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第1章  LB アクセスログ2 Proの概要 
 

第1節 LB アクセスログ2 Proについて 
 

『LB アクセスログ2 Pro』は操作ログの収集はもちろん、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を備えています。更に

通信量を監視することで予期せぬデータ送信を検知する機能の他、付属の『LB USBロ

ック Plus』を利用してUSBデバイスの利用制限等の設定をすることもできます。 

 

 

第2節 LB アクセスログ2 Proの機能 
 

『LB アクセスログ2 Pro』は以下の機能を備えています。 

■ PC の操作状況を記録 

■ メールによる通知機能 

■ ネットワーク通信量の監視 

■ スクリーンショットのキャプチャ 

■ リアルタイムモニタ（ログに記録される内容をリアルタイムで画面表示） 

■ ログの暗号化オプション 

■ CSV 形式によるログの保存 

■ フィルタ機能による記録内容のカスタマイズ 

■ ユーザー単位のログ管理 

■ ログの自動転送機能 

■ ログの改ざん防止と、パスワードによる不正な設定変更からの保護 

■ ログの保存先を任意のドライブ（ローカル/ネットワーク）、フォルダに指定可能 

■ 設定情報を他の PC へエクスポートする機能を装備 

■ USB ストレージの制御(付属の『LB USB ロック Plus』を利用します) 

■ 複数のログファイルをまとめて検索等ができる『LB Log Viewer』を利用可能(パッケ

ージ版/ボリュームライセンス版のみ) 
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第3節 動作環境 
 

＜必要なシステム＞ 

LB アクセスログ2 Pro本体、LB USBロック Plus 

対応OS 日本語 Windows 10/8.1/7/Vista（32/64ビット） 

対応機種 上記OSが稼働する各社DOS/V機（Macintoshでは動作しません） 

CPU 1GHz以上のインテルPentium互換CPU 

必要メモリ 1GB以上 

ディスク容量 30MB以上（ログ保存用のディスクスペースが別途必要） 

その他 CD-ROMドライブ（インストール時） 

USB機器および利用可能なUSBポート(LB USBロック Plus) 

 

 

LB LogViewer 

対応OS Windows 10/8.1/7/Vista、Windows Server 2008/2008 R2、

Windows Server 2012/2012 R2(32ビット/64ビット版に対応) 

対応機種 上記OSが稼働する各社DOS/V機（Macintoshでは動作しません） 

CPU Intel Core2 2GHz以上または、同等以上の性能の互換CPU 

必要メモリ 空き物理メモリー 600MB以上 

ディスク容量 取り込もうとするログファイルの8倍以上の空きディスク容量(作業用フ

ォルダとして設定したドライブに必要) 

その他 高速かつ大容量の内蔵ハードディスクドライブを搭載したPCを使用

されることをお勧めします。 

ディスクへの書き込みを大量に行う性質上、SSDで使用した場合、

寿命を縮める可能性がありますので、SSDでのご使用はお勧めでき

ません。 

※ 『LB LogViewer』と『LB アクセスログ2 Pro』を同一のPCにインストールする必要はあ

りません。 
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第4節 注意事項 
 

＜他のモニタリングツールとの併用について＞ 

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。 

 

＜キーボード入力について＞ 

本製品にはキー入力の全てを記録する機能があります。この機能を有効にして「キーの

内容を表示する」をチェックしている場合は、入力したパスワード等の重要な情報をそのま

まログに残すことになります。パスワード入力をする可能性がある場合、「キーボード」設

定の内容を十分確認してから運用していただくようご注意ください。 

 

＜ログの保存先をネットワーク上に設定する場合＞ 

ログの保存先をネットワーク上に設定する場合は、「自動コピー」機能を利用することをお

勧めします。ネットワーク切断時のログの保存漏れを回避することができ便利です。 

 

＜ログフィルタの利用について＞ 

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、ユーザーの操作とは無関係なファイルアクセス

が記録され、ログサイズが肥大化します。予めフィルタを設定して、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除外しておくことをお勧めします。 

 

＜ログファイルの保護について＞ 

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か、自動コピー機能を利用して記録後のログ

を移動することをお勧めします。 

 

＜パスワードの管理について＞ 

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、アンインストールおよびログ

の暗号化にパスワードを設定可能ですが、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。 
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＜ご利用上の注意点＞ 

本ソフトウェアを使用して不正に情報を収集し利用することは処罰の対象となる可能性

があります。運用方法を十分注意の上ご使用ください。 

 

＜通知設定と添付ファイルについて＞ 

メールによる通知機能は、容易に通知条件に合致するイベントを設定すると、通知メー

ルの送信数が増大して、メールボックスに過大な負荷がかる可能性があります。また、ス

クリーンショットやログの添付を選択した場合は、添付ファイルサイズがメールサーバーの制

限値を超えることも考えられるため、運用時には注意が必要です。 

 

 

第5節 よくある質問(FAQ) 

 
ライフボートのホームページ（ http://www.lifeboat.jp ）にて、『LB アクセスログ 2 Pro』の

便利な利用方法や、ログフィルタの設定例等、よくある質問と回答を公開しております。 

 

ホームページの上部にある「FAQ」をクリックし、「LB アクセスログ・・・」をお選びください。 



第2章 インストール 

 

< 9 > 

第2章  インストール 
 

第1節 インストール 
 

インストールをするにはライセンスキーが必要です 

（ライセンスキーはパッケージ製品の場合、同梱された「お客様控え」に記載されていま

す。 ダウンロード版は購入後に配信されるメールをご覧ください。） 

※ インストールは必ず管理者権限で Windows にログオンしてから実行してください。 

 

1． 『LB アクセスログ2 Pro』のCD-ROMをドライブにセットすると、インストールのためのメ

ニューが起動します。自動的に起動しない場合は、エクスプローラからCD-ROMの

内容を表示して「スタート.exe」を実行してください。 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ディスクに対する操作から「スタート.exe」の

実行を選択します。 

 
  

自動再生のメニューが表示されない場

合 は 、 デ ィ ス ク を 参 照 し て 「 ス タ ー

ト.exe」を実行します。 
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2． インストール用のメニュー画面が起動します。インストールをクリックすると、プログラム

のインストーラが起動します。 

 
 

メニューの説明 

はじめにお読みください readme.txt を開きます。インストールを開始す

る前に、必ずお読みください。 

インストール インストーラを起動して『LB アクセスログ 2 

Pro』本体のインストールを開始します。 

利用ガイド 今ご覧いただいているドキュメント『LB アクセ

スログ2 Pro 利用ガイド』（PDF）を開きます。 

LB USB ロック Plus の 

インストール 

『LB USB ロック Plus』のインストールを開始し

ます。詳細は、「第 8 章」をご参照ください。 

ユーザー登録 ライフボートのホームページに接続してユーザ

ー登録を開始できます。 

サポート サポートセンターの利用方法や関連情報への

リンクを表示します（次のページを参照）。 

終了 メニュー画面を終了します。 
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「サポート」を選択すると以下のページが表示されます。 

 
 

 

メニューの説明 

サポート情報を表示 ライフボートのホームページを開いて、サポート

センターのご利用に関する情報を表示しま

す。 

サポートセンターご利用の手引 サポートセンターご利用の手引（PDF）を開き

ます。 

最新情報 ライフボートのホームページを開いて、『LB ア

クセスログ2 Pro』の最新情報を表示します。 

最新のアップデータや FAQ はこちらをご覧くだ

さい。 

Adobe Reader の入手 Adobe Reader が PC にインストールされてい

ない場合にクリックします。 

前へ戻る 前のページへ戻ります。 

終了 メニュー画面を終了します。 
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3． メニューの最初の画面から「インストール」をクリックすると、『LB アクセスログ2 Pro』

のインストーラが起動します。「次へ」をクリックしてください。 

 
 

4． 「使用許諾契約」画面が表示されます。契約内容をよくお読みいただき、同意いた

だける場合は「使用許諾契約の全条項に同意します」、同意いただけない場合に

は「使用許諾契約の条項に同意しません」を選択してください。同意いただけない

場合には、インストールを中止します。 
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5． 「ライセンスキー入力」画面が表示されますので、ライセンスキーを入力してください。

（大文字、小文字を識別します。半角で入力してください。） 

 
 

6． インストール先を選択する画面が表示されます。初期設定のままでよろしければ、

「次へ」をクリックしてください。インストールが開始されます。 

変更する場合は「変更」をクリックしてインストール先を指定してください。 
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7． 「終了しました」画面が表示されるとインストール作業は完了します。「完了」をクリッ

クしてください。 

 
 

8． システムの再起動を求めるウィンドウが表示されます。『LB アクセスログ2 Pro』を動

作させるためには、再起動が必要となります。「はい」をクリックしてシステムを再起動

してください。インストール作業は完了します。 

※ 再起動すると、初期設定ウィザード「第3章」が起動されます。初期設定の完 

  了後にログの記録が開始されます。 
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第2節 アンインストール 
 

プログラムのアンインストールを開始する前に、予め管理者権限のあるユーザーで

Windows にログオンしておく必要があります。 

プログラムをアンインストールしても記録されたログは削除されませんが、予めバックアッ

プを取っておくことをお勧めします。暗号化されたログをアンインストール後に参照する

場合、「LB ファイルロックシリーズ」(フリーレシーバーを含む)を入手しておく必要があり

ます。 

ログファイルを消去したい場合は、アンインストール後に保存先のフォルダから手動で削

除してください。 

 

1. Windowsの「スタート」-「コントロールパネル」-「プログラムと機能」-「LB アクセスロ

グ2 Pro」の順に選択すると、「アンインストール」のダイアログが表示されます。 

「はい」をクリックしてアンインストールを開始してください。 

 
 

 

2. アンインストール時にパスワードが必要な設定（P28）をしている場合は、パスワード

の入力が必要となります。 

 
 

3. アンインストールを完了するためには「はい」をクリックしてシステムを再起動する必要

があります。 
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第3節 サイレントインストール 
 

サイレントインストールに利用するインストーラは、通常のインストールとは異なるインストー

ラを使用します(インストールメニュー画面からリンクするインストーラは使用しません)。 

 

1. インストーラおよび、必要なファイルを準備します。サイレントインストール関連ファイ

ルはCD-ROMのフォルダ \maintenanceに格納されています。 

 

＜必要なファイル＞ 

A alog2p_slt.exe 

サイレントインストール専用 

インストーラ 

インストール後のプログラムは通常のインス

トーラと同一の内容です。 

B LBALogInstallSetting.dat 

設定ファイル 

設定ファイルは、インストール済みの「LB 

アクセスログ 2 Pro」からエクスポートしま

す。エクスポートの手順は、利用ガイドの

「第 5 章 第 8 節」をご参照ください。 

C LBALogProLicense.txt 

ライセンスキーファイル 

メモ帳等で開いて製品に付属するライセン

スキーを書き込んでください。 

 

