。 この状況を回避するには、McAfee Agent 拡張ファイルをアップグレー
ドする前、あるいは拡張ファイルのアップロ ード後に最初の ASC が発生する前に、「すぐに実行」が設定されている McAfee Agent のインストール タスクを無 効にする必要があります。 詳細については、KB74420 を参照してください。 McAfee ePO のアップグレード (34)スケジュールが設定されたサーバー タスクを無効にする アップグレードの妨げになるタスク (削除イベント、プル タ
スク、複製タスクなど) を無効にします。 McAfee® Drive Encryption を使用している場合には、McAfee ePO サーバーのアップグレードを開始する前に、す べての LDAP 同期タスクを無効にする必要があります。 実行中の LDAP 同期タスクがないことを確認してくださ い。 実行されている場合には、完了するまで待機してください。 詳細については、KB84690 を参照してください。
サードパーティ ソフトウェアを無効にする McAfee ePO サーバーでサービスを自動的に再起動するソフトウェアを無効にします。 アップグレード中に McAfee ePO サービスの開始または停止に影響を及ぼす監視ソフトウェア (Microsoft System Center Operations Manager など) を無効にします。 また、権限問題の原因となる可能性があるサードパーティのセキュリティ ソフトウェアも無
効にします。 SQL データベースを準備する アップグレードで発生する問題を回避し、アップグレードの時間を短縮するには、SQL Server で次の操作を行いま す。 SQL Server の設定をすばやく確認するには、Pre-Installation Auditor を実行します。 タスク • 34 ページの「SQL Server インスタンスを確認する」 以下のいずれかの方法で、McAfee ePO を使用する SQL Server インスタ
ンスを確認します。 • 35 ページの「正しい SQL Server 権限を使用する」 SQL Server へのアクセスに使用するアカウントには次の権限が必要です。 • 35 ページの「データベースサーバーの証明書を更新する」 McAfee ePO が接続する SQL Server には、2048 ビット以上の RSA パブリック キーを含む証明書を 使用してください。 • 36 ページの「SQL サーバーの設定を確認する」 アッ
プグレードの問題を回避するため、SQL Server の次の設定を確認してください。 SQL Server インスタンスを確認する 以下のいずれかの方法で、McAfee ePO を使用する SQL Server インスタンスを確認します。 • SQL Server サーバー名を確認します。(SQL Server (SQLEXPRESS)) または (SQL Server (EPOSERVER)) です。 • SQL Server Management Studio で次のクエリー
を実行します。 select @@servername go 4 McAfee ePO のアップグレード
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