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第１章 LB イメージバックアップ 11 Pro の概要 
 

LB イメージ バックアップ 11 Proは、難しい知識がなくても、簡単にウ

ィザード形式でハードディスク全体やドライブのバックアップやコピー

ができるツールです。Windows を普通に使いながら、Windows やイン

ストール済みアプリケーション、Word/Excel のファイルなどの大切な

データを、すべてバックグラウンド処理で、まとめてバックアップ/コピ

ーが行える最新技術が凝縮されたバックアップツールです。SP1 で

Windows 10 に正式対応しました。 

 
１-１ LB イメージバックアップ 11 Pro の特長 

LB イメージ バックアップ 11 Pro は、以下の特長を備えています。 

 
■ウィザード操作で初心者でも簡単に使える 
難しい知識は必要ありません。わかりやすく親切なウィザードに沿っ

て作業を進めるだけで、初心者でも簡単にバックアップの作成やハ

ードディスクのクローンを作成できます。 

■Windows 上でドライブ全体をバックアップ/コピー 

LB イメージ バックアップ 11 Pro は、バックアップ/コピー作業のため

に Windows を一旦終了したり、今行っている作業を中断したりする必

要がありません。普通に Windows を使いながらバックグラウンドでバッ

クアップ/コピー処理を実行することができます。 

■Windows 8/10、UEFI に対応 

Windows 10 に対応したほか、従来の BIOS ベースの PC だけでなく、

UEFI ベースの PC にも対応しています。 

■万一に備えたリカバリーCD/DVD/BD を簡単に作成可能 
ハードディスクがクラッシュしてしまった場合など、万一に備えてリカバ

リーCD/DVD/BD を作成できます。ハードディスクから起動できない

状態でも、リカバリーCD/DVD/BD から復元することで、システム全体

をバックアップ時点の状態に戻すことができます。 
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■リカバリー専用領域の作成と管理 – バックアップ カプセル 
ハードディスク内に、バックアップ専用の隠し領域（バックアップ カプ

セル）を作成することができます。隠し領域なので、パーティションソフ

トなどで誤って削除することもありません。リカバリーCD/DVD/BD を

作成しなくても、安全にバックアップを行うことができます。 

※ハードディスクの物理的な損傷などには対応できません。 

■スケジュール機能 
バックアップやコピー処理をスケジュール設定して、決められたタイミ

ングで作業を実行することできます。一度スケジュール設定すれば、

あとはシステムがバックアップ/コピー作業を自動的に実行してくれま

す。 

■復元もウィザードで簡単操作 
バックアップしたイメージ ファイルの復元も Windows 上でウィザードの

指示に従って、簡単に実行することができます。起動 CD からブートし

た場合でも、復元ウィザードを使用して簡単にバックアップ イメージの

復元を実行することができます。 

■Windows PE 版の起動メディア（CD/USB）を作成可能  
LB イメージ バックアップ 11 Proは、Windows PE版の起動メディアを

ユーザ様ご自身で作成できます。CD起動後は、Windowsでの操作と

同様のわかりやすいインターフェースで操作できます。ユーザ自身で

ドライバの追加が行えるので、新しいハードウェアにもいち早く対応す

ることができます。 

■様々な接続方法のハードディスク、SSD に対応 
E-IDE/IDE、SCSI、シリアルATA、SAS、USB、IEEE1394に対応してい

ます。また、2TB を超える大容量ハードディスク、RAID ボリューム、

AFT や SSD のアライメントにも対応しています。 
■復元した HDD を別の PC で起動－スマートリストア 

コピーまたは復元したHDDを、ハード構成の異なる PC で起動させる

ことができます。 



第１章 LB イメージ バックアップ 11 Pro の概要 

8 

１-２ 動作環境 
＜必要なシステム＞ 

 
１-３ 注意事項 

■ Linux の LVM には対応していません。 

■ パーティションを拡大 /縮小して復元する機能は、NTFS、

FAT/FAT32 のみサポートします 

■ exFAT には未対応です。 

■ Windows 系のサーバ OS には対応していません。別途サーバ版を

ご購入ください。 

■ Windows が起動できなくなった場合、通常復元は Windows PE 版

の起動 CD を使って行います。起動できなくなった時に備えて、予

め起動 CD を作成しておく必要があります。 

■ Windows PE 版の起動 CD の作成には、書き込み用のメディア

(CD-R/USB メモリ)が必要です（※Vista の場合はインターネットに

接続環境も必要です）。 

■ ダイナミック ディスクは、ボリューム単位のバックアップ/復元のみ

可能です。 

■ BIOS が大容量ハードディスクに対応していない PC では、正常に

ハードディスクを認識できない場合があります。 

■ 起動 CD から起動してお使いいただく際は、CD から起動できる

BIOS が搭載されている必要があります。 

 

対応 OS： Windows 7/8/10 (32 ビット/64 ビット) 

※Windows 10 には、SP1 で対応します。 

※Windows XP/VistaではSP1以前のバージョンをご

利用ください。 

対応機種： 上記 OS が正常に動作するパソコン 

（PC/AT 互換機） 

対応 CPU： 1GHz 以上以上のインテル互換 CPU 

メモリ： 1GB 以上 

ドライブ： CD 起動で使用する場合には、起動可能な

CD/DVD ドライブ 

モニタ： SVGA モニタ 



LB イメージ バックアップ 11 Pro 利用ガイド 

9 

■ お使いのハードウェアによっては、起動 CD から起動して使用でき

ない場合があります。 

■ ハードディスク自体に不良セクタなど物理的な問題がある場合は、

バックアップ/コピーできない場合があります。 

■ リムーバブル メディア(USB メモリ、SD カードなど)には対応してい

ません。 

■ 暗号化されたハードディスクはサポートしていません。 

■ パーティションのスケジュールコピーは、コピー前にコピー先のパ

ーティションを削除しておく必要があります。 

■ 内蔵ハードディスクの内容を外付けドライブにコピーしても、外付け

ドライブから直接 OS を起動することはできません。 

■ リカバリー領域に関しては、PC メーカや型番によって動作仕様が

異なるため、コピー/復元先で使用できなくなる可能性があります。 

■ コピー機能はローカルディスク間でのみ使用できます。他の PC の

ハードディスクやネットワークドライブにはコピーできません。 

■ UEFI/BIOS のどちらを搭載しているかによって、復元時の操作が

異なる場合があります。ご利用のPCがUEFI/BIOSのどちらを搭載

しているか、予めご確認ください。 

■ Windows 8/10 では、デスクトップアプリケーションとして動作しま

す。 

 

【Windows PE 版の起動メディア（CD/USB メモリ）に関する注意事項】 

■ Windows PE 版の起動メディアは、お客様ご自身で作成して頂く

必要があります。Windows 8/10 環境で CD に作成する場合は、

マイクロソフト社より提供されるWADK（Windowsアセスメント&デ

プロイメントキット）などをインストールする必要があります。 

■ 起動メディアの作成には、ハードディスクに 5GB 以上の空き容量

が必要です。空き容量不足などが原因で、起動メディアが作成で

きない場合は、他の PC で作成するか、または弊社のサポートセ

ンターへご相談ください。 
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【スマートリストア（他の PC で使用する場合）の注意事項】 

■ Windows PE 版の起動メディアを作成の上、実行する必要がありま

す。 

■ BIOS ⇔ UEFI 間の移行はサポートされません。 

■ 別の PC での起動時に Windows やアプリケーションのライセンス認

証を要求されることがあります。また、ネットワーク、サウンド、ビデ

オ等のドライバの追加作業が別途必要なことがあります。 

■ メーカー製の PC など、OEM 版の Windows がプリインストールされ

た環境では、別の PC への移行が認められていない場合がありま

す。ライセンスの詳細は、各 PC メーカーにお問合せ下さい。 

■ すべての環境での動作を保証するものではありません。環境によ

っては本機能を使用しても起動できない場合があります。 
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第２章 インストールとアンインストール 
 