 

2. 上記「A、B、C」3 つのファイルを同じフォルダ上に置いて alog2p_slt.exe を実行しま

す。 

 

 
3. インストールが完了すると、システムが自動的に再起動されます。 

 

 

※ 設定ファイルを含めずにインストールすることもできますが、その場合はインス

トール完了後のシステム再起動 - ログオン後に初期設定をする必要があ

ります。 

※ 「LB アクセスログ 2」からエクスポートした設定ファイルを読み込むことはでき

ません。 

※ 設定ファイルやライセンスキーの読み込みに失敗しても、エラー等は出力され

ません。 
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第3章  初期設定とリアルタイムモニタの起動 
 

第1節 初期設定 
 

インストール後、システムを再起動して Windows にログオンすると、初期設定ウィザードが

起動されます。ログの記録は初期設定の完了後に開始されます。 

※ Windows 8/10 の場合、デスクトップを起動した時点でウィザードが表示されます。 

初期設定を「キャンセル」した場合、ログは記録されません。初期設定が完了するま

で、ログオンの都度初期設定ウィザードが表示されます。 

初期設定はユーザー毎に必要となり、各ユーザーのログオン時にウィザードが表示され

ます。すべてのユーザーに同じ設定を適用する「共通設定オプション」を利用すると、

初期設定を 1 回で済ませることができます。 

共通設定は初期設定完了後に設定します「第 5 章 第 2 節」。 

 

1. ログを取得したい項目をチェックして「次へ」をクリックします。 

※ 初期設定時は全ての項目がチェックされています。 

※ 実際の運用に際しては、初期設定の完了後に「第 6 章」を参照して、フィルタ 

   設定等の使用環境に応じた設定をすることをお勧めします。 

 



LB アクセスログ2 Pro 利用ガイド  

 

< 18 >  

2.  必要な項目をチェックして「完了」をクリックすると初期設定は完了します。初期設定

の完了と同時にログの記録が開始され、同時にリアルタイムモニタが起動します。 

 
 

画面の説明 

タスクトレイにアイコ

ンを表示する 

タスクトレイにアプリケーションアイコンを表示します。 

 

起動時、復帰時に 

スプラッシュウィンド

ウを表示する 

起動時に『LB アクセスログ2 Pro』のスプラッシュウィンド

ウをデスクトップ上に表示します。 

このユーティリティとリ

アルタイムモニタを

開く時、およびアン

インストール時に、

パスワードを求める 

ユーティリティ、リアルタイムモニタの起動時、アンインスト

ール時にパスワード入力を求めるように設定できます。 

※ パスワードは 1 バイト以上の英数字、記号、空白を 

含む印刷可能な半角文字（半角カナを除く）を 

設定する必要があります。 
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第2節 リアルタイムモニタの起動 
 
初期設定が完了すると、リアルタイムモニタが起動します。リアルタイムモニタは、保存され

るログの内容を、逐一画面上に表示するウィンドウです。初期設定では、起動時にリアル

タイムモニタを自動表示しますが、表示が不要の場合は、「ユーティリティ」の「リアルタイム

モニタ」から設定を変更することができます。画面上のボタン、またはメニューからリアルタイ

ムモニタ表示の一時的な変更や、各種ログの除外設定をすることができます。ユーティリ

ティの設定は、「ファイル」-「LB アクセスログ2 Proの起動」を選択します。 

リアルタイムモニタを閉じたり、表示を停止したりしても、ログファイルに記録される内容

が変わることはありません。 

ログファイルへの記録はリアルタイムモニタ上の表示と同時には実行されません。一旦

システムにキャッシュされてからログファイルへの記録が実行されます。 

 

 
 

＜リアルタイムモニタの表示内容＞ 

20160107 14:46:37 プロセス 「Setup.exe」が起動しました 

①日付 ②時刻 ③種類 ④詳細 
 

①日付 イベントの発生年月日 

②時刻 イベントの発生時刻 

③種類 「ログ設定」の「ログ取得機能」の各項目（「ログオンとログオフ」、「ハ

ードウェアの追加と削除」、「ファイルアクセス」、「インターネットアドレ

ス」、「キーボード」、「ウィンドウ」、「プロセス」、「ファイル操作」、「印

刷」、「Web アップロード」）のいずれかが表示されます。 

④詳細 イベントの内容 
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＜操作ボタンの説明＞  

  
※ 説明のため全てのボタンを押した状態で表示しています。 

 

ボタン 説明 

 

リアルタイムモニタの表

示を開始する 

ログに記録されるイベントの表示を開始します。保

存しているログの内容が逐一画面に表示されます。 

 

リアルタイムモニタの表

示を停止する 

ログに記録されるイベントの表示を停止します。表

示が停止している間も、ログは記録し続けられてい

ます。 

 

自動でスクロール 

する 

一時的に自動スクロールの設定を変更します。押さ

れていると自動スクロールし、もう一度押されると自

動スクロールが停止します。 

 

リアルタイムモニタの表

示を消去 

画面の表示を消去します。ログの記録には影響しま

せん。 

 

除外条件の追加 ※ 選択したログの内容を除外条件に追加します（「キ

ーボード」をここから追加することはできません）。 

ファイルアクセスの除外条件追加「第 6 章 ログ設定

の詳細」の除外フィルタと同じ設定をマウス操作だけ

で実現できます。 

 

※ 除外設定の追加 

除外したいログをリアルタイムモニタ上で選択して、除外ボタンをクリックします。 
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第4章  ログの管理 
 

第1節 ログの保存先 
 
ログファイルは Windows のユーザー毎に作成され、初期設定では次のフォルダに保存され

ます。 

C:\Users\<ユーザー名>\Documents\ LB アクセスログ2 Pro 

（ユーザー名： 現在Windowsにログオンしているユーザー名） 

 

 

ログの保存先は設定変更により任意のパスを指定することができます。 

（ネットワーク共有フォルダを指定する場合には「自動コピー機能」を利用することを

お勧めします。） 

設定の変更は「第5章 第4節」をご参照ください。 

 

 

ログファイル名は次の形式で自動的に命名されます。 

例： kanri160108.csv  CSV 形式（初期設定）の場合 

kanri 160108 .csv（メッセージ形式を選択した場合

は.log） 

ユーザー名 日付(YYMMDD) ファイル拡張子 

※ コンピュータ名を付加するオプションをチェックした場合は、 

「コンピュータ名_kanri160108.csv」 のようになります。 

※ ログファイルは 1 日に 1 ファイル生成されます（Windows にログオン中は 00：00 に 

新しいファイルに自動的に切り替わります）。 

※ 電源 OFF の期間、Windows にログオンしていない期間のログは生成されません。 
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初期設定時のログの保存例 

 
 

※ ログはネットワーク共有フォルダに保存することもできます。 

※ 1日あたりのログファイルのサイズは記録する項目の設定内容やPCの使用状況により 

  大きく異なります。 

※ 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。

記録が終了した過去のログファイルについては編集、削除が可能です。 

記録終了後のログファイルの改ざんを防ぐために、暗号化オプションや自動コピーの使

用をお勧めします。 
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第2節 ログの内容 

 
保存されるログは CSV 形式(初期設定)またはメッセージ形式を選択することができます。

記録されるログの内容は形式により異なります。 

 

＜CSV 形式＞ 

下図は MS Excel を使用してファイルを開いています。 

 
 

例： 

コンピュータ名,IPアドレス,ログイン名,年月日,時刻,ログ種類,ログ種類詳細,タイトル, 

パス1,パス2,URL,プリンタ名,プリンタIPアドレス,総ページ数,パラメータ,エラー値 

PC520U,192.168.0.20,kanri,2012/2/7,8:40:45,ファイルアクセス

,,,SearchProtocolHost.exe,C:\Users\kanri\Documents\desktop.ini,,,,,, 

 

項目 説明 

コンピュータ名 ※ イベントが発生した PC 名 

IP アドレス ※ イベントが発生した PC の IP アドレス 

ログイン名 ログイン中のユーザー名 

年月日 イベントが発生した日時 

時刻 イベントが発生した時刻 

ログ種類 ログの種類（ログオンとログオフ、ハードウェアの追加と削除、フ

ァイルアクセス、プロセス等） 

ログ種類詳細 ログの種類の詳細（ログオンとログオフの場合； ログオン、スタ

ンバイ、ロック、ログオフ等） 

タイトル ウィンドウログのウィンドウタイトル 

パス 1 ファイルの移動元、コピー時のコピー元、ファイルにアクセスした

プロセス 

パス 2 ファイル移動先、コピー時のコピー先、プロセスがアクセスしたフ

ァイル 

URL インターネットアドレス、Web アップロードの URL 

プリンタ名 印刷に使用されたプリンタ名 

プリンタ IP アドレス ネットワークプリンタの IP アドレス 
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総ページ数 印刷されたドキュメントのページ数 

パラメータ 実行ログ（ファイル操作）の実行パラメータ 

エラー値 実行ログ（ファイル操作）のエラー 

※ コンピュータ名と IP アドレスの情報は CSV 形式の場合のみ記録されます。 

 

＜メッセージ形式＞ 

ログの種類とメッセージが記録されます。 メッセージ形式のログはコンピュータ名が記録さ

れません。 

 
 

例： 

2016/02/01,13:49:41,ウィンドウ,「LB アクセスログ 2」が開きました 

2016/02/01 13:49:41 ウィンドウ 「LB アクセスログ2 Pro」が開きました 

①日付 ②時刻 ③種類 ④詳細 

 

①日付 ログの表示された年月日を表示 

②時刻 ログの記録された日時を表示 

③種類 ログの種類 「ログ設定」の「ログ取得機能」の各項目（「ログオンとロ

グオフ」、「ハードウェアの追加と削除」、「ファイルアクセス」、「インター

ネットアドレス」、「キーボード」、「ウィンドウ」、「プロセス」）のいずれか

を表示（ログ取得機能 DLL を追加した場合は追加したものも表示

対象となります） 

④詳細 イベントの内容 
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第3節 ログファイルの暗号化 
 

ログファイルの暗号化オプションをチェックすると、日付が変わり記録中のファイルが切り替

わるタイミングで、記録が終了したログが自動的に暗号化されます。 

暗号化は『LB ファイルロック 2』形式（暗号化アルゴリズムは AES256 ビットを使用）で行

われます。 

 
 

暗号化されたログのファイル拡張子は「.lock」となります。 

 
kanri151225.log.lock  メッセージ形式のログが暗号化されたファイル 

kanri151225.csv.lock  csv 形式のログが暗号化されたファイル 
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＜暗号化されたログファイルの復号化＞ 

『LB アクセスログ2 Pro』がインストールされたPC上で暗号化されたファイルをダブルクリッ

クすると、パスワードを要求するウィンドウが表示されます。 

 
 

パスワードを入力して「OK」をクリックすると、デスクトップにフォルダ付きの状態で復号化さ

れます。 

 
 

『LB アクセスログ2 Pro』がインストールされていない環境で復号化する場合は「LB ファ

イルロックシリーズ」(フリーレシーバーを含む)をご利用ください。 

（暗号化されたログファイルを「LB ファイルロックシリーズ」のアプリケーションアイコンにドラッ

グ＆ドロップします。） 
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第5章  LB アクセスログ 2 Pro の設定 
 

「スタート」から「LBアクセスログ2 Pro」を選択するか、タスクトレイのアイコンをクリックすると

『LBアクセスログ2 Pro』のユーティリティを開くことができます。ユーティリティではログの記録

に関する様々な設定をすることができます。『LBアクセスログ2 Pro』のインストール後、こ

の画面を開いて、設定内容を確認していただき、ご使用の状況に合わせた設定に変更

することをお勧めします。 

 

 

第1節 全般 
 

起動時のスプラッシュウィンドウ/タスクトレイアイコンの表示、パスワードの設定、共通設

定オプションの選択をします。 

 
 

設定項目 

タスクトレイにアイコンを表示する 

タスクトレイに『LB アクセスログ2 Pro』のアイコンを表示します。 
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起動時、復帰時にスプラッシュウィンドウを表示する 

 
このユーティリティとリアルタイムモニタを開く時、およびアンインストール時に、 

パスワードを求める 

設定内容やプログラムを保護するためにパスワードを設定することができます。 

※ パスワードは 1 バイト以上の英数字、記号、空白を含む印刷可能な半角文字

（半角カナを除く）を設定する必要があります。 

設定をすべてのユーザーに適用する（共通設定オプション） 

すべてのユーザーに同じ設定が適用されます（次節「共通設定オプション」参照）。 

エクスポート / インポート 

ログ内容やログファイルに関する設定情報を他のPCにコピーすることができます 

(「第5章 第8節」参照)。 

適用  

設定変更した後に変更内容を反映させます。  

 

 

第2節 共通設定オプション 
 
ログはWindowsのユーザー単位で生成されるため、複数のユーザーが使用するPCでは 

プログラムのインストール後、各アカウントの初回ログオン時に、初期設定でログの保存先

や記録する項目を設定する必要があります。 

共通設定オプション（「設定をすべてのユーザーに適用する」前節参照）を有効にすると、

すべてのユーザーに同じ設定を適用するため、ユーザー数の多いPCやActive Directory

環境で運用する場合に便利です（ログファイルはユーザー単位で生成されます）。 

 

共通設定を適用すると、他のユーザーの設定が既に済んでいる環境では、それらの設

定がすべて現在のユーザーの設定に書き換えられます。『LB アクセスログ 2 Pro』を運

用中の環境に適用する場合は特にご注意ください。また、不用意な書き換えを防ぐた

め、同時にパスワード設定(前のページ 第 1 節)をしておくことをお勧めします。 

ログオン時にスプラッシュウィンドウをデスクトッ

プ上に表示します。 



 第5章 LB アクセスログ2 Proの設定 

 

 < 29 >  

第3節 通知設定 
 
『LB アクセスログ2 Pro』は指定したログが記録された場合に、メールによる通知機能を

備えています。 

ご注意 

ネットワークから切断された状態で発生した通知イベントについては、通知メールが送信さ

れません。ネットに接続せずにスタンドアロン環境での利用機会が多い PC では通知機能

が有効に機能しません。 

 

通知機能を設定できるログの種類(文字が薄色の項目では利用できません。) 

○ ログオンとログオフ ○ プロセス 

○ ハードウェアの追加と削除 ○ ファイル操作 

○ ファイルアクセス ○ 印刷 

○ インターネットアドレス ○ Web アップロード 

キーボード ○ ネットワーク通信量 

ウィンドウ  

 

通知機能を利用する場合、初めにメールアカウントの設定をする必要があります。 

ユーティリティを開いて、「メールアカウント」を選択すると以下の画面が表示されます。「ユ

ーザー情報」と「送信メールサーバー」を入力してください。 
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＜送信テストとログの添付＞ 

「通知」を選択して、メールの送信先アドレスを設定します。 

 
「ログファイル 添付する」をチェックすると、メール送信時(イベントがログに記録されるとき)

までの当日のログファイルをメールに添付します。 

※ 送信テスト用のメールには添付されません。 

 

メールアカウントの設定内容 

名前 送信者の名前を入力します。 

メールアドレス 送信者のメールアドレスを入力します。 

サーバー名 送信に使用するサーバ名または IP アドレスを入力します。 

ポート番号 送信に利用するポート番号を入力します。 

接続の保護 STARTTLS、SSL/TLSを選択することができます。 

認証の種類 認証の種類を選択します。 

ユーザー名 送信サーバーのユーザー名を入力します。 

パスワード ユーザー名に対応するパスワードを入力します。 

送信テスト テストメールを任意のアドレスに送信して動作を確認します。 

 

通知の設定内容 

送信先アドレス 通知メール受信者のアドレスを入力します。 

ログファイル 

☑ 添付する 

通知メールにログファイル(イベント発生時までの当日のログ) を

添付します。 

(チェックしても、テスト送信のメールには添付されません) 

 

ログファイルの添付について 

ログの添付は、通知イベントの発生ごとに、イベント発生時までのログファイルが送信され

ます。想定される通知イベントの発生回数が多い場合、またフィルタによるログの絞り込み

が十分にされていない環境では、送信されるログファイルのサイズや量が増大します。 

メールサーバー等に大きな負荷がかかる可能性がありますので、設定内容にご注意くださ

い。 
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＜実際に送信された通知メールの例＞ 

 
 

＜項目別の通知設定＞ 

項目別の通知は次のように設定します。 

「ログ設定」から通知設定するログの種類を選択(下図の例では「ハードウェアの追加と削

除」)します。 

 
 

ドライブの追加(ハードウェアの追加)が記録

されると通知する設定をした場合の例です。 

ログとスクリーンショットを添付しています。 

設定する項目を選択して「通

知プロパティ」を開きます。 



LB アクセスログ2 Pro 利用ガイド  

 

< 32 >  

プロパティの「通知する」をチェックします。 

(スクリーンショットを添付する場合は、同時に「通知にスクリーンショットを添付する」もチェ

ックしてください。) 

 
 

 

＜スクリーンショットの添付＞ 

通知メールには、通知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することが

できます。 

上記「通知プロパティ」の「通知にスクリーンショットを添付する」をチェックします。 

※ 添付されるスクリーンショット画像は png 形式となります。 

 

スクリーンショットの添付について 

添付されるスクリーンショットは、デスクトップの解像度が大きな環境ではファイルサイズが

増加します。画面解像度 1366×736 ピクセルの場合、添付されるファイルのサイズは約

800KB 程度ですが、Full HD や 4K サイズ等の場合、スクリーンショットが 5MB を超えるこ

とがあります。 

高解像度の PC にスクリーンショットの添付を設定する場合、添付ファイルのサイズにご注

意ください。 
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＜通知スケジュールの設定＞ 

通知メールは、スケジュール機能を利用して、送信できる時間帯を設定することができま

す。「週末のみ」、「深夜のみ」等、通知を有効にする時間帯を指定する場合に利用し

てください。 

 

ユーティリティ下部の通知スケジュールをクリックします。 

 
 

 

スケジュールの設定ウィンドウが開きます。 

(初期設定ではすべての曜日、時間帯で通知機能が有効です。) 
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画面のクリックやドラッグで、通知が必要な曜日、時間帯以外は灰色になるように変更し

ます(下図は、夜間の時間帯と週末に通知が有効になるような設定例です)。 
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第4節 ログファイル 
 
ログファイルの保存先や保存方法の変更をします。 

※ ログファイルは Windows のユーザーごとに個別に作成されます。 

 
 

画面の説明 

保存先フォルダ 現在ログオンしているユーザーのログファイル保存先フォルダが表示さ

れます。 

保存先フォルダ

を開く 

エクスプローラが開いてログ保存先フォルダを表示します。 
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※ ログファイル保存先フォルダにアクセスできない場合、以下の 

メッセージが表示されます。設定した保存先フォルダを確認してく

ださい。ログが正常に保存できるまで、このメッセージが表示され

ます。 

   
参照 ログの保存先を変更する場合にクリックします。エクスプローラが起動

するので、新しい保存先を選択してください。 

※ ネットワークに接続している場合、ネットワーク共有フォルダを 

指定することもできますが、ネットワークが切断されるとログを 

保存できず上図のエラーが表示されます。自動コピー（次節）の

機能を利用することをお勧めします。 

ログ保存内容 2 種類のログ保存形式をプルダウンリストから選択できます。 

CSV形式（.csv） - 検索等2次利用する際に便利です。 

メッセージ形式（.log） - テキスト形式でログを保存します。 

※ 記録途中で形式を変更すると、変更時刻以降のログが別ファイ 

ルとして生成され、新しい形式で保存されます。変更前のログは 

元の形式で保存されます。 

ファイル名にコン

ピ ュ ータ 名を追

加する 

ログファイル名の先頭に「コンピュータ名_」を付加します。 

例： pcname_160108.csv 

ログを自動的に

削除 

指定した日数が経過するとログを自動的に削除します。 

※ 初期設定値では 30 日で自動的に削除されます。 

ログファイルを暗

号化する（毎日） 

ログの記録終了時にファイルを暗号化して保存します。 

パスワード/パスワード確認 - パスワードを入力します。 

コメント - パスワードのヒントを入力します。 

※ 暗号化には『LB ファイルロック 2』と同じアルゴリズム（AES256 

ビット）を使用しています。暗号化されたログは『LB アクセスログ 

2』がインストールされていない環境でも、『LB ファイルロック 2』 

（別売り）を使用して復号化することができます。 

詳細は「第 4 章 第 3 節」をご参照ください。 
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第5節 自動コピー 
 

このオプションを選択すると、記録が終了したログを指定のフォルダへコピーします。 

 
 

画面の説明 

ログファイルを別のフォルダ

にコピーする 

チェックすると、記録されたログが定期的に指定先へコピーさ

れます。 

コピー先フォルダ 「参照」でログファイルのコピー先を指定します。 

コピーが完了したら元 

ファイルを削除する 

自動コピーが成功した時点で元のログを削除します(削除

は日付が変わるタイミングで実行されます)。 

ログファイルのコピーを 

実行する頻度 

15分～毎日(24時間)までの6通りから選択します（暗号化

を選択した場合、コピー時に暗号化されます）。 

※ コピーが実行される時刻に、PC の電源が OFF の場合やコピー先のネットワークドライ

ブに接続できない等の理由でコピーが実行できない場合、コピーが可能となった時点

でコピーが実行されます。 

 

自動コピーは、ログ保存先をネットワーク共有フォルダに設定する場合に便利です。 

保存先をネットワークドライブ上に設定した場合、ネットワークに常時アクセスできないモ

バイル機ではログが記録されないケースが発生します。自動コピーを併用すると、ネット

ワーク切断時はローカル上にログを残せるため、記録漏れを回避することができます。 
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第6節 リアルタイムモニタ 
 

リアルタイムモニタは、記録しているログの内容を随時画面に表示するウィンドウです。リア

ルタイムモニタを表示していなくても、常にログは記録されています。 

 
 

画面の説明 

リアルタイムモニタに表

示できるアクセスログ数 

リアルタイムモニタに表示したい行数を指定します（設定で

きる行数は最大 10,000 行です）。 

起動時にリアルタイム 

モニタを表示する 

ログオン後にリアルタイムモニタを表示します。 

自動でスクロールする リアルタイムモニタのスクロールを自動的に実行します。 

リアルタイムモニタの 

表示 

ボタンを押すと同時にリアルタイムモニタが表示されます。 
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第7節 ログ設定 
 

ユーティリティ画面を起動すると、最初に「ログ設定」が開きます。ここでは取得できるログ

の一覧がリストに表示されていますのでログとして残したくない項目については、リストのチ

ェックを外してください。 

 
 

記録できるログの種類 

ログオンとログオフ ログオン、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、ユーザーの切り替えからの復帰、ユ

ーザーの切り替え（リモート）、ユーザーの切り替えからの復帰

（リモート）、ログオフ、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、ドライブレターの除外指定が可能で

す。 

ファイルアクセス フォルダを指定し、その中のフォルダやサブフォルダを監視、ファ

イル・プロセスの除外指定が可能です。 

インターネットアクセス Internet Explorer でアクセスした URL を記録します。URL の

除外指定が可能です。 

キーボード キー押下、連続押下（繰り返し入力を全て記録）、キーを離

す、キー内容を記録します。 
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ウィンドウ ウィンドウのオープン、ウィンドウの切り替えを記録します。ウィ

ンドウの除外指定が可能です。 

プロセス 既に起動中のプロセス、プロセスの起動、プロセスの終了を

記録します。プロセスの除外指定が可能です。 

ファイル操作 ファイルのコピー、移動、削除、リネーム、実行を記録します。 

印刷 印刷を記録します。 

Web アップロード Internet Explorer を使用したファイルのアップロード（http、

https）を記録します。 

ネットワーク通信量 ネットワーク通信量を監視し、指定した通信量を超えたとき

のログを記録します。 

 

追加、削除、プロパティ 

追加 ログ取得機能 DLL を追加します（通常は使用しません）。 

削除 ログの種類をリストから削除します（通常は使用しません）。 

プロパティ 選択したログ取得機能 DLL の種類とバージョン情報が表示さ

れます。 
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第8節 設定のエクスポートとインポート 
 
設定内容を他の PC へエクスポートすることができます。複数の PC で同じ設定を利用す

る場合にご利用ください。 

選定のインポート後にシステムの再起動が必要となります。 

 

エクスポートされる設定は、エクスポートの操作実行時にログオンしているユーザーの設

定情報のみです。複数のユーザーアカウントが存在する PC を使用している場合はご注

意ください。 

設定のエクスポート/インポートは、共通設定オプション「第 5 章 第 2 節」を有効にした

環境で実行することをお勧めします。 

 

＜エクスポート＞ 

ユーティリティーの左下部にある「エクスポート」をクリックすると、ファイルを保存するためのウ

ィンドウが開きます。 

識別しやすい名前を付けて保存してください。 
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＜インポート＞ 

ユーティリティーの左下部にある「インポート」をクリックして、インポートする設定ファイルの

パスを指定します。 

 
 

「OK」をクリックすると、システムの再起動を確認するウィンドウが表示されます。 

システムを再起動してインポートが完了します。 

 
 

ユーティリティを開いて設定がインポートされたことを確認してください。 

 



第6章 ログ設定の詳細 

 

< 43 > 

第6章  ログ設定の詳細 
 

本章では各項目の設定の詳細について説明します。 

実際にログの収集をする際は、必要な内容だけ記録する設定をしたり、反対に不要な

項目を除外したりするニーズが生じます。 

チェックを外した項目や、フィルタで除外した内容はディスクに記録されないため、後日、

除外した内容のログが必要となっても取り出すことができません。 

記録内容を絞り込むことは重要ですが、設定前に内容を十分にご検討ください。 

フィルタ設定の実例をWeb上のFAQページにて公開していますのでこちらもご参照くださ

い。 

http://www.lifeboat.jp/support/faq/ 

 

 

第1節 ログオンとログオフ 
 

ログオンとログオフについて、チェックした項目のログを記録します。ログに残したくない項目

はチェックをはずします。 
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項目の説明 

ログオン PC へのログオンを記録します。 

スタンバイ ※ スタンバイモードへ切り替えを記録します。 

スタンバイから回復 スタンバイモードからの回復を記録します。 

ユーザーの切り替え 

からの復帰 

切り替えたユーザーから元のユーザーへの復帰を記録しま

す。 

ユーザーの切り替え ユーザーの切り替えを記録します。 

ユーザーの切り替え 

からの復帰（リモート） 

切り替えたユーザー（リモートコンピュータからのログオン）から

元のユーザーへの復帰を記録します。 

ユーザーの切り替え 

(リモート) 

ユーザーの切り替え(リモートコンピュータからのログオン)を記

録します。 

ロック PC のロックを記録します。 

ロック解除 PCのロックの解除を記録します。 

ログオフ PC のログオフを記録します。 

終了 PC の終了を記録します。 

通知プロパティ 通知機能を利用する場合に設定します。 

通知スケジュール 通知のスケジュール設定をする場合に設定します。 

※ 「休止」および「スリープ」は「スタンバイ」として記録されます。 
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第2節 ハードウェアの追加と削除 
 

デバイス、ストレージ、ドライブの追加と削除に関するログの設定をします。 

ログオフ時のハードウェアの状態を記録していますので、電源切断時、スタンバイ時に追

加、削除されたハードウェアを検出します。追加、削除されたハードウェアは、次回ログオ

ン時にログに記録されます。 

 
 

設定項目の説明 

ドライブレターの追加 ドライブレターの追加を記録します。 

ドライブレターの削除 ドライブレターの削除を記録します。 

デバイスの追加 デバイスの追加を記録します。 

デバイスの削除 デバイスの削除を記録します。 

ポータブルデバイスの追加 USBフラッシュメモリー、スマートフォンの装着を記録します。 

ポータブルデバイスの削除 USBフラッシュメモリー、スマートフォンの取り外しを記録 

します。 

通知プロパティ 通知の有無を設定します。 

通知スケジュール 通知する曜日と時間帯を設定します。 

※ ログから除外したい項目がある場合は、次のページをご参照ください。 
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＜除外条件を追加する方法＞ 

「除外」を選択して画面を切り替えてから「追加」をクリックすると、「除外条件のプロパティ」

が表示されます。ドライブレター、デバイス名等を入力してください。 

 
 

除外条件のプロパティ 

ドライブレター プルダウンリストから除外リストに追加したドライブレターを選択し

ます。ここで指定したドライブレターは、ログ記録されません。 

デバイス名 「デバイス名」 ここで指定したデバイスは、ログに残らなくなりま

す。デバイス名はデバイスマネージャで表示される名前を完全一

致するように入力する必要があります。 

例： HID 準拠デバイスを除外条件に追加 
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第3節 ファイルアクセス 
 

ログを残したいフォルダまたはドライブの設定をします。指定したフォルダ・ドライブ以下に、

除外したいフォルダ・ファイルがある場合は「除外」を選択して設定します。 

ファイルアクセスログは、大量のログデータを生成するため、初期設定では「デスクトッ

プ」、「ドキュメント」フォルダのみが記録対象となっています。本節をお読みいただき、記

録されるログを絞り込んでいただくことをお勧めします。 

 

 
 

設定項目 

追加 ログを残したいフォルダまたはドライブを設定する場合には

｢追加｣ボタンをクリックして設定します。 

プロパティ リスト上で選択した設定の内容を表示します。 

削除 リスト上で選択した設定を削除します。 

プロセス名をフルパスで

表示する 

チェックするとフルパスのファイル名を、チェックを外すとファイ

ル名のみを記録します。 

ファイル名をフルパスで

表示する 

チェックするとフルパスのファイル名を、チェックを外すとファイ

ル名のみを記録します。 

通知スケジュール 通知する曜日と時間帯を設定します。 

 

「追加」をクリックしてログを記録するフォルダ・

ドライブを登録します。 
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＜フォルダ・ドライブの追加手順＞ 

「追加」をクリックすると「フォルダ・ドライブの追加」画面が表示されるので、通知設定を選

択して「OK」をクリックします。 

 
 

「フォルダ・ドライブの追加」 ログを取得するファイルまたはドライブを指定します。 

 
 

設定項目 

フォルダ・ドライブ 「フォルダ・ドライブ」 右のツリー表示（「フォルダ」）、または左

のチェック（「ドライブ」、「全ての共有ネットワークフォルダ」）で

選択したフォルダ・ドライブが表示されます。 

フォルダ ログを残すフォルダを右のツリーから指定します。 

ドライブ ログを残すドライブプルダウンで選択して指定します。 

 
全ての共有ネットワーク

フォルダ 

このPCから、共有ネットワークフォルダへのアクセスを記録し 

ます。 
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※ フォルダ・ドライブの追加指定は「フォルダ・ドライブ」の入力ボックスに直接入力す

ることも可能です。直接入力する場合はパス無しや相対パス、ファイル名等の細

かい指定ができ、またファイル名には、一括して指定するためのワイルドカードを

使用できます。ワイルドカードには、1文字の置き換えに使用する「?」と、複数文

字の置き換えに使用する「*」があります。フォルダ名には、パス無し・フルパス・相

対パスの指定をすることができます（フォルダ名にワイルドカードを使用することは

できません）。 

 

◇パス無しの例 

sample.txt - ファイル名が sample.txt の全てのファイル  

*.txt - 拡張子 txt を持つ全てのファイル  

a*.* - a で始まる全てのファイル  

sample? - sample? の全てのファイル。?は任意の 1 文字  

 

◇フルパスの例 

C:\dir\test.exe - 指定されたファイルのみ  

C:\dir\*.exe - C:\dir\フォルダ内で拡張子 exe を持つ全てのファイル  

C:\dir\*.* - C:\dir\フォルダ内の全てのファイル  

C:\dir\ - すべてのサブフォルダを含めた、C:\dir\内の全てのファイル  

 

◇相対パスの例 

dir\test.exe - dir\フォルダ内の test.exe  

dir\*.exe - dir\フォルダ内で拡張子 exe を持つ全てのファイル  

dir\*.* - dir\フォルダ内の全てのファイル  

dir\ - すべてのサブフォルダを含めた、dir\フォルダ内の全てのファイル 

 

◇その他特別な文字列 

D-Z: - D ドライブから、Z ドライブの全てのドライブ  

\\ - 全ての共有ネットワークフォルダ 

 



LB アクセスログ2 Pro 利用ガイド  

 

< 50 >  

＜除外設定＞ 

ログに残したくないファイルアクセスは除外リスト登録します。 

※ リアルタイムモニタ上からマウスクリックで除外内容を登録することもできます。 

「第3章 第2節」もご参照ください。 

 
 

除外の設定項目 

追加 ログ取得から除外したいファイルアクセスを設定する場合に

は｢追加｣をクリックして設定します。 

※ 初期設定で除外されているプロセス（Alog.exe、 

explorer.exe）を除外から削除しないようにしてください。

削除するとログのサイズが非常に大きなものとなります。 

プロパティ 除外リストのファイルアクセスの情報を表示します。 

削除 除外リストの設定を削除します。 

 

ファイルアクセスログは、大量のログデータを生成するため、初期設定では「デスクトッ

プ」、「ドキュメント」フォルダのみが記録対象となっています。本節をお読みいただき、記

録されるログを絞り込んでいただくことをお勧めします。 

 

「除外」を選択して、ユーザーの操作とは無関係

な、OS やアプリのプロセスをリストに追加します。 
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＜除外条件の追加の設定＞ 

 
 

除外条件追加プロパティの設定内容 

プロセス 参照をクリックして除外するプログラムのファイル名を追加します。 

オペレーティング

システム 

プロセスではなく、オペレーティングシステムによるファイルアクセスを

指定します。「オペレーティングシステム」を選択する場合、同時

に「ファイル・フォルダ」を指定する必要があります。 

全て 全てのプロセスとオペレーティングシステムによるファイルアクセスを

指定します。「全て」を選択する場合、同時に「ファイル・フォルダ」

を指定する必要があります。 

ファイル・フォルダ アクセスされるファイル名またはフォルダ名を入力します。 

※ ファイル名には、一括して指定するためのワイルドカードを使う 

ことができます。ワイルドカードには、１文字の置き換えに使用 

する「?」と、複数文字の置き換えに使用する「*」があります。 

フォルダ名には、パス無し・フルパス・相対パスの指定をするこ

とができます（フォルダ名にワイルドカードを使用することはでき

ません）。 
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第4節 インターネットアドレス 
 

Internet Explorer、Chrome、Firefoxによるアクセス履歴に関する設定をします。 

アクセス記録を残したいブラウザの選択、通知の設定、URLの除外指定を行うことができ

ます。 

 
 

設定項目 

ログ チェックしたブラウザによるアクセスが記録されます。 

通知 チェックすると、上記ブラウザによるアクセスが記録された場合に

指定先へ通知メールが送信されます。通知時のスクリーンショッ

トをメールに添付する場合は「通知にスクリーンショットを添付す

るも」チェックします。 

通知の抑制 通知メールの送信数を抑える場合にチェックします。 

(未チェックの場合、運用上現実的でないメール数となる可能

性があるため、チェックを入れた状態で利用することをお勧めし

ます。 

※ Internet Explorer、Google Chrome、Mozilla Firefox以外のブラウザには対応して 

おりません。 
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＜除外条件の設定ウィンドウ＞ 

 
 

 

設定項目 

追加 ログ取得から除外したいURLを設定する場合には｢追加｣をクリ

ックして設定します。 

プロパティ 除外リストのURL情報を表示します。 

削除 除外リストの設定を削除します。 

 

＜除外条件追加の例＞ 

 
http://www.lifeboat.jp/ を入力 

http://www.lifeboat.jp/以下の全てのURLへのアクセスが除外されます。  

http://www.lifeboat.jp/index.html を入力 

指定したURLのみアクセスが除外されます。 
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第5節 キーボード 
 

キーボード入力のログに関する設定をします。 初期設定は、「キーが押された」操作を

記録します。項目にチェックを入れることで「キーが押し続けられた」、「繰り返し入力を全

て記録」、「キーが離された」操作も記録することができます。 

ログに残したくない項目は、チェックを外します。 

 
 

設定項目 

キーが押された キー押下を記録します（例： キーが離されました）。 

キーが押し続けら 

れた 

キーが押し続けられた状態を記録します（例： キーが押し続

けられています）。 

キーが離された キーを離した操作を記録します（例： キーが離されました）。 

キーの内容を表示 

する 

チェックを付けるとキーの内容を記録します（例： 「A」が押され

ました）。チェックを外すと内容は記録しません（例： キーが押

されました）。 
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第6節 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」、「ウィンドウの切り替え」に関するログ

を設定します。 

ログに残したくないウィンドウは、除外リストに追加します。 

 
 

設定項目 

ウィンドウが開いた ウィンドウのオープンをログに記録します。 

ウィンドウが切り替え 

られた 

アクティブなウィンドウを切り替えた時、ログに記録します。 

追加 ログ取得から除外したいウィンドウタイトルを設定する場合に

｢追加｣をクリックして設定します。 

 
プロパティ 除外リストのウィンドウタイトルの情報を表示します。 

削除 除外リストの設定を削除します。 
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第7節 プロセス 
 

プロセスを監視し、「すでに起動中のプロセス」、「プロセスの起動」、「プロセスの終了」の

ログを記録することができます。 

 
 

設定項目 

すでに起動中の 

プロセス 

ログオン時に『LB アクセスログ2 Pro』より前に起動しているプ

ロセスを記録します。 

プロセスの起動 プロセスの起動を記録します。 

プロセスの終了 プロセスの終了を記録します。 

プロセス名をフル 

パスで表示する 

チェックを付けるとフルパスのファイル名を、チェックを外すとファ

イル名のみを記録します。 
追加 ログ取得から除外したいプロセスを設定する場合には｢追加｣

をクリックして設定します。 

プロパティ 除外リストのプロセスの情報を表示します。 

削除 除外リストの設定を削除する 

 

 



 第6章 ログ設定の詳細 

 

 < 57 >  

第8節 ファイル操作 
 

ファイルの操作を監視して記録します。 ファイルの「コピー」、「移動」、「削除」、「リネー

ム」、「実行」のログを記録することができます。 

 
 

設定項目 

コピー ファイルのコピーを記録します。 

移動 ファイルの移動を記録します。 

削除 ファイルの削除を記録します。 

リネーム ファイルのリネームを記録します。 
実行 ファイルの実行を記録します。 

ディスク書き込みの

準備フォルダのログを

記録する 

チェックを付けると、ディスク書き込み準備フォルダへの、ファイ

ル追加のログを記録します。 

サブフォルダの内容も

表示する 

チェックすると、フォルダに含まれる全てのサブフォルダのログが

残ります。チェックをはずすと、フォルダのログのみが残ります。 

実行のコマンドライン

引数を表示する 

チェックすると、実行ログの実行パラメータを記録します。 
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＜通知の設定＞ 

ファイル操作ログはフォルダ/ドライブの単位で通知条件を設定することができます。 

 
 

設定項目 

追加 通知対象となる、ファイル操作の内容を設定します。 

設定された内容が「通知条件」にリストされます。 

プロパティ 設定した通知条件の内容を確認、または変更する際にクリックしま

す。 

削除 選択した通知条件を削除します。 

通知の抑制 ※ 通知条件に合致するログが記録されても、同じ内容の通知は指

定された時間内に繰り返して実行されません。 

通知スケジュール 通知する曜日と時間帯を設定します。 

 

※ サブフォルダや多数のファイルを含むフォルダをコピー元等に設定した場合、フォルダ丸 

ごとコピーを実行すると、設定条件に合致した大量のログが記録され、同時に大量 

の通知メールが送信されることになります。通知の抑制は、このような動作を回避す 

るために利用してください。 

 

 

 

「通知」を選択してから追加をクリックします 
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通知条件の追加例(コピーを設定する場合) 

 
 

通知条件の設定内容 

種類 「コピー」、「移動」、「削除」、「リネーム」、「実行」、「ディスク書き

込み準備」から選択できます。 

コピー元 コピー元のフォルダ、ドライブを設定します。 

コピー先 コピー先のフォルダ、ドライブを設定します。 

通知にスクリーン 

ショットを添付する 

通知メールにスクリーンショットを添付します。 

 

※ ファイル操作の種類(コピー、移動、削除、リネーム、実行、ディスク書き込み準備)に 

より、設定する内容が異なります。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

例えば「リネーム」を選択し

た場合、指定内容は対

象ファイルのパスのみとなり

ます。 
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＜除外設定＞ 

ログに残したくないファイル操作は除外リストに追加します。 

 
 

設定項目 

追加 ログ取得から除外したいファイル操作を設定する場合には

｢追加｣をクリックして設定します。 

※ 初期設定で除外指定されているフォルダを除外から削

除しないようにしてください。削除するとログのサイズが非

常に大きなものとなります。 

プロパティ 除外指定したファイル・フォルダの情報を表示します。 

削除 選択した除外リストの設定を削除します。 
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第9節 印刷 
 

印刷を監視して、ログに記録することができます。 

 
 

設定項目 

印刷ドキュメント名 印刷されたドキュメント名を記録します。 

プリンタ名 印刷に使用されたプリンタ名を記録します。 

プリンタ IP アドレス ネットワークプリンタの IP アドレスを記録します。 

総ページ数 印刷ドキュメントのページ数を記録します。 
通知する 印刷ログの記録時に通知メールを送信します。 

通知にスクリーンショッ

トを添付する 

通知メールにスクリーンショットを添付します。 

通知スケジュール 通知する曜日と時間帯を設定します。 

※ 共有プリンタ（他の PC に接続したプリンタ）を使用した印刷には対応しており 

ません。 

 

 

 

 

 



LB アクセスログ2 Pro 利用ガイド  

 

< 62 >  

第10節 Webアップロード 
 

Web上へのファイルアップロードのアクセスログを記録することができます。 

 
 

設定項目 

通知する ログの記録時に通知メールを送信します。 

通知にスクリーンショッ

トを添付する 

通知メールにスクリーンショットを添付します。 

通知スケジュール 通知する曜日と時間帯を設定します。 

追加 ログ取得から除外したい URL を設定する場合には「追加」を 

クリックして URL を追加します。 

プロパティ 除外リストの URL 情報を表示します。 

削除 除外リストの設定を削除します。 

※ Internet Explorer以外のブラウザを使用してのアップロードには対応しておりません。 
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第11節 ネットワーク通信量 
 

ネットワーク通信量が設定値を超えるとログに記録することができます。 

 
 

設定項目 

プロセス 設定したプロセスを表示します。 

通信量 設定した閾値を表示します。 

方向 送信／受信の表示がされます。 

通信先 通信先のアドレスが表示されます。 
通知 通知設定をした項目に○印が表示されます。 

添付 スクリーンショットの添付設定をした項目に○印が表示されま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

追加をクリックしてログに記録する

条件を設定します。 
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＜条件の設定内容＞ 

 
 

設定項目 

プロセス名 監視対象のプロセスを入力します。特定のアプリを監視する場

合は、プロセス名を個別に指定、システム全体を監視するよう

な場合は「全て」を選択します。 

通信量 閾値を入力します。ここで入力した通信量を超えた場合、ログ

に記録されます。 

通信方向 送信／受信の区別を設定します。 

通信先 通信先の IP アドレスまたはサーバアドレスを設定します。 
通知 通知が必要な場合にチェックします。 

 

上の設定では以下のようなログが記録されます。 

 
 

 

この例では、Internet Explorerが1分間に

1MB以上のデータを送信した場合、ログに記

録される設定をしています。 
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第7章 LB LogViewer 
 

第1節 LB LogViewerについて 
 
『LB LogViewer』はログファイルをまとめて読み込み、検索や絞り込みをするためのツール

です。 

多数の PC から出力されたログをまとめて読み込み、期間、ユーザ、ログの種類、キーワー

ド等で絞り込みや検索を実行してログを有効に活用できます。 

 

 

第2節 注意事項 
 
＜対応するログのフォーマット＞ 

このツールは『LB アクセスログ 2』、『LB アクセスログ 2 Pro』により出力された CSV 形式

のログ（.lock 形式で暗号化されたログも含む）専用です。 

※ .log 形式、「USB HardLocker」シリーズのログには対応しておりません。 

 

＜ハードウェアについて＞ 

HDD に大量のデータの読み書きを行います。HDD の性能により動作速度が大幅に影響

を受けますので、できるだけ高速な HDD 環境でご使用ください。また書き込みを大量に

行う性質上、SSD で使用した場合、寿命を縮める可能性がありますので、SSD でのご

使用はお勧めできません。 

 

＜表示可能な件数の上限について＞ 

Windows の制限により、『LB LogViewer』上で表示可能なレコードの上限は 1 億件とな

ります。取り込み結果や絞り込み結果が１億件を超えた場合、警告メッセージが表示さ

れます。警告が表示された場合は、取り込み後、取り込み条件を変更するか、絞り込み

を実行してください。上限を超えている場合、先頭から表示可能な件数のみ表示されま

す。取り込み自体は、HDD 容量が許す限り何件でも可能です。 
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第3節 使用方法 
 

1． 「LB_LogViewer.zip」を解凍後、フォルダ「LB_LogViewer」をデスクトップ等、PC上に 

コピーして、「LB LogViewer.exe」を起動します（インストールの作業は不要です）。 

 
 

 
2． 取り込み条件の設定画面が表示されます。ここで、ログを取り込むための設定を入 

力して「取り込み開始」をクリックします。 

 
 

設定する内容 

①取り込むフォ 

ルダの設定 

「参照」をクリックして、ログを保存したフォルダを指定します。サブフォ

ルダ内のファイルも処理されます。処理されるファイルは、『LB アクセ

スログ2 Pro』により記録されたCSV形式のログファイル、および、

*.csv.lock の暗号化済み CSV ファイルのみです。 

②取り込む期 

間の設定 

「プリセット」をクリックすると、よく使用する期間の候補が表示されま

す。日付横のプルダウンでカレンダーが表示されますので、それを使っ

て設定するか、直接数値入力を行ってください。 
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③取り込むユー

ザの指定 

ユーザ名は、ワイルドカードを使用したパターンマッチングで指定可能

です。* は 0 文字以上の任意の文字列と、? は任意の１文字とマッ

チします。すべてのユーザを対象にしたければ、* １文字のみを記述

してください。マッチングの際、大文字小文字は区別しません。 

④作業用フォル

ダの指定 

必要に応じて作業用フォルダを指定します。初期値はシステムデフォ

ルトの一時フォルダ「%TEMP%」が設定されています。空き容量が不

足している場合や、より高速なドライブがある場合には、参照ボタンか

ら指定するか、パスを直接入力してください。フォルダのみ指定可能で

す。入力したパスのフォルダ以下に、一時ファイルが生成されます。一

時ファイルは不要になり次第削除され、アプリケーションを終了する

と、すべての一時ファイルが削除されます。 

⑤パスワードの 

追加 

暗号化済み CSV ファイル（.lock）を取り込む場合、パスワードを事

前入力することができます。「パスワードの追加」をクリックすると、パス

ワードの事前入力画面が表示されますので、復号パスワードを入力

してください。 

 

 
パスワードを追加すると、元の画面に入力したパスワードの個数が表

示されます。パスワードはいくつでも入力可能ですので、取り込みたい

ファイルが複数のパスワードを使用している場合、すべて入力しておく

と、取り込み時に途中で停止せず、効率的です。 

⑥設定ファイル 

には保存し 

ない 

「パスワードの追加」から事前入力したパスワード情報を保存しておく

ことができます。保存する場合は、「設定ファイルには保存しない」の

チェックをはずしてください。 

 
設定情報は「LBLogViewer.exe」が存在するフォルダに 

「LBLogViewer.ini」として隠し属性のファイルが生成されます（パスワ

ードの情報は暗号化されます）。 
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※ ログの取り込みを実行せずに終了した場合、パスワードは保存さ 

れません。 

⑦取り込み 

開始 

設定した条件に従い、取り込みを開始します。 

 

 

3． 設定完了後に「取り込みを開始」をクリックして取り込みを開始します。処理が完了 

するまでお待ちください。 

 
途中でキャンセルをクリックすると、そこまでに読み取ったファイルのみを表示します。取

り込んだログは、一時フォルダ (「作業用フォルダの設定」にて指定したフォルダ)に保

存されます。最大で、取り込むログの 2 倍程度のサイズのファイルを生成する可能性

があります。 

*.csv.lock ファイルが含まれる場合で、事前に登録されていたパスワードで復号でき 

ない場合、次のようなパスワード入力画面が表示されます。対応するパスワードを入 

力し、「確定」をクリックしてください。パスワードが正しくない場合、「確定」ボタンは無 

効化され、クリックすることができません。入力したパスワードはメモリー上に記憶され、 

次のファイル以降で自動的に使用されます。記憶されているパスワードに該当するも 

のがない場合のみ、この画面が表示されます。パスワードが不明な場合には、「このフ 

ァイルのみをスキップ」をクリックすると、このファイルのみ無視して先へ進みます。「パス 

ワードのわからないすべてのファイルをスキップ」をクリックすると、以降メモリー上のパス 

ワードで展開できないファイルは、すべて無視して先へ進みます。 
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表示の警告 

総レコード数が 1 億件を超える場合、警告ウィンドウが表示されます。 

取り込み完了後に、絞り込みを実行してください。 

 
 

4． 取り込みが完了すると、次の画面に取り込んだ内容が表示されます。 

この画面上から、「期間」、「ユーザ名」、「ログの種類」に関する絞り込みや、検索キ 

ーワードで、すべてのカラム内容を検索し、一致するレコードのみ表示することができ 

ます。また、表示結果の並び替えることができます。 

 
 

絞り込みの設定 

①日時 直接数値を入力するか、プルダウンの選択により、時刻まで指定した絞り

込みをすることができます。 

②プリセット あらかじめセットされた期間（「すべて」、「今日」、「昨日」、「今週」、「先

週」、「今月」、「先月」、「今年」、「昨年」）を選択できます。 
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③ユーザ名 

 

チェックボックスのOn/Offで、対象ユーザ

を限定できます。「すべて選択」をクリック

すると、すべての項目のチェックがOnにな

ります。「すべて解除」をクリックすると、す

べての項目のチェックがOffになります。

「選択を反転」をクリックすると、すべての

項目のチェック状態が反転します。

「OK」をクリックすると、絞り込み条件とし

て確定します。この時点では、まだ絞り

込みは行われません。すぐに絞り込みを

したい場合には、元の画面の「絞り込み

実行」をクリックしてください。 

④ログの種類 

 

チェックボックスのOn/Offで、対象ログの

種類を限定できます。「すべて選択」を

クリックすると、すべての項目のチェックが

Onになります。「すべて解除」をクリックす

ると、すべての項目のチェックがOffになり

ます。「選択を反転」をクリックすると、す

べての項目のチェック状態が反転しま

す。「OK」をクリックすると、絞り込み条

件として確定します。この時点では、ま

だ絞り込みは行われません。すぐに絞り

込みをしたい場合には、元の画面の「絞

り込み実行」をクリックしてください。 

(表示されるログの種類は、取り込み対

象のログに実際に記録されている項目

だけです。) 

⑤検索キー 

ワード 

検索キーワードは、検索したい単語を半角スペースで区切って入力しま

す。AND検索のみ行うことができます。いずれかのカラムに指定したすべて

の単語が含まれる場合のみ、表示対象とします。検索の際、大文字小

文字は区別しません。 
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⑥絞り込み 

実行 

設定した条件での絞り込みを行い、リストの表示を更新します。 

 

取り込み、絞り込み後の表示 

⑦取り込み 

件数 

取り込んだレコードの件数 

⑧絞り込み 

件数 

絞り込み実行後のレコード件数 

⑨表示可能 

件数 

表示可能なレコードの最大件数（1億件） 

⑩データの 

内容 

取り込み/絞込みの結果を表示します。 

カラムヘッダー部分のクリックで表示内容を並べ替えることができます。表

外の「8．」を参照してください。 

⑪表示結果

をCSVファイ

ルに保存 

表示内容（絞り込みを実行した場合は絞り込みの結果）をCSV形式の

ファイルに保存します。保存前に「戻る」または「終了」をクリックすると、取

り込んだ結果が破棄されますのでご注意ください。 

(絞り込み実行前のデータを保存すると、最大で、取り込むログと同容量

のディスクを消費します。) 

⑫戻る 一つ前の画面「ログ取り込み条件の設定」に戻ります。取り込んだログを

保存していない場合、取り込みの結果は破棄されます。 

⑬終了 「LB LogViewer」を終了します。取り込んだログが未保存の場合、取り

込みの結果は破棄されます。 

 

5． 「絞り込み実行」をクリックすると、次のようなウィンドウが表示されますので、終了する 

までお待ちください。途中でキャンセルした場合、そこまでに見つかったレコードのみを 

表示します。絞り込みを行った場合、絞り込み結果を保存するために追加でディス 

ク空き容量を消費します。最大で、最初の取り込み時に消費した同容量が必要と 

なります。 
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6． 絞り込み処理が完了すると、4． と同じ画面に絞り込んだ結果が表示されます。 

絞り込み後のレコード数が上限値の 1 億件を超えている場合や内容を限定したい 

場合には更に絞り込みの操作をすることができます。 

 

 

7． 絞り込みの結果が表示されたら、必要に応じて「表示結果を CSV ファイルに保存」 

をクリックして、データを保存してください。保存せずに「戻る」、「終了」をクリックすると、 

絞り込みの結果は破棄されますのでご注意ください。 

 
 

 

8． 表示結果の並び替えをする場合、リストのカラムのヘッダー部分をクリックします。 

マウスの左クリックで昇順、右クリックで降順に並び替えることができます（クリック後、 

ただちに並べ替えの処理が実行されます）。 

 
※ 並べ替えはレコードの件数によっては非常に時間がかかります。並び替えの作業 

  には、絞り込み結果の保存に必要なサイズの 2 倍のディスクの空き容量が必要で 

  す。 

 

9． 並べ替えの処理中は以下のウィンドウが表示されます。 

※ 並べ替えたデータは「表示結果を CSV ファイルに保存」で保存することができ 

ます。 
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第8章 LB USB ロック Plus 
 

第1節 LB USBロック Plusについて 
 
『LB USB ロック Plus』は、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です。簡単な設定画面から、使用を許可するストレージを制限

したり、読み取り専用設定をしたりすることができます。 

 

 

第2節 注意事項 
 
■ ストレージ領域を持たない USB 機器の制御をすることはできません。 

■ 機器の識別情報（ベンダーID、プロダクト ID、シリアル番号）を持たない機器を個別

に制御することはできません。 

 「LB USB ロック」、「LB USB ロック Pro」がインストールされた環境に本製品をイン

ストール、またはアップグレードすることはできません。 

■ USB ハブを使用すると、ホワイトリストへの登録ができない場合や、許可されている

USB ストレージが使用できない場合があります。 

■ USB 機器を制御する他のソフトウェア製品と併用することはお勧めしません。 

■ パスワードの紛失や、USB 機器を紛失/破損した場合の対応に関するお問い合わ

せは、受け付けることができません。管理には十分ご注意ください。 

■ アクセスの制御、設定の変更はセーフモードでの実行時には動作しません。 

■ CD/DVD の書き込み禁止機能はライティングソフトをインストールしている場合(OS

のライティング機能を使用しない場合)や、ドライブやディスクによっては書き込み禁

止が有効にならないことがあります。運用前にご確認ください。 
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第3節 インストール 
 
インストールをするにはライセンスキーが必要です 

（ライセンスキーはパッケージ製品の場合、同梱された「お客様控え」に記載されていま

す。 ダウンロード版は購入後に配信されるメールをご覧ください。） 

 

1. メニュー画面から「LB USBロックのインストール」をクリックします。 

 
 

 

2. プログラムのインストーラが起動します。「次へ」をクリックしてください。 
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3. インストール先を確認して、「次へ」をクリックします。変更する場合は、「変更」をク

リックしてインストール先を指定してください。 

 
 
4. インストールをクリックしてインストールを開始します。 
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5. 「完了」をクリックします。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

再起動後に、ライセ

ンスキーの入力と初

期設定を行ってくだ

さい。 
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第4節 ライセンスキーの入力 
 

『LB USBロック Plus』を使用するためには、ライセンスを有効にする必要があります。 

ライセンスキーを入力するまでは、7 日間有効な体験版として動作します。体験期間の

終了後はプログラムが動作しなくなります。 

 

＜ライセンスキーの入力＞ 

1. インストール完了後、システムを再起動してWindowsにログオンすると、『LB USBロッ

ク Plus』のライセンス登録画面が表示されます。 

 

 
 

○LB USBロック Plusの購入 ---ブラウザが起動して購入の案内が表示されます。 

○キャンセル --- 体験版として動作します。 

ライセンスキーの入力をしない場合、Windowsの「スタート」から「LB USBロック Plus」

を選択すると、上のメッセージが表示されますが、再度「キャンセル」をクリックすると

「初期設定」画面が表示されます。本ドキュメントの「初期設定」をご参照ください。 

 

2. ライセンスキーを入力して「OK」をクリックすると、ライセンスが有効になり、初期設定

画面(次頁)が表示されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ Windows 10 の タ ブ レ ッ ト モ ー ド や

Windows 8.1の場合、デスクトップが表示さ

れた時点で以下の画面が表示されます。 
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第5節 初期設定 
 
『LB USB ロック Plus』を利用する前に、はじめに初期設定をする必要があります。初期

設定では設定変更時の認証方法やホワイトリストの設定を行います。 

 

1. 使用を許可する USB ストレージを PC に接続して、「USB ストレージ追加」をクリッ

クしてください。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

セットアップ画面の説明 

ホワイトリスト 登録済のUSBストレージがこのリストに表示されます。

初期状態では、リストには何も表示されません。 

全てアクセス禁止 リストに表示されたもの以外の USB ストレージはアクセ

ス禁止となります。 

全て読み取り専用 リストに表示されたもの以外の USB ストレージは読み

取り専用となります。 

ポータブルデバイスへ

のアクセスを禁止する 

USB ストレージとして認識されない、一部のスマートフ

ォンや携帯音楽プレーヤーのアクセスを禁止します。 

CD/DVD への書き

込みを禁止する 

CD、DVD ディスクへの書き込みを禁止します(USB 接

以外のドライブも含みます)。 
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2. 「USB ストレージ追加」画面が表示されます。「参照」をクリックしてください。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 現在接続中のストレージが表示されます。ホワイトリストに追加するストレージを選

択して「OK」をクリックします。 

 

「USB ストレージ追加」に表示される内容 

ベンダーID： ハードウェアのベンダーID 

プロダクト ID： 製品の ID 番号 

シリアル番号： 製品のシリアル番号 製造者、製品名が表示さ

れます(必要に応じてチェック

してください) 
製造者： ハードウェアの製造会社

名 

プロダクト： 製品名 
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4. 選択した USB ストレージの「ベンダーID」、「プロダクト ID」、「シリアル番号」が表示

されます。登録する内容が正しければ、「OK」をクリックします。 

 
 

 

5. 登録内容を確認して「次へ」をクリックします。複数のストレージを登録する場合は、

再度「USB ストレージ追加」をクリックしてリストに登録してください。 

 

通常はチェックの必要はありませんが、ホワイトリストの識別時

に便利です。 
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6. 設定変更やアンインストールに対する保護を設定します。 

①「パスワード」、②「USB キー」、③「パスワードと USB キーの多重認証」の 3 通り

から選択して、「OK」をクリックします。 

 
 

 

 

 

 

①パスワードは必ず入力してください。必要ない場 

合、設定完了後にチェックはずすことができます。 

②チェックすると、以下の「選択ボタン」から認証用の 

機器の選択を行うことができます。 

③「パスワード」と「USB 機器」の両方を入力すると、オプション(合鍵または 2 要 

素認証)が有効になります。 

※ 「2 要素認証」を選択した場合、合鍵の機能は利用できません。 

USB 機器の装着を認証に使用する場合、「選択」をクリッ

クして使用する機器を選択します。「選択」をクリックすると、

認証に利用可能な接続中の」USB 機器が表示されます。

一つ選択して「OK」をクリックします。 
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7. 登録内容を確認して「完了」をクリックします。 

 
 

 

8. 登録が完了すると、「全般」タブの「ホワイトリスト」に、登録した USB ストレージの

情報が表示されます。 

 

CD/DVD への書き込み禁止設定をした場合、シス

テムの再起動が必要となります。
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第6節 動作の確認 
 
はじめに、ホワイトリストに登録した USB ストレージを PC に接続して、ドライブにアクセス

してください。通常通りに使用することができます。 

次にホワイトリストに登録していない USB ストレージを PC に接続して、ドライブへアクセス

してみます。 

 

下図の例ではエクスプローラー上には「リムーバブルドライブ E：」として表示されていますが、

ダブルクリックしてドライブの内容を表示すると、以下のメッセージが表示され、実際にアク

セスすることはできません。 
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第7節 設定の変更 
 
ストレージのコントロールや認証方法等の設定内容は「スタート」から「LB USBロック 

Plus」を起動して編集することができます。 

 

＜ホワイトリストの編集＞ 

「全般」タブから変更するストレージを選択して「編集」をクリックします。 

 
 

＜認証方法の変更＞ 

「パスワード」タブを選択して設定内容を変更した後、「適用」をクリックします。 

 

「削除」を選択すると選択したストレー

ジはホワイトリストから削除されます。 
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第8節 アンインストール 
 
アンインストールは管理者権限でWindowsにログオンしてから実行する必要があります。 

1. 「コントロールパネル」-「プログラムと機能」から「LB USBロック Plus」を選択して「ア

ンインストール」をクリックします。 

 
 

2. 「はい」をクリックしてアンインストールを開始します。 

 
 

3. アンインストール保護のためのパスワードやUSB鍵を設定している場合は、パスワー

ド入力、鍵の装着またはその両方を実行してください。 

 
 

4. アンインストールを完了するためにシステムを再起動してください。 
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第9節 設定情報のエクスポート、インポート 
 
1台のPCで設定した内容を他のPCにエクスポートすることができます。多数のPCに同じ

ホワイトリストを持つ「LB USBロック Plus」をインストールする場合等に利用します。 

「 LB USBロック Plus」以外のソフト(「LB USBロック」、「LB USBロック Pro」)からエ

クスポートされた設定ファイルを読み込むことはできません。 

設定情報のインポートは常にインストーラを起動して実行します。「 LB USBロック 

Plus」がインストール済の環境に新しい設定を読み込む場合、エクスポートファイルは

既存環境と同じPCから作成したものが必須となります。 

 

＜エクスポートの手順＞ 

1. 「スタート」から「LB USBロック Plus」を起動後、「全般」-「設定をエクスポート」をク

リックして出力先を指定します。 

 
 

 

 

 

 

 

  

エクスポート先を選択し

て「OK」をクリックします。 
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2. 指定先にエクスポートファイルが生成されたことを確認します。 

 
 

 

 

＜インポートの手順＞ 

1. ローカルPC上の同じフォルダーに以下3点のファイルをコピーして「LB USBロック 

Plus.exe」を実行します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ファイル名は「LBUinstallSetting.dat」となります。 

A. LB USBロック Plus.exe --- LB USBロック Plusのインストーラ 

 CD-ROMの\ul1plusに収録 

 

B. LBUinstallSetting.dat --- エクスポートした設定ファイル 

 他のPCにインストールされた「LB USBロック Plus」からエクスポートされ

た設定ファイル。 

C. LBALogLicense.txt --- ライセンスキーを収録したファイル 

 CD-ROMの\maintenanceに収録  
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2. ウィザードが起動しますので、メッセージに従ってインストールを進めてください。 

 
 

3. インストール終了、システムの再起動後にWindowsにログオンして、インポートが成

功しているか確認してください。 

ログオン後に初期設定ウィザードが起動する場合は、インポートに失敗していること

が考えられます。 

※ インポートに失敗してもエラーメッセージ等は表示されません。 

※ 

 

ライセンスキーや設定ファイルの読み込みは、サイレントインストール時にも利用

できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設定ファイルのパス指定の指示等は表示されません。 
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第10節 サイレントインストール 
 
インストールウィザードの表示やライセンスキー入力、初回起動時の初期設定ウィザード

の表示をせずに、インストールおよび設定を完了することができます。 

 

＜手順＞ 

同じフォルダーに以下3点のファイルを準備して「ul1plus_silent.exe」を実行します。 

インストール終了後にシステムが自動で再起動されます。 

 

A. ul1plus_silent.exe 

サイレントインストール用

インストーラ 

CD-ROMの\usblock\silentに収録 

B. LBUinstallSetting.dat 

設定ファイル 

他のPCにて作成した設定情報ファイルです。 

第9節(P86)の手順に従ってご用意ください。 

C. LBULPlusLicense.txt 

ライセンスキーファイル 

CD-ROMの\usblock\silentに収録  

コピー後、メモ帳で開いて、入手したライセンスキー

を書き込んでください。 

 

※ 設定ファイルを除いた状態でインストールをすることもできますが、その場合、 

インストール終了後の再起動時に初期設定をする必要があります。 

※ サイレントインストールをする場合、必ずライセンスキーファイルが必要となります 

※ 設定ファイルやライセンスキーの読み込みに失敗しても、エラー等は出力されま

せん。 

※ ライセンスキーや設定ファイルの読み込みは、通常のインストール時(非サイレン

ト)にも利用できます。 

 

 



 

 

使用許諾契約書 

当製品をご使用前に、下記のライセンス契約書を必ずお読みください。本使用許諾契約書（以下「本契約」と

いいます）は、下記に示されたライフボート ソフトウェア製品（以下「ソフトウェア製品」といいます）に関してお客様

（以下「甲」といいます）と株式会社ライフボート（以下「乙」といいます）との間に締結される契約書です。ソフトウ

ェア製品を開封、インストール、複製、または使用することによって、お客様は本契約の条項に同意し、契約が

成立したものとします。本契約の条項に同意されない場合、株式会社ライフボートは、お客様にソフトウェア製品

のインストール、使用または複製のいずれも許諾できませんので、予めご了承ください。 

 

第 1 条 定義 

1. ソフトウェア製品 

本契約に基づき、乙が甲に提供するプログラム

および関連資料を包括していい、改良版のソフ

トウェア製品が提供された場合には、当該改良

版のソフトウェア製品をいう。 

2. プログラム 

機械読取可能な形式で提供されるデ－タ処理

プログラムをいう。 

3. 関連資料 

プログラム以外の資料で、乙がプログラムの使用

に関連して提供する、乙指定の資料をいう。 

第 2 条 契約の目的 

乙は甲に対しソフトウェア製品を非独占的に使用

する譲渡不能な権利を許諾する。 

第 3 条 契約期間 

本契約は、本契約成立時から、甲または乙が本契

約に従い解約するまで存続する。 

第 4 条 使用権 

1. 甲は、プログラムを1ライセンスに付き1台のコンピ

ュータで使用することができる。また、印刷物の

形で提供されたソフトウェア製品を本契約の目

的に従って使用することができる。 

2. 甲は、本契約に基づく使用権につき再使用権を

設定し、またはソフトウェア製品もしくはその複製

物を第三者に譲渡、転貸もしくは占有の移転を

してはならない。ただし、甲の管理の下で甲のた

めにソフトウェア製品を第三者に使用させる場合

はこの限りでなく、甲の使用とみなすものとする。 

3. 甲がマルチライセンスパックを購入した場合、本

契約以外の書面（パッケージ等）において指定さ

れる許諾数だけのコンピュータにインストールでき

る。 

 

 

第 5 条 複製権 

甲は、ソフトウェア製品の一部または全部をバックア

ップコピー作成のためにのみ、複製及び複写するこ

とができる。甲は上記の目的以外のために、ソフト

ウェア製品の一部または全部を、メディアを問わず、

転写、複製または複写してはならない。 

第 6 条 危険負担 

納入前に生じたソフトウェア製品および記録媒体の

喪失または損傷は、甲の責に帰すべきものを除き

乙の負担とし、納入以後に生じたこれらの損害は

乙の責に帰すべきものを除き甲の負担とする。 

第 7 条 保証 

1. ソフトウェア製品の媒体及び関連資料に、物理

的欠陥がある場合、甲がソフトウェア製品を購

入してから90日間に限り、無償で乙より交換を

受けることができる。 

2. 乙は、ソフトウェア製品が甲の特定の使用目的

に適合することを保証するものではない。また、

前項において明示する場合を除き、本ソフトウェ

ア及びサポートサービスに関して一切の保証を

行わないものとする 

3. 前各項の定めは、本契約に基づく法律上の瑕

疵担保責任を含む、乙の保証責任のすべてを

指定したものとする。 

第 8 条 乙の責任および責任の制限 

1. プログラムの不稼働を含む稼働不良のすべての

場合において、乙の責任は誤りの訂正に合理

的努力を尽すことに限られるものとする。 

2. 法律上の請求の原因の種類を問わず、乙は、

法律上許容される最大限において、本ソフトウェ

ア製品の使用もしくは使用不能、サポートサービ

スの提供もしくは提供不能またはその他本契約

書に関して生じる特別損害、付随的損害、間

接損害、派生的損害、またはその他の一切の 
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損害 (逸失利益、機密情報もしくはその他の情

報の喪失、事業の中断、人身傷害、プライバシ

ーの喪失、誠実義務または合理的な注意義務

を含めた義務の不履行、過失、またはその他の

金銭的損失を含むがこれらに限定されない) に

関しては、乙の過誤、不法行為（過失を含む）、

無過失責任、契約違反または保証違反の場

合であっても、一切責任を負わないものとする。

たとえ、乙がこのような損害の可能性について知

らされていた場合でも同様である。 

3. 本ソフトウェア又はサポートサービスに起因して、

甲、もしくはその他の第三者に生じた結果的損

害、付随的損害及び逸失利益に関して、乙は

一切の責任を負わないものとする。本契約のも

とで、理由の如何を問わず、乙が甲、又はその

他の第三者に対して負担する責任の総額は、

損害の原因となった本ソフトウェアに対して本契

約のもとで甲が実際に乙へ支払った対価の１０

０％を上限とする。 

第 9 条 著作権等の侵害に関する損害賠償責任 

1. ソフトウェア製品の使用が、第三者の著作権ま

たは工業所有権等の知的所有権を侵害したと

いう理由で、甲が第三者より請求を受けた場合

には、甲が次の各号所定のすべての要件を満た

す場合には、乙の責任と費用負担で、当該請

求を処理解決するものとし、甲に一切の損害を

及ぼさないものとする。 

(1) 甲が第三者から請求を受けた日から速

やかに、乙に対し請求の事実および内容

を通知すること。 

(2) 甲が第三者との交渉または訴訟の遂行に

関し、乙に実質的な参加の機会および決

定の権限を与え、ならびに必要な援助を

すること。 

2. 乙は、甲が次の各号の一に該当する場合には、

甲に対し前項所定の責任を負わない。 

(1) 甲が乙提供以外のプログラムと組合わせ

て使用したことに起因するとき。 

(2) 甲が本契約に違反してソフトウェア製品を

使用したことに起因するとき。 

第 10 条 ソフトウェア製品の変更または改作 

甲は、自己の使用のため、必要な場合を除き「乙

の許可なく」ソフトウェア製品を変更、または改作し

てはならない。 

第 11 条 解約および解除 

1. 甲は、乙に30日前の書面による通知をして、任

意に解約することができる。 

2. 甲または乙は、相手方に次の各号に掲げる事

由の一が生じたときには、なんらの催告なしに直

ちに本契約を解除することができる。 

(1) 支払いの停止または破産、和議開始、会

社更正手続開始、会社整理開始もしく

は特別清算開始の申立があったとき。 

(2) 手形交換所の停止処分をうけたとき。 

3. 甲または乙は、本契約に違反すること等相手方

の債務不履行が相当期間を定めてした催告後

も是正されないときは、本契約を解除することが

できる。 

4. 前各項の適用によりソフトウェア製品の使用権

が消滅した場合には、甲は返還または破棄の

手続きを行うものとする。 

第 12 条 ソフトウェア製品の返還または破棄 

1. 甲は、使用権の消滅後2週間以内にソフトウェ

ア製品およびすべての複製物（変更または改作

されたものを含む）を、乙に返還しまたは破棄す

るものとする。 

2. 甲は、前項による返還または破棄と同時に、前

項所定の事実を証明する書類を乙に提出する。 

第 13 条 合意管轄 

本契約に関し訴訟の必要が生じた場合には、乙

本店所在地を管轄する裁判所を専属管轄裁判

所とする。 

第 14 条 協議 

本契約に関して疑義が生じた場合には、両当事

者は信義誠実の原則に従い協議するものとする。 

 

 

 
本契約に関して不明な点がございましたら、下記宛てに書面にてご連絡いただくよう申し上げます。 

〒101-0051 東京都千代田区神田神保町 2-2-34  株式会社ライフボート 
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