
 

  

※ボリュームライセンスにはインストールメディアは含ま

れておりません。メディアキットを別途購入する必要

があります。 
 

※ボリュームライセンスは、購入する数量に該当する

価格が適用されます。 例： LB アクセスログ2  

20ライセンスの場合 5,600円×20 +4,000円 

(メディアキット) 
 

※年間保守は任意の加入となり、ボリュームライセン

スの製品購入時に製品価格の20%で加入できま

す。次年度以降の継続は価格の20%となります。 

保守契約終了後の再加入および、新規購入時

以外の加入は価格の50%となります。 
 

※年間保守の内容： 期間中のテクニカルサポート、

無償バージョンアップの提供 
 

※コーポレートパックは同一法人内で100台までのPC 

で利用することができるライセンスパックです。年間 

保守料64,000円(初年度必須、税別)が別途 

必要となります。 

 

  

■必要なシステム 
対応 OS： 日本語 Windows 10/8.1/7/（32 ビット、64 ビット） 

対応機種： 各社 DOS/V 機（NEC PC-9800、PC-9821 シリーズ、Macintoshでは動作しません） 

CPU： Pentium 1GHz以上のインテルx86互換CPU 

ハードディスクの空き容量： 20MB 以上（ログ保存用のディスクスペースが別途必要です。） 

必要メモリ： 1GB 以上 
 

■注意事項 
・ 他社製ログ収集ツール、資産管理ツール、弊社製品USB HardLockerシリーズと本ソフトウェアを併用することはできません。 

・ PCの動作を監視するツール（ウイルス対策ツールのリアルタイム監視機能等）やOSのシステムプロセス等をログの記録対象にすると、それらのツールがユーザーの操

作とは無関係にファイルへのアクセスをするため、システムに負荷がかかると同時にログのサイズが肥大化します。フィルタの設定を使用して、これらのプロセスやファ

イルアクセスをログの記録対象から外しておくことをお勧めします。 

・ 記録中のログファイルはロックされており、編集したり削除したりすることはできませんが、記録終了後のログファイルについては編集、削除が可能です。ログファイル

への不正アクセスを防ぐために、暗号化オプションを選択することをお勧めします。 

・ 本製品では、ユーティリティ、リアルタイムモニタの起動の保護、およびログの暗号化にパスワードを使用しますが、パスワードはユーザー様の自己責任で厳重に管

理してください。パスワードの紛失に関するサポートは一切ご提供できません。 

・ 通信量ログは、IPv6のパケットには対応しておらず記録されません。 

・ Windowsストア アプリの動作に関するログ、Windows 8.1環境のModern UI版IE、Microsoft Edge※(レガシー版)のインターネットアドレスは記録されません。 

                                                               ※ Chromium版についてはアップデータにて対応 

■価格 
LB アクセスログ 2 

製品名 標準価格 JAN コード 

LB アクセスログ 2 パッケージ版 (1 ライセンス) 7,800 円(税込 8,580 円) 4560138466896 

   

ボリュームライセンス   

LB アクセスログ 2 ボリュームライセンス 10-24 5,600 円(税込 6,160 円) 4560138466902 

LB アクセスログ 2 ボリュームライセンス 25-49 5,100 円(税込 5,610 円) 4560138466919 

LB アクセスログ 2 ボリュームライセンス 50 以上 4,700 円(税込 5,170 円) 4560138466926 

LB アクセスログ 2 メディアキット 4,000 円(税込 4,400 円) 4560138466933 

 

LB アクセスログ 2 コーポレートパック 320,000 円(税込 325,000 円) 456013846800 

 

LB アクセスログ 2 Pro 

製品名 標準価格 JAN コード 

LB アクセスログ 2 Pro パッケージ版(1 ライセンス) 22,000 円(税込 24,200 円) 4560138468241 

   

ボリュームライセンス   

LB アクセスログ 2 Pro ボリュームライセンス 2-9 18,000 円(税込 19,800 円) 4560138468258 

LB アクセスログ 2 Pro ボリュームライセンス 10-24 16,000 円(税込 17,600 円) 4560138468265 

LB アクセスログ 2 Pro ボリュームライセンス 25-49 14,000 円(税込 15,400 円) 4560138468272 

LB アクセスログ 2 Pro ボリュームライセンス 50 以上 12,000 円(税込 13,200 円) 4560138468289 

LB アクセスログ 2 Pro メディアキット 4,000 円(税込 4,400 円) 4560138468296 

 

 

記録できるログの種類 

Windows 10 対応 

企画・発売： 

株式会社ライフボート 
〒101-0051 

東京都千代田区神田神保町 2-2-34 

TEL. 03-3265-1250 FAX. 03-3265-1251 
http://www.lifeboat.jp/ E-mail sales@lifeboat.jp 

製品の最新情報： https://lifeboat.jp/products/ 

専用サーバー不要！インストールするだけで PC の操作ログを記録 ■ライセンスに関する注意事項 
・本製品は 1 ライセンスにつき 1 台の PC にインストールして 

使用することができます。 

・本製品を複数台の PC にインストールして使用する場合、

別途ライセンスを必要数分購入する必要があります。 
 

■ LB LogViewer ※ 

複数のPC/ユーザーのログファイルをまとめて読み込み、 

検索や絞り込みを行うための専用ログビューワです。ログの 

自動転送機能を利用してサーバー等に集めたログの解析 

に効果を発揮します。 

※ボリュームライセンス、コーポレートパック、Proに付属します。 
 

＜主な機能＞ 

■「期間」、「ユーザー名」、「ログの種類」、「キーワード」で 

絞り込みを実行してログを有効に活用できます。 
 

■暗号化されたログも自動的に復号処理します。 
 

■PCに大きな負荷をかけず、数十GB、1,000ファイルを 

超えるログも一度に処理できます。  

 

 

 



 

■ 通信量ログ  
監視するプロセス、送信/受信、通信量(MB/分)などの条件を設定し、閾値を超

えた場合に送受信量をログに記録します。 

通知機能と組み合わせてデータ流出のリアルタイム監視等に利用できます。 

 

■ 操作ログの記録、参照 
PC の操作にともなう様々なログを記録して不正アクセスやデータの流失防止に役立てることが

できます。記録するログの内容は、任意に選択することができます。 

＜ログに記録される内容＞ 

ログの種類 内容 

ログオンとログオフ 「ログオン/ログオフ」、「スタンバイ/スタンバイからの復帰」、「ロック/ロックの解

除」、「ユーザーの切り替え/切り替えからの復帰」、「終了」を記録します。 

ハードウェアの 

追加と削除 

「ドライブレターの追加」、「ドライブレターの削除」、「デバイスの追加」、「デバ 

イスの削除」を記録します。 

ファイルアクセス フォルダ、ドライブ、共有ネットワークフォルダーへのアクセスを記録します。 

インターネット 

アドレス 

Microsoft Edge ※1、Internet Explorer、Google Chrome、Mozilla Firefox

により表示したWebページの閲覧履歴を記録します。 

キーボード キーボードの入力情報を記録します。 

ウィンドウ ウィンドウタイトルを監視し、ウィンドウのオープン/切り替えを記録します。 

プロセス 「起動中のプロセス」、「プロセスの起動/終了」を記録します。 

ファイル操作 ユーザーのファイル操作(コピー、移動、削除、リネーム、実行)を記録します。 

印刷 印刷操作を監視し、「印刷ドキュメント名」、「プリンタ名」、「プリンタ IP アドレ

ス」、「総ページ数」を記録します。 

Web アップロード InternetExplorer を使用した Web上へのファイルアップロードを記録します。 

通信量 ※2 
監視するプロセス、送信/受信、通信量(MB/分)などの条件を設定し、閾値

を超えた場合に送受信量をログに記録します。 

フォルダ ※2 
指定フォルダ内のファイル更新、作成等を記録します。 

※1 要アップデート    ※2 「通信量」、「フォルダ」の監視は「Pro」のみ   
 

＜ユーザー単位のログ管理＞ 

ログは CSV 形式にてユーザーごとに出力されるため管理が容易です。 
 

＜フィルタ機能＞ 

フィルタを利用して、ログを記録したいフォルダだけ指定したり、不要なプロセスを除外したりする

等、記録内容をカスタマイズすることができます。 
 

＜リアルタイムモニタ＞ 

操作ログをリアルタイムに表示して、動作の確認や詳細なフィルタの設定に利用できます。 

 
 

 

 

機能比較表 

LB アクセスログ2 /LB アクセスログ2 Proの機能比較表です。 

「LB アクセスログ2 Pro」はメールによる通知やネットワーク通信量、USBスト

レージの制御機能等を備えた上位製品です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※1 付属のLB USBロック Plusを利用します。 

※2 ボリュームライセンス、コーポレートパック、Proに付属 

■ メールによる警告、通知  
指定したイベントの発生時に管理者へメールを送信して通知することができ

ます。(メールにはイベント発生時のスクリーンショットやログを添付可能)。  

 

＜メール通知できる内容＞ 

USBフラッシュメモリーやスマートフォンの接続/ファイル操作、データ送受信量

が閾値を超えた場合など 

■スクリーンショットの添付 

イベント発生時のデスクトップのスクリーンショットを添付可能です。 

■ログの添付 

イベント発生時までの当日のログをメールに添付可能です。 

■通知スケジュールの設定 

通知を実行する時間帯を指定して、例えば週末や深夜等のイベント 

発生時のみ、通知を実行する設定が可能です。 

「LB アクセスログ2」はPCの操作に関する様々なログを簡単に、確実に記録します。 
操作ログはユーザー単位で記録され、収集したログは暗号化して保存したり、ネットワーク上のサーバーに自動転送することも可能です。Pro版では、特定行為を監視して、

対象の行為が行われた際のスクリーンショットの取得や管理者への通知機能等も備えており、マイナンバーを扱うPCの情報漏えい対策にもご利用いただけます。 

■ USBストレージの制御  (「LB USBロックPlus」を付属)  
USB フラッシュメモリー等の USB 接続ストレージの使用をコントロールするための 

ツールが付属しています。簡単な設定画面から、使用できる USB ストレージを制

限したり、読み取り専用の設定をして、USB 経由の情報流出を防ぎます。 

 

＜主な機能＞ 

■ホワイトリストによる USB ストレージのアクセス制御 

■アクセス許可、読み取り専用、アクセス禁止の設定可能 

■スマートフォンを接続してデータを書き出すことも禁止可能 

■CD/DVDへの書き込み禁止設定 

 

ログファイルの管理・設定 

■ ログの保存、自動転送機能 
ログは CSV 形式で任意のパスに保存されます。自動転送機能を利用すると、複

数の PC のログを NAS やファイルサーバーに集めて集中管理することも可能です。 

■ ログの改ざん防止・暗号化 
記録中のログは変更や削除ができないよう保護され、記録の終了したログは暗号

化して保存できるため、改ざんや不正利用を防ぐことができます。 

■ 設定のエクスポート/インポート 

ログ設定のフィルタリング設定等、詳細な設定内容を他のPCにエクスポートするこ

とができます。 

 

USB 経由の不正なデータ 

持ち出しを禁止 

＜警告・通知の利用例＞ 

●マイナンバーなど機密情報を管理しているファイルにアクセス、操作が行 

われた場合に、メールで通知 

●ログオフ操作時に、ユーザーの当日の操作ログを管理者へ自動的に 

メール送信 

●スマートフォンが PC に接続された場合にメールで通知 

●監視対象フォルダのファイル内容が変更されたらメールで通知 

＜通信量ログの利用例＞ 

●ユーザーがクラウド上に不正にデータをアップロードしていないか 

●意図しない大量のデータ送受信が勝手に実行されていないか 

●メールの添付ファイルとして不正にデータ流失がされていないか 

 

機能 LB アクセスログ2 LB アクセスログ2 Pro 

操作ログの記録      ○      ○ 

メールによる通知      ×      ○ 

イベント発生時にスクリーンショ

ットを取得してメールに添付 

     ×      ○ 

イベント発生時にログを 

メールに添付 

     ×      ○ 

ログの自動コピー      ○      ○ 

設定のエクスポート/インポート      ○      ○ 

サイレントインストール      ○      ○ 

ログの暗号化      ○      ○ 

USB ストレージの制御 ※1      ×      ○ 

LB LogViewer ※2      ○      ○ 

 