２-１ インストール 

ここでは、LB イメージ バックアップ 11 Pro をインストールする手順をご

紹介します。インストールせずに、CD 起動でバックアップ/コピーする場

合は、『第１３章 CD 起動でバックアップ/復元/コピーを実行する』をご

参照ください。 

※ 以下のURLから、LB イメージバックアップ 11 Pro SP1をダウ

ンロードし、実行してください。86 ビット版、64 ビット版でプログ

ラムが異なりますのでご注意ください。 
http://www.lifeboat.jp/support/update/ib11_sp1.html 
 

※ 『LB Image Backup 11 Pro 用の InstallShield ウィザードへようこ

そ』画面が表示されます。[次へ]をクリックします。 

 
 
 

http://www.lifeboat.jp/support/update/ib11_sp1.html
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※ 『使用許諾契約』画面が表示されます。内容を確認の上、[使用許

諾契約の条項に同意します]を選択して、[次へ]をクリックします。 

 
 

※ 『シリアル番号』画面が表示されます。シリアル番号を半角大文字

で入力して、[次へ]をクリックします。 

 

※パッケージ版は同梱されてい

る『ユーザ登録カード』に記載して

あります。  

ダウンロード版は『購入時のメー

ル』に記載してあります。 
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※ 『ユーザ情報』画面が表示されます。ユーザ名などを入力して、[次

へ]をクリックします。 

 
 

※ 『インストール先のフォルダ』画面が表示されます。変更を行う必

要がない場合には、そのまま[次へ]をクリックします。 
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※ [インストール]をクリックして、インストールを実行します。 

 
 

※ インストールが開始されます。 
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※ インストール中に以下のような画面が表示された場合には、[インス

トール]をクリックしてください。 

 

※ インストールの完了画面が表示されます。[完了]をクリックしてくだ

さい。 
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※ インストールが完了すると、以下の画面が表示されます。このまま

再起動する場合には、[はい]をクリックしてください。 

 
※ 再起動前に、必ず CD-ROM を取り出してください。 

 

これで、インストールは完了です。続けて、「第３章 起動メディアの作

成と動作確認」を参照し、起動メディアの作成を行ってください。 

 
※ バックアップイメージの復元に当たって、Windows PE 版

の起動 CDの作成は、必須の作業です。Windowsが起動

できなくなった場合、復元は CD 起動で行う必要があるた

めです。「第３章 起動メディアの作成と動作確認」を参照

の上、予め Windows PE 版の起動メディアを作成し、作成

した CD や USB メモリからコンピュータを起動することが

できるか、ご確認ください。 
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２-２ アンインストール 
LB イメージ バックアップ 11 Pro をアンインストールする手順は、以

下のようになります。 

(1) [スタート]メニューから[コントロールパネル]を選択して、[プログラ

ムのアンインストール]を選択します。Windows 8/10 の場合は、ス

タート画面で右クリックし、[すべてのアプリ]-[コントロールパネ

ル]-[プログラムのアンインストール]を開きます。 

(2) [LB Image Backup 11 Pro]を選択し、[アンインストール]をクリック

します。 

 
 

(3) アンインストール中に、確認画面が表示された場合には、[はい]

をクリックします。 

 

(4) アンインストールが終了したら、[はい]をクリックして、PC を再起動

します。 
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第３章 起動メディアの作成と動作確認（必ず行ってくだ

さい） 
 

この章では、Windows PE 版の起動メディアを使用した動作確認手順

をご案内いたします。Windows PE 版の起動メディアは、別紙の

『Windows PE 版起動メディアの作成方法』をご覧の上、作成してくだ

さい。 

 

【ガイドの参照方法】 

製品を起動して、[ホーム]-[リカバリーメディアビルダーヘルプ]から

参照することができます。 

 

以下のサイトでも公開しています。 

http://support.lifeboat.jp/docs/rmb/RMB_guide.pdf 

 

※ バックアップイメージの復元に当たって、Windows PE 版

の起動メディアの作成は、必須の作業です。Windows が

起動できなくなった場合、復元は CD/USB 起動で行う必

要があるためです。予めWindows PE版の起動メディアを

作成し、作成したメディアからコンピュータを起動すること

ができるか、ご確認ください。 

 

※ 起動メディアの作成方法については別紙の『Windows PE

版 起動メディア作成ガイド』をご参照ください。 
 

 

http://support.lifeboat.jp/docs/rmb/RMB_guide.pdf
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３-１ 作成した起動メディアの動作確認 
 

※ Windows PE 版の起動メディア（CD/USB メモリ）をドライブにセッ

トして PC を再起動します。CD からブートされ、以下の画面が表

示されます。表示されずに OS が起動してしまう場合には、PC メ

ーカ独自のブートメニューが用意されていないか、または BIOS

の設定を確認してください。 

 

※ 起動メディアの作成方法については別紙の

『Windows PE 版 起動メディア作成ガイド』をご参照

ください。 
 

※ CD 起動中の画面はご利用の環境によって異なり、起動に時間

がかかることがあります。以下は CD 起動中の画面の例ですが、

起動中に PC メーカ固有のロゴが表示される機種もあります。 
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Boot Menu 
=============== 
* Removable Devices 
* Hard Drive 
* CD/DVD Drive 
* UEFI:CD/DVD Drive 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

※ メーカーロゴ画面で特定のキーを押すと起動できる機種や、BIOS

でシステムを読み込むデバイスの優先順位を変更しなければなら

ない機種もあります。CD 起動のサポートの有無、CD 起動指定キ

ー、BIOSの設定方法などは、パソコンのマニュアルを参照するか、

製造元にご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CD から起動できない場合 

電源投入時のメーカーロゴ画面で特定

キーを押して「起動（ブート）メニュー」画

面を出し、CD起動を指定しないとCD起

動できない PC メーカーもあります。 

(例：DELL、富士通、東芝は「F12」キー

で「起動メニュー」を出します) 

PC によっては、起動メニューに、通常の CD ドライブだけでなく、 

[UEFI (CD ドライブ名)]の項目が表示されるものがあります。その場合

は、GPTディスクならUEFI…を、MBRディスクなら通常の CDドライブ

を選択してください。GPT ディスクかを確認する手順は、[４－１ BIOS 

/UEFI のどちらを採用しているか確認する]を参照してください。 

 

起動メニューから CD 起動を行う際は、Windows を起動させてから再

起動するなど、予め CD をセットした状態で起動メニューを表示させて

ください。 
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（BIOS の設定画面例） 

 

※ あくまで一例です。ご使用の PC によって画面、起動方法、操作

方法が異なります。BIOS 画面の設定方法についてはご使用の

PCのマニュアルを確認するか、PCのメーカにお問合せください。 

 

※ メニュー画面が表示され、操作可能な状態になります。[LB イメー

ジ バックアップ 11 Pro]をクリックします。 

 
 

優先順位の変更を行い、CD-ROM

が最初にブートされるように設定

します。 
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※ LB イメージ バックアップ 11 Pro が起動します。 

 
 

※ 以下の画面が表示された場合 

 
このメッセージは、起動メディアを日本語ユーザーアカウントの

環境で作成した時に発生するエラーです。半角英数字のアカウ

ントで作成しなおしてください。 
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※ 『ディスクが見つかりません』と表示された場合 

 
このメッセージは、主に SCSI、RAID、最新のチップセットなどが

搭載されている機種で、ご利用のハードディスク コントローラが、

Windows PE に標準で組み込まれているドライバで対応できな

い場合に表示されます。ディスクを認識させるには、ご利用の

環境に対応したドライバを読み込ませる必要があります。手順

については、「１４-４ サードパーティ製ドライバの読み込み手

順」を参照してください。 

 

※ 起動 CD を作成する際に、予めドライバを追加して CD を作成す

ると、このメッセージは表示されず、ディスクが認識されるように

なります。ドライバを追加した CD を作成する手順については、

別紙の『Windows PE版起動メディアの作成方法』をご参照くださ

い。 
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(4) [ウィザード]メニューから[復元]を選択します。 

 
 

(5) 復元ウィザードが起動します。[次へ]をクリックします。 
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(6) 『バックアップ イメージの参照』画面が表示されます。一覧から保存

を予定しているローカルディスクや、CD/DVD/BD ドライブにアクセス

できるか(ドライブの内容が表示されるか)確認します。 

 
※ ドライブ文字(C:など)は、Windows 上と一致しません。 

 

(7) 以上で確認作業は終了です。[キャンセル]をクリックして、LB イメー

ジ バックアップ 11 Pro を終了します。メニューから[再起動]を選択し

て PC を再起動してください。 
 
※ ネットワークドライブ、NASなどをバックアップデバイスとして利用され

る場合には、Windows 上とは手順が異なりますのでご注意ください。

詳細は『１４-５ ネットワークドライブへのアクセス方法』をご参照くだ

さい。 
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第４章 操作の前に 
 
４-１ BIOS / UEFI のどちらかを採用しているか確認する 

OS がインストールされたハードディスクの復元やコピーを行う際、ご

利用の PC が BIOS / UEFI のどちらを採用しているかによって、手順

が異なる場合があります。従来の BIOS を採用している場合、

Windows がインストールされているディスクは MBR ディスクになります。

UEFI を採用している場合、Windows がインストールされているディス

クはGPTディスクになります。ご利用の PCがどちらの形式なのか、事

前に以下の手順で確認してください。 

 

(1) [スタート]-[コンピュータ]アイコンを右クリックし、[管理]を選択します。

Windows 8/10 の場合は、スタートボタンを右クリックして[ディスクの管

理]を選択します。 

 

※ [コンピュータの管理]画面が表示されたら、左側のメニュー[ディ

スクの管理]をクリックします。[ディスクの管理]画面が表示され

ます。 
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(2) Windows がインストールされたハードディスクにマウスポインタをあて

て右クリックし、表示されたメニューから[プロパティ]を選択します。 

 

ここにマウスポイン

タを当てて右クリッ

クし、[プロパティ]

を開きます。 
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(3) [ボリューム]タブを開き、[パーティションのスタイル]を確認します。

MBR ディスクの場合、[マスター ブート レコード（MBR）]と表示されま

す。この場合は BIOS が搭載されています。 

 

GPT ディスクの場合、[GUID パーティション テーブル(GPT)]と表示さ

れます。この場合は UEFI が搭載されています。 

 
これで確認作業は完了です。 

※ PC によっては、BIOS と UEFIを切り替えられるものや、自動で切り替

わるものもあります。詳細は PC のメーカにご確認ください。 
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４-２ ディスクのエラーチェック 
 

ハードディスクに不良セクタなどの問題が存在すると、正常にバックア

ップ/コピー/パーティション操作ができません。操作を実行する前に、

必ずドライブのエラーチェックを実行してください。 
 

【Windows 7 での操作方法】 

 
(1) [コンピュータ]を開き、バックアップ/コピー対象となるドライブを右

クリックし、メニューから[プロパティ]を選択します。 
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(2) [ツール]タブを選択し、[チェックする]ボタンをクリックします。 
初めてエラーチェックを行う場合は、表示されたオプション画面

で二つのチェックボックスを両方とも有効にして、[開始]ボタンを

クリックします。何回かエラーチェックを行っている場合は、「ファ

イル システム エラーを自動的に修復する」チェックボックスの

み有効にして、[開始]ボタンをクリックします。 

 
 
対象ドライブが使用中の場合示され、再起動後にエラーチェック

が行われます。 

 
[ディスク検査のスケジュール]をクリックして、コンピュータを再起

動します。 
 

 

① 

② 

③ 
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Windows 起動時に次の画面が表示され、ドライブのエラーチェッ

クが実行されます。完了すると自動的に再起動します。 

 
 

(3) エラーチェックの結果は、イベント ビューアのアプリケーション ロ
グに記録されます。Windows が起動したら、[コンピュータ]を右クリ

ックして、[管理]を選択してください。[コンピュータの管理]画面が

表示されるので、[イベント ビューア]-[Windows ログ]-[アプリケ

ーション]を選択します。右側にログの一覧が表示されるので、ソ

ース欄に[Wininit]と表示されている最新のログをダブルクリックし

て表示させます。 

 
※日付を確認し、直前に実行されたログであることを確認してくださ

い。 
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(4) イベントの説明欄で「不良セクタ」(bad sector)に数値があるとき

はバックアップ/コピーできません。「0 KB in bad sectors」と表示

されていることを確認します。次に、ファイルシステム関連の問

題「Cleaning up ** unused …」の**数を確認します。数が多い

時は「ファイル システムエラーを自動的に修復する」のみにチ

ェックして「Cleaning up **」の表示がなくなるか、少なくとも**の

数値が１桁台になるまで）エラーチェックを何回か繰り返してく

ださい。 

 
※ 操作対象のすべてのドライブで実行してください。 

※ 不良セクタがあるハードディスクの場合には、処理が正しく行

われません。 

 (表示例) 

--------------------------------------------------- 

Checking file system on c: 

・・・ (中略) 

Cleaning up 7 unused index… 

**** KB total disk space. (中略) 

0 KB in bad sectors (以下略) 

 



LB イメージ バックアップ 11 Pro 利用ガイド 

33 

【Windows 8/10 での操作方法】 

 
(1) [コンピュータ]を開き、操作対象となるドライブを右クリックし、メニュー

から[プロパティ]を選択します。 

 
 

 
(2) 「ツール」タブを選択し、「チェック」ボタンをクリックします。 

 

① 

② 
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(3) ドライブに問題が無い場合は、以下の画面が表示されます。「ドライ

ブのスキャン」をクリックして状態を確認します。 

 
 

ドライブのエラーチェックが実行されます。 

 
 

 

(4) 正常にスキャンが完了すると、以下の画面が表示されます。「詳細の

表示」をクリックします。 
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(5) 「イベントビューアー」の画面が表示されます。ソース欄に[Chkdsk]と

表示されている最新のログをダブルクリックします。 

 
 

イベントの説明欄で「不良セクター」に数値があるときは処理が正しく

行われませんので、パーティション操作は行わないでください。「不良

セクター」の表示が「0 KB」になっていることを確認します。 

 
※ 日付を確認し、直前に実行されたログであることを確認してください。 

 
※ 「不良セクター」の表記がない場合、【Windows 8/10 確実なエラーチ

ェック】手順を実行し確認されることをお勧めします。 

 



第４章 操作の前に 

36 

※ エラーチェックの開始画面でエラーが検出された場合 

 
 

この画面が表示された場合、「ドライブのスキャンと修復」をクリックし、

エラーを修復してください。なお、C ドライブに対して実行する場合は

以下の画面が表示されます。この場合は「次の再起動時に修復す

る」または「今すぐ再起動して修復する」のいずれかを選択し、エラー

を修復してください。 

 
 

※ 操作対象のすべてのドライブで実行してください。 

 

※ 不良セクタが無いのに操作に失敗する場合、【Windows 8/10 確実な

エラーチェック】の手順を実行しご確認ください。 
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【Windows 8/10 確実なエラーチェック】 
 

下記の手順で、ハードディスクのチェックと修復をより確実に行えます。 

 

(1) 「コマンドプロンプト」を管理者権限で実行します。スタートボタンを

右クリック[コマンドプロンプト（管理者）]をクリックします。 

 
 

(2) コマンドプロンプトが起動します。 

 
 

(3) 以下のコマンドを半角英数字で入力し、「Enter」してください。 

＜ファイルシステムのチェック/修復＞ 

CHKDSK C: /F 

CHKDSK（スペース）実行したいドライブ：（スペース）/F 

 

＜ファイルシステムのチェック/修復、不良セクタチェック＞ 

※時間がかかります 

CHKDSK C: /R 

CHKDSK（スペース）実行したいドライブ：（スペース）/R 
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(4) 以下のメッセージが表示された場合は「N」を入力し、「Enter」して

ください。 

 

以下のメッセージが表示されます。「Y」を入力し、「Enter」してくだ

さい。 

 
 

(5) 「次回のシステム再起動時に、このボリュームはチェックされます。」

と表示されますので、コマンドプロンプトを「×」で閉じて、パソコンを

手動で再起動してください。 

 
 

(6) 再起動時に、エラーチェックが実行されます。以下の画面のように

進行状況が「％」で表示され、100％完了すると、Windows が自動

で起動しますのでお待ちください。 
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(5) Windows が起動したら、エラーチェックの結果を確認します。[スター

ト]ボタンを右クリックして、[イベントビューアー]を選択してください。 

 
 

(6) [イベント  ビューアー ]画面が表示されるので、 [Windows ロ

グ]-[Application]を選択します。右側にログの一覧が表示されるので、

ソース欄に[Wininit]と表示されている最新のログをダブルクリックして

表示させます。 

 
 

※ 表示に時間がかかることがあります。 
※ 日付を確認し、直前に実行されたログであることを確認してください。 
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(7) イベントの説明欄で「不良セクタ」(bad sector)に数値があるときはバッ

クアップ/コピー/パーティション操作ができません。「0 KB in bad 

sectors」と表示されていることを確認します。次に、ファイルシステム

関連の問題「Cleaning up ** unused …」の**数を確認します。数が

多い時は「ファイル システムエラーを自動的に修復する」のみにチェ

ックして「Cleaning up **」の表示がなくなるか、少なくとも**の数値が１

桁台になるまで）エラーチェックを何回か繰り返してください。 

 
 

※ 操作対象のすべてのドライブで実行してください。 

※ 不良セクタがあるハードディスクの場合には、処理が正しく行われま

せんので、パーティション操作は行わないでください。 

 (表示例) 

--------------------------------------------------- 

Checking file system on c: 

・・・ (中略) 

Cleaning up 7 unused index… 

**** KB total disk space. (中略) 

0 KB in bad sectors (以下略) 
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第５章 LB イメージバックアップ 11 Pro を使用する 
 
５-１ LB イメージバックアップ 11 Pro の起動方法 
 

■起動方法 

[スタート]メニューから[すべてのプログラム]-[LB Image Backup 11 

Pro]-[ LB Image Backup 11 Pro]を選択します。 

■ランチャー 

初回起動時はランチャー（エクスプレスモード）が表示されます。よく

使用する機能はランチャーから直接実行することが可能です。LB イ

メージ バックアップ 11 Pro のメイン画面を表示させる場合は、以下の

画面で、[Image Backup]を選択します。 

 
 

 

 

※ ランチャーから操作を行った場合、処理が即座に行われますので

ご注意ください。 
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   ■メイン画面の起動方法 

ランチャーで、[Image Backup]を選択すると、以下のメイン画面が表

示されます。 

メイン画面では LB イメージ バックアップ 11 Pro のすべての機能を

使用することができます。よく使う機能はタブ分けされ、ボタンが用意

されています。LB イメージ バックアップ 11 Pro のランチャーを表示

させる場合は、以下の画面にある[エクスプレスモード]ボタンをクリック

します。 

 

 

 

 
 

 

 
ハードディスクやパーティシ

ョンの状態などが表示され

ます。 

ボタン タブ ランチャーの起動 詳細メニュー 

ハードディスクやパーティシ

ョンが視覚的に確認できま

す。 



LB イメージ バックアップ 11 Pro 利用ガイド 

43 

５-２ インターフェースの概要 

ランチャー ボタン 

ボタン 機能 

 
ランチャーに切り替えます。CD/USB 起動

時はこのボタンはなく、メイン画面を閉じる

とランチャーが表示されます。 

仮想操作バー 

標準設定では、「仮想モード」で動作します。ユーザが指定した操作は

すぐには実行されず、結果を確認してから実行することができます。 
ボタン 機能 

 
保留中の操作リストにある仮想操作を実際

に実行する 

 
保留中の操作リストにあるすべての仮想操

作を取り消す 

 
保留中の操作リストを表示する 

 
保留中の操作リストにある最後の仮想操作

を取り消す 

 
保留中の操作リストにある最後に取り消され

た仮想操作をやり直す 
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５-３ 処理の実行方法 

LB イメージ バックアップ 11 Pro は、「仮想モード」を採用しています。

ユーザが指定した処理は、直ぐに実行されずに一旦操作リストに登

録されます。操作リストに登録された処理を実行するには、仮想操作

バーの[適用]ボタンをクリックして、確認画面で[はい]を選択する必要

があります。この機能により、実際の処理を実行する前に、実行後の

結果を画面で確認することができ、複数の操作をまとめて実行するこ

ともできるようになっています。適用前であれば、処理の中止、元に戻

す、やり直しなどの操作が可能です。 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 『１０－３』でご紹介している『ワンクリック ウィザード』や、ランチャ

ーからコピーや復元などを実行した場合は、処理が即座に実行さ

れますのでご注意ください。 
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５-４ ブルースクリーン モード 

※ 処理の内容によって、処理が即座に開始されずに、以下の画面が

表示されます。これはホット プロセッシング（OS が起動した状態で

の処理）ができない場合に表示されます。システム パーティション

を含むハードディスクを縮小コピーする場合や、現在 OS が稼動し

ているドライブにコピー/復元しようとした場合などに、必ず表示さ

れます。 

 

※ [再起動]をクリックすると、システムが再起動され、Windows が起動

する際に、以下の画面が表示され処理が実行されます。停止する

場合には、[ESC]キーを押してください。 

 
 

※ 処理中は、画面がフリーズしたように

見える場合がありますが、処理は行

われていますので、操作に必要と思

われる十分な時間だけお待ちいただ

くようにしてください。 
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Windows 8/10 の場合、以下のような画面が表示されます。 
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第６章 バックアップとコピーの違いについて 
LB イメージ バックアップ 11 Pro では、主にハードディスク全体やパ

ーティションを丸ごとイメージファイルとして保存するイメージバックア

ップ機能と、ハードディスク全体を丸ごとコピーする機能が提供されて

います。この章では、主にイメージバックアップとコピーの違いについ

てご紹介します。お客様の環境に合わせて最適な操作をご利用くだ

さい。 

 

●バックアップ（イメージ バックアップ機能）について 

ハードディスク全体や C ドライブから丸ごと「イメージ」と呼ばれる圧縮

されたファイルを作成します。ディスクの内容やパーティションを最終

的にファイルとして保存しますので、作成されたイメージファイルを

USB などの外付けハードディスクや CD/DVD/BD にバックアップする

ことができます。 

 

ハードディスクのクラッシュやパソコンが起動しなくなってしまった場合

には、バックアップしたイメージファイルから復元作業を行うことで、バ

ックアップ時点の状態に戻すことができます。 
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●コピーについて 

ハードディスクの「コピー」では、ハードディスク全体を内蔵や外付け

ハードディスクに丸ごと、圧縮などはせずそのままコピーします。 

 

ハードディスクの複製を作成することができますので、コピー元とコピ

ー先を交換すれば、コピー先のハードディスクからOSなど以前と同じ

環境を立ち上げることができます。より大きなハードディスクへ交換し

たい場合や、ハードディスク自体の複製でバックアップを取っておき

たいときなどに便利です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

バックアップを実行する場合は、『第７章』に

お進みください。 

コピーを実行する場合は、『第１０章』にお

進みください。 
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●機能比較 

 長所 短所 

イメージ 

バックアップ 

- CD/DVD/BD、ネットワ

ークドライブへのバックア

ップが可能 

- 複数のバックアップイメ

ージファイルを同一の保

存先に保存しておくこと

（世代管理）が可能 

- ファイルとして保存され

るので、他のデータとの共

存が可能 

- イメージファイル内のデ

ータにアクセスする場合に

は、製品上での復元処理

が必要 

 

コピー - コピー元と同じハードデ

ィスクが作成されるので、

ディスクを交換すれば、コ

ピー先ディスクからも起動

することができる 

- データは圧縮せずにそ

のままコピーされるので、

万一の場合には、他のＰ

Ｃなどでも直接コピー先の

ハードディスクからデータ

の取り出しが可能 

- コピー先には、ローカル

接続（内蔵、USB）のハー

ドディスクが必要 

（CD/DVD/BD、ネットワー

クドライブは不可） 

- コピー先のディスクは、

コピー元のディスクの内容

ですべて上書きされるた

め、コピー用に専用のハ

ードディスクが必要（他の

データとの共存は不可） 
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第７章 バックアップを実行する 
この章では、LB イメージ バックアップ 11 Pro を使用して、ハードディ

スク全体やパーティションをバックアップする方法を説明します。 

 

７-１ ローカル/ネットワーク ドライブにバックアップする 
 

(1) LB イメージ バックアップ 11 Pro を起動します。[スタート]メニュ

ーから[すべてのアプリ（プログラム）]-[LB Image Backup 11 

Pro]-[LB Image Backup 11 Pro]の順にクリックします。ランチャー

画面が起動した場合は、[LB イメージ バックアップ 11 Pro]を選

択します。 
 

(2) LB イメージ バックアップ 11 Proが起動して、メイン画面が表示さ

れます。「バックアップと復元」タブから[バックアップ]をクリックしま

す。 
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(3) バックアップ ウィザードが起動します。[次へ]をクリックします。 

 
 

(4) [バックアップの対象]画面で、バックアップ対象のハードディスク、

またはパーティションを選択します。ディスク全体をバックアップす

る場合には、ハードディスクにチェックを入れます。選択が完了し

たら、[次へ]をクリックします。 
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バックアップ時のオプションを変更したい場合には、[バックアップ

設定を変更]チェックボックスにチェックを入れてから、[次へ]をクリ

ックします。オプションについては、[７－５ バックアップ オプショ

ンについて]でご紹介します。 
 

(5) [バックアップ先]画面では、作成されるバックアップ イメージの保

存先を指定します。[ローカル/ネットワークドライブに保存する]を

選択して[次へ]をクリックします。 
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(6) [バックアップ先 － パーティションの選択]画面では、バックアッ

プ イメージの保存先のパーティション、フォルダを選択し、バック

アップ イメージ名（フォルダ名）を指定して[次へ]をクリックしま

す。 

 
 

ネットワークドライブにバックアップする場合には、[ネットワーク]

内にあるリモートコンピュータを探してください。バックアップ イメ

ージの保存先の共有フォルダを選択して、バックアップ イメージ

名（フォルダ名）を指定します。 

 

『推定バックアップ イメージ サイズ』と

『バックアップ先で利用可能な領域』を

参考に容量に余裕のあるドライブを選

択します。 

ＣＤ起動時にはネットワークのアクセス

方法が異なります。詳細は『１４－５ ネ

ットワーク ドライブへのアクセス方法』

を参照してください。 
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リモート コンピュータへの接続に認証が必要な場合は、次のダイ

アログが表示されるので、接続に必要な[ユーザ名]と[パスワード]

を入力して[OK]をクリックします。 

 
 

(7) [バックアップ コメントとバックアップ モード]画面では、バックアッ

プ イメージ ファイルのコメントを入力して[次へ]をクリックします。

復元時に分かりやすい名前を付けておくことをお勧めいたします。 
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(8) [バックアップの概要]画面では、これまでに行ったバックアップ設

定を確認して[次へ]をクリックします。修正したい箇所がある場合

には、タイトルをクリックします。 

 
 

(9) [バックアップ ウィザードの完了]画面が表示されます。[完了]を

クリックします。 

 
 



第７章 バックアップを実行する 

56 

(10) バックアップを開始するには、画面上の[適用]ボタンをクリックし、

確認画面で、[はい]をクリックします。 

 
 
 
 
 
 
 

(11) 処理の進行状況を確認するためのダイアログが表示され、バック

アップ処理が開始されます。途中で処理を中止したい場合には、

[キャンセル]ボタンをクリックします。処理内容の詳細を確認した

い場合には、[操作メッセージを表示]をクリックします。 
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※ バックアップ処理の内容によっては、バックアップが開始されず

に、以下の画面が表示されます。 

 
[再起動]をクリックすると、システムを再起動してブルースクリー

ン モードでバックアップが開始されます。ブルースクリーン モ

ードについては、『５－４ ブルースクリーン モード』を参照して

ください。 

(12) バックアップが完了すると、[キャンセル]ボタンが[閉じる]ボタンに

切り替わります。[閉じる]ボタンをクリックして、ダイアログを閉じま

す。バックアップ先にイメージファイルが作成されているのか、確

認します。 

(13) 正しくバックアップが実行されたか、『９-３ バックアップ イメージ

の整合性チェック』を行います。 
  

■One Point 

ファイル転送ウィザード（利用ガイドの『８-４ 特定のファイル/フ

ォルダを復元する』）で、イメージ内のファイルやフォルダを確認

したり、復元することができます。 

※ローカル/ネットワークドライブに保存した場合のみ 
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７-２ CD/DVD/BD にバックアップする 
 

(1) ～ (4) までは、「７－１ ローカル/ネットワーク ドライブにバック

アップする」と同様の操作となります。 

(5) [バックアップ先]画面で、[CD/DVD/BD に書き込む]を選択し、

[次へ]をクリックします。 
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(6) [バックアップ先 － 書き込みドライブの選択]画面では、書き込みに

使用する CD/DVD/BD ドライブを選択し、バックアップ イメージ名

（ファイル名）を指定します。使用できるのは、半角英数字で最大 8 文

字までとなります。 

 

CD/DVD/DVD DL/BD ドライブ エミュレータを選択すると、バックア

ップ イメージを ISO イメージファイルとして保存することができます

（CD/DVD/BD への書き込み処理は実行されません）。 

ISO イメージファイルは、デフォルトで次のフォルダに保存されます。 

保存先：  
32 ビット C:\Program Files\LB\Image Backup 11 Pro\Program\ 
64 ビット C:\Program Files(x86)\LB\Image Backup 11 Pro\Program\ 

 

ISO イメージファイルの保存先は、設定画面の「CD/DVD/BD 書き込

みオプション」の「ISO イメージ フォルダ」で指定することができます。

詳細は、『７－５ バックアップ オプションについて』をご参照くださ

い。 



第７章 バックアップを実行する 

60 

(7) [バックアップ コメント]画面では、バックアップ イメージ ファイル

のコメントを入力します。復元時に分かりやすい名前を付けてお

くことをお勧めいたします。 
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(8) [バックアップの概要]画面では、バックアップ設定を確認します。

修正したい箇所がある場合には、タイトルをクリックします。 

 
※ [推定バックアップ イメージ サイズ]を参考に必要な枚数の

CD/DVD/BD を準備してください。 

 

※ DVD-RAM には対応していませんので、ご注意ください。 

 

※ 書き換え可能なメディアで、空のディスクではない場合、バッ

クアップ処理中に確認画面が表示されますので、ディスクの

内容を消去してください。 
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(9) [次へ]をクリックすると、[バックアップ ウィザードの完了]画面が

表示されます。[完了]をクリックします。 

 
 

(10) バックアップを開始するには、画面上の[適用]ボタンをクリックし、

確認画面で、[はい]をクリックします。 
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(11) 処理の進行状況を確認するためのダイアログが表示され、バッ

クアップ処理が開始されます。途中で処理を中止したい場合に

は、[キャンセル]ボタンをクリックします。 

 
 

ドライブにメディアがセットされていない場合には、次の画面が

表示されます。新しいメディアをドライブにセットして、[続行]をク

リックします。 
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ドライブにセットされたメディアが以前に使用したことのある書き換

え可能メディアの場合には、次の画面が表示されます。メディアを

消去してよい場合には、[高速消去]または[完全消去]をクリックし

ます。メディアを取り替える場合には、[新規メディアを挿入してく

ださい]をクリックします。 

 
 

(12) バックアップ イメージが複数枚にわたる場合には、1 枚目の書

き込みが終了すると、次のディスクが要求されます。ディスクを入

れ替えて処理を続行してください。 
 

(13) 処理が完了すると、[キャンセル]ボタンが[閉じる]ボタンに切り替

わります。[閉じる]ボタンをクリックして、ダイアログを閉じます。 
 

(14) 正しくバックアップが実行されたか、『９-３ バックアップ イメー

ジの整合性チェック』を行います。 
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７-３ 差分バックアップ 

 

差分バックアップ ウィザードで、選択されたパーティションのバックア

ップ イメージの差分を作成するには、以下の作業を行ってください。 

※ [バックアップと復元]タブから[差分バックアップ]を選択します。 
※ 差分バックアップ ウィザードの[…へようこそ]画面が開いたら、[次

へ]ボタンをクリックします。 
※ [バックアップ イメージの参照]画面で、バックアップ イメージを選

択します。[バックアップ イメージ ファイルの詳細]には、選択した

イメージの簡単な説明が表示されます。バックアップ イメージを選

択したら、[次へ]ボタンをクリックします。 

 

※ 差分バックアップを作成する際には、単一ボリュームのバックアッ

プ イメージのみ選択することができます。ハードディスク全体の

バックアップ イメージを選択することはできません。 

イメージファイルを直接参照する

場合には、[ファイル ビューに切

り替え]をクリックしてください。 
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※ [バックアップ イメージの内容]画面には、バックアップ イメージの

内容の詳細が表示されます。ここでは、パーティションの詳細なプ

ロパティ情報をすべて確認できます。さらに、[バックアップ設定の

変更]にチェックを入れると、バックアップ設定の変更を行うことがで

きます。[次へ]ボタンをクリックします。 

 
 

※ 画面の指示に従い、保存先を指定してバックアップを実行します。

基本的な手順は、「７－１ ローカル/ネットワーク ドライブにバ

ックアップする」と同じになります。 
 

※ 差分バックアップをスケジュール設定する場合には、[バック

アップ コメントとバックアップ モード]画面で、[バックアップの

スケジュール設定]を選択して設定を行ってください。 

 



LB イメージ バックアップ 11 Pro 利用ガイド 

67 

７-４ VD バックアップ（新しいバックアップ方式） 
SP1 から、新しいバックアップ方式となる VD バックアップ(ｐVHD 形

式)が追加されました。従来のバックアップと同様にハードディスク/パ
ーティション単位のバックアップを行えますが、VD バックアップでは。

ディスク全体に対する増分バックアップ、バックアップ元のハードディ

スクより小さいサイズをもつハードディスクへのディスク単位での復元

機能などがサポートされます。ただし、新方式では、CD/DVD/BD へ

のバックアップ、FTP 経由でのバックアップがサポートされないなど制

限事項がございますので、必要のないユーザ様は、従来のバックアッ

プ機能をご利用頂くことをお勧めいたします。ここでは、VDバックアッ

プと増分バックアップの手順をご案内いたします。 
 
(1) LB イメージ バックアップ 11 Proを起動します。[スタート]メニュー

から[すべてのプログラム]-[LB Image Backup 11 Pro]-[LB Image 

Backup 11 Pro]の順にクリックします。ランチャー画面が起動した

場合は、[LB イメージ バックアップ 11 Pro]を選択します。 
 

(2) LB イメージ バックアップ 11 Pro が起動して、メイン画面が表示さ

れます。「VD バックアップと復元」タブから[VD バックアップ]をクリ

ックします。 
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(3) バックアップ ウィザードが起動します。[次へ]をクリックします。 

 
 

(4) バックアップ対象のハードディスク、またはパーティションを選択し

ます。ディスク全体をバックアップする場合には、ハードディスクを

選択します（すべてのパーティションがオレンジの枠で囲われま

す）。選択が完了したら、[次へ]をクリックします。 

 
 
※ ここで、CドライブなどOSがインストールされているパーティシ

ョンを選択した場合には、C ドライブ以外の起動に必要なパー

ティションも自動的に選択されます。 
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(5) [バックアップ先]画面では、作成されるバックアップ イメージの保

存先を指定します。   ボタンをクリックして、保存先を指定し、

必要に応じて、イメージ名やイメージの説明の入力して[次へ]をク

リックします。 

 
 

 
 
バックアップ時のオプションを変更したい場合には、[バックアップ

設定を変更]チェックボックスにチェックを入れてから、[次へ]をクリ

ックします。オプションについては、[７－５ バックアップ オプショ

ンについて]でご紹介します。 
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ネットワークドライブにバックアップする場合には、[ネットワーク

上の位置]を選択してネットワーク内の保存先となるコンピュータ、

共有ドライブを選択してください。 

 
 

リモート コンピュータへの接続に認証が必要な場合は、次のダイ

アログが表示されるので、接続に必要な[ユーザ名]と[パスワード]

を入力して[OK]をクリックします。 

 
 

 

 

 

 

 

 

ＣＤ起動時にはネットワークのアクセス

方法が異なります。詳細は『１４－５ ネ

ットワーク ドライブへのアクセス方法』

を参照してください。 
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(6) 操作の選択画面では[バックアップを直ちに実行]を選択します。 

 
 

(7) [バックアップ ウィザードの完了]画面が表示されます。[完了]をク

リックします。 
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(8) バックアップを開始するには、画面上の[適用]ボタンをクリックし、

確認画面で、[はい]をクリックします。 
 
 
 
 
 
 
 
 

(9) 処理の進行状況を確認するためのダイアログが表示され、バックア

ップ処理が開始されます。途中で処理を中止したい場合には、[キ

ャンセル]ボタンをクリックします。処理内容の詳細を確認したい場

合には、[操作メッセージを表示]をクリックします。 
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(10) バックアップが完了すると、[キャンセル]ボタンが[閉じる]ボタンに

切り替わります。[閉じる]ボタンをクリックして、ダイアログを閉じま

す。バックアップ先にイメージファイルが作成されているのか、確

認します。 

(11) 正しくバックアップが実行されたか、『９-３ バックアップ イメージ

の整合性チェック』を行います。 

■One Point 

ファイル転送ウィザード（利用ガイドの『８-４ 特定のファイル/フ

ォルダを復元する』）で、イメージ内のファイルやフォルダを確認

したり、復元することができます。 

※ローカル/ネットワークドライブに保存した場合のみ 
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７-５ VD 増分バックアップ（新しいバックアップ方式） 
VD バックアップ(ｐVHD 形式)では、前回のバックアップから更新され

たセクタを増分としてバックアップすることができます。VD 増分バック

アップを実施する場合には、起点となるバックアップイメージが必要に

なります。ここでは、増分バックアップの手順をご案内いたします。 
 
(1) LB イメージ バックアップ 11 Proを起動します。[スタート]メニュー

から[すべてのプログラム]-[LB Image Backup 11 Pro]-[LB Image 

Backup 11 Pro]の順にクリックします。ランチャー画面が起動した

場合は、[LB イメージ バックアップ 11 Pro]を選択します。 
 

(2) LB イメージ バックアップ 11 Pro が起動して、メイン画面が表示さ

れます。「VD バックアップと復元」タブから[VD 増分バックアップ]

をクリックします。 
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(3) ウィザードが起動します。[次へ]をクリックします。 

 
 

(4) [バックアップ イメージの参照]画面で、ベースになる VD バックア

ップ イメージを選択します。[バックアップ イメージ ファイルの詳

細]には、選択したイメージの簡単な説明が表示されます。バック

アップ イメージを選択したら、[次へ]ボタンをクリックします。 

 
 

 

 

イメージファイルを直接参照する

場合には、[ファイル ビューに切

り替え]をクリックしてください。 
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(5) 必要に応じてコメントを入力して、[次へ]をクリックします。 

 
 

(6) 操作の選択画面では[バックアップを直ちに実行]を選択します。 
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(7) [バックアップ ウィザードの完了]画面が表示されます。[完了]をク

リックします。 

 
 

(8) バックアップを開始するには、画面上の[適用]ボタンをクリックし、

確認画面で、[はい]をクリックします。 
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(9) 処理の進行状況を確認するためのダイアログが表示され、バックア

ップ処理が開始されます。途中で処理を中止したい場合には、[キ

ャンセル]ボタンをクリックします。処理内容の詳細を確認したい場

合には、[操作メッセージを表示]をクリックします。 

 
(10) バックアップが完了すると、[キャンセル]ボタンが[閉じる]ボタンに

切り替わります。[閉じる]ボタンをクリックして、ダイアログを閉じま

す。バックアップ先にイメージファイルが作成されているのか、確

認します。 

(11) 正しくバックアップが実行されたか、『９-３ バックアップ イメージ

の整合性チェック』を行います。 
 

■One Point 

ファイル転送ウィザード（利用ガイドの『８-４ 特定のファイル/フ

ォルダを復元する』）で、イメージ内のファイルやフォルダを確認

したり、復元することができます。 

※ローカル/ネットワークドライブに保存した場合のみ 
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７-６ バックアップ カプセルに保存する 
バックアップ イメージの保存先として、バックアップ カプセルを使用

することもできます。ここでは、バックアップ カプセルの概要と使用方

法についてご紹介します。 

 

(1) バックアップ カプセルの概要 

バックアップ カプセルはバックアップ イメージを安全に格納する

特別な保管場所です。OS からは参照できない特別な領域をハー

ドディスク内に作成し、バックアップ イメージを安全に保存するこ

とができます。通常バックアップ先としては内蔵ハードディスク自

体のクラッシュに備え、外付けハードディスクやCD/DVD/BDなど

の外部ストレージに保存することを推奨していますが、内蔵の単

一ドライブしか持っていないユーザや CD/DVD/BD の書き込み

用ドライブを持っていないユーザにはこの機能をお勧めします。 

 
(2) 使用前の注意点 

バックアップ カプセルは既存のパーティションを操作します。万

一の場合には OS が起動しなくなる可能性もありますので、使用

には十分ご注意ください。また、ご利用前には万一の場合に備え、

必ず大切なデータをバックアップして頂きますようお願いいたしま

す。また、より確実に、効率的に作成して頂くために、ディスクの

エラーチェック（４－２を参照）とデフラグ（１０－１を参照）を事前

に必ず行ってください。 

 
ホットキーによる復元機能(PC 起動時にキー操作でバックアップ

カプセルからイメージを復元する機能)は、MBR（マスターブートレ

コード）を書き換えます。LB システムコマンダー9、LB ブートマ

ネージャーなど、MBR を管理する製品とは共存できません。また、

メーカ製パソコンに実装されているリカバリー機能が使用できなく

なる可能性がありますので、ご使用の際には、十分ご注意くださ

い。 
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(3) バックアップ カプセルを作成する 

① [バックアップと復元]-[バックアップ カプセルの管理]を選択

します。 

 
 

② ウィザードが起動します。[次へ]をクリックすると、自動的にハ

ードディスクの最適な場所が、バックアップ カプセルの作成

先として選択されます。作成場所を指定したい場合には、「詳

細モード」をチェックしてください。 
※作成する場所によっては問題が発生する可能性がありま

すので、ご注意ください。 

 



LB イメージ バックアップ 11 Pro 利用ガイド 

81 

③ [バックアップ カプセルの作成場所]画面では、バックアップ 
カプセルの作成場所を指定します。詳細モードを選択してい

ない場合には、位置を変更することはできません。 

 

④ [起動可能なバックアップ カプセルからの復元]画面が表示さ

れます。そのまま[次へ]をクリックします。 
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[バックアップカプセルからシステムの回復の開始を許可にす

る]を選択すると、PC の起動時に以下の画面が表示され、標

準では、<F1>キーを押して復元を実行することができます。 

 
※ この機能を使用すると、メーカ製 PC に実装されているリ

カバリー機能が使用できなくなる可能性があります。ご使

用の際には十分にご注意ください。 

※ UEFI の環境では使用できません。 

⑤  [バックアップ カプセルのサイズ]画面では、バックアップカ

プセルの大きさを指定します。空き領域を使用するパーティシ

ョンを選択して、バックアップカプセルの容量を指定します。 

 
※ 空き領域はシステムドライブ（OS がインストールされているパ

ーティション）以外を指定されるようお勧めいたします。 
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⑥ [次へ]をクリックすると、[バックアップ カプセルの管理ウィザ

ードの完了]画面が表示されます。 

 
 

⑦ バックアップ カプセルを作成するには、画面上の[適用]ボタ

ンをクリックし、確認画面で[はい]をクリックします。 
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⑧ 処理が実行され、バックアップ カプセルの領域が作成されま

す。 

 
※ システムドライブ（OS がインストールされているパーティ

ション）を操作する場合には、再起動を促すメッセージが

表示されますので、PCを再起動してください。再起動後、

OS 起動前に処理が実行されます。 

※ 処理中は、処理を中断したり、PC の電源を切ったりしな

いでください。 

 

⑨ 処理が完了すると、[キャンセル]ボタンが[閉じる]ボタンに切り

替わりますので、そのまま[閉じる]ボタンをクリックして、ダイア

ログを閉じます。以下のようにバックアップカプセルが作成さ

れます。 
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(4) バックアップカプセルを管理する 

バックアップカプセルの作成後には、バックアップ カプセルのサ

イズ変更、クリーンアップ、削除などを行うことができます。 

① [バックアップと復元]タブ内の[カプセルの管理]を選択しま

す。 

② バックアップカプセルの管理ウィザードが起動しますので、[次

へ]をクリックします。以下の画面が表示されます。ここでは、

各オプションについてご紹介します。 

 
 

[バックアップ カプセルを拡大] 

バックアップ カプセルの容量を増やします。ただし、増加す

る容量分、他のパーティションの空き容量が必要になります。 

 

[バックアップカプセルを縮小] 

バックアップ カプセルの容量を減らします。減少させた容量

分は、他のパーティションの空き容量に割り当てることができ

ます。 
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[バックアップカプセル内のバックアップイメージを削除] 

バックアップ カプセル内に保存されているバックアップ イメ

ージファイルをすべて削除します。 

 
[バックアップカプセルを削除] 

バックアップ カプセル自体を削除します。パックアップカプセ

ルが使用している領域は他のパーティションに割り当てること

ができます。 

 

[バックアップ カプセルの回復オプションの変更] 

ホットキーによる復元機能を有効/無効にすることができま

す。 

※UEFI の環境では使用できません。 

 

(5) バックアップ カプセルにバックアップする 

基本的な手順は、「７－１ ローカル/ネットワーク ドライブにバッ

クアップする」と同じになりますが、(5)のバックアップ先の指定画

面で、[バックアップ カプセルに保存する]を選択します。 
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(6) バックアップ カプセルから復元する 

基本的な手順は、「８－１」「８－２」と同じになりますが、「バックア

ップイメージの参照」画面で、[ファイル ビュー]に切り替え、[バッ

クアップ カプセル]を選択してからイメージファイルを指定します。 

 
 

(7) ホットキーを使用して復元する 

① [システム回復オプション]で、[バックアップカプセルからシステ

ムの回復の開始を許可にする]を選択すると、PC の起動時に

以下の画面が表示され、標準では、<F1>キーを押して復元を

実行することができます。 

 
 

※ UEFI の環境では使用できません。 
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② <F1>を押すと以下の画面が表示されます。<↓>キーで、

[Normal Mode]を選択して<Enter>キーを押します。 

 
※ Normal Mode の起動に失敗した場合には、Safe Mode をお

試しください。 

 

③ 以下の画面が表示されます。[クイック復元ウィザード]をダブ

ルクリックします。 
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④ 以降の 基本 的な 手順 は 、 「 ８ - ３  バックア ップ した

CD/DVD/BD から復元する」と同じになります。復元したいイメ

ージファイルを参照してウィザードを進めてください。 

 
 

※ 復元後 PC を起動時すると、①の画面が表示されず、標準で

②の画面が表示された場合には、②の画面で、『Win 

Vista/7/8/10』を選択して、OS を起動してください。 
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７-７ バックアップ オプションについて 

バックアップ オプション設定画面は、メニューの[ホーム]－[設定]ま

たはバックアップ ウィザード内で[バックアップ設定を変更]チェックボ

ックスにチェックを入れた場合に表示されます。メニューから変更した

場合には、今後の処理すべてに適用されます。ウィザード内で設定し

た場合にはその処理 1 回限りの設定となります。 
 

(1) CD/DVD/BD 書き込み オプション 

 

すべての CD/DVD/BD ディスクを最後まで書き込みます 

このオプションを選択すると CD/DVD/BD ディスクにデータの書き

込みが完了した時点で、ディスクのファイナライズが行われます。 

 

※ ディスクのファイナライズを選択すると操作の終了時に非常に

時間がかりますのでご注意ください。ハードディスク全体のバックア

ップを行う場合には、このオプションに関わらず、ファイナライズ処

理が行われます。 

 

書き込み速度 

バックアップ イメージを CD/DVD/BD に書き込む際の書き込み速

度を指定できます。メディアの品質に問題がある場合などは、書き

込み速度を最小に設定してから処理を実行してください。 
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起動オプション 

バックアップイメージを作成する際に使用する起動可能な ISO イメ

ージの指定と起動の可否を設定できます。 

 

ISO イメージ フォルダ 

バックアップ先に CD/DVD/BD を指定し、保存時の書き込みドライ

ブとして、CD ドライブ エミュレータもしくは DVD ドライブ エミュレー

タを選択すると、バックアップ イメージを ISO イメージとして保存す

ることができます。このオプションでは ISO イメージの保存先を指定

することができます。 

 

 

(2) FTP オプション 

 
 

バックアップ先に使用する FTP サーバの登録、管理を行うことがで

きます。 
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(3) 仮想モードオプション 

 
仮想モードを許可する 

ユーザが指定した処理を実行する場合、指定した操作の内容は操

作リストに登録されます。操作リストに登録された処理を実行するに

は、仮想操作バーの[適用]ボタンをクリックして、確認画面で[はい]

を選択する必要があります。 

 

進行状況ダイアログを自動的に閉じる 

操作の適用時に表示される進行状況ダイアログを自動的に閉じる

場合には、このオプションを選択します。 
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(4) VD バックアップ オプション 

 
 

不明なフォーマットのパーティション ポリシー 

不明なパーティションのバックアップ方式を指定します。 

 

VD バックアップ イメージの種類 

VD バックアップ時のファイル形式を指定します。 
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(5) コピー/バックアップ オプション 

 
 

HDD/パーティション RAW プロセス 

このオプションを選択すると、セクタ単位でパーティション/HDD を

バックアップ/コピーします（未割り当て領域はバックアップされませ

ん）。 

※処理に時間がかかります。 

 

差分コピーを実行する 

前回の完全なコピーから、セクタレベルの変更箇所だけをコピーす

ることができます。差分の検出に時間がかかることがあります。 

 

バックアップ イメージ データベースに登録されているイメージ フ

ァイルをスキップする 

バックアップファイルの作成時にバックアップ イメージ データベー

スに登録されているイメージファイルのバックアップをスキップします。

処理時間を短縮し、バックアップイメージのサイズを小さくすることが

出来ます。 

 

自動 BCD アップデート 

コピー、復元時に BCD を自動的に修正します。 
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(6) バックアップ イメージ オプション 

 
 

バックアップイメージの整合性制御 

作成したバックアップイメージに対してバックアップイメージの整合

性をチェックするための特殊データを書き込みます。 

 

イメージファイル名を自動的に設定する 

バックアップイメージの作成時に各ファイルの名称を自動で設定し

ます。 

 

圧縮レベル 

バックアップ イメージの圧縮レベルを変更します。圧縮率を高くす

ることで、イメージファイルは小さくなりますが、バックアップにより

多くの時間がかかるようになります。 

 

イメージ分割 

指定した容量でバックアップ イメージを分割することができます。

複数の保存先に分けて保存したい場合に使用します。 

※ CD/DVD/BD にバックアップする場合には自動で分割されます

ので、設定する必要はありません。 
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(7) バックアップ中の実行オプション 

 
 

バックアップ処理が行なわれる各段階において外部プログラムを実

行することができます。 
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(8) ホットプロセッシング オプション 

 
 

ホットプロセッシングを有効にする 

 

ホット プロセッシングを有効にすると Windows が稼働中でもオンラ

インでバックアップ処理を実行することができます。標準設定では、

マイクロソフト社の VSS（ボリューム シャドウ コピー サービス）が選

択されています。バックアップ時に問題が発生した場合には、[LB 

ホット プロセッシング]を選択してください。 
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(9) パーティション操作オプション 

 
 

パーティションを削除する前にボリュームラベルを確認する 

操作の実行前に確認画面が表示されます。 

 

FAT16 を FAT32 に変換するときに確認する 

操作の実行前に確認画面が表示されます。  

 

(10) ファイル システム変換オプション 

 
ファイルシステムが使用するタイムゾーンと言語情報の指定を行

います。 
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(11) 一般的なオプション 

 
 

パーティション アライメントモード 

コピーや復元時のパーティションのアライメントを指定します。[セ

クタサイズ 512 バイトに最適化]、[セクタサイズ 4096 バイトに最

適化]、[最適化を行わない]の中から選択できます。コピー先/復

元先が SSD やAFT搭載のハードディスクの場合は[セクタサイズ 

4096 バイトに最適化]を選択して下さい。 

データ消失保護を有効にする 

このオプションを選択することで、意図せずに処理が中断された

場合にデータ破損の可能性を最小限にとどめることが可能になり

ます。 
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(12) コピー / バックアップ除外オプション 

 
この機能を利用するとコピー/バックアップを実行する際、指定し

たファイルを除外できます。ここでは予め用意されたマスクを使用

するだけでなく、ご自身で特定のファイルやフォルダを指定するこ

とも可能です。フィルタを追加したい場合は、[カテゴリを追加]を

クリックしてください。 

※ 大容量のファイルを除外することで処理時間の短縮が期待でき

ますが、大量のファイルを除外指定すると、開始前の処理が増

加するため、通常の動作に比べて処理時間が大幅に増加する

可能性があります。 

※ この機能は『(8) ホットプロセッシング オプション』の、ホットプロ

セッシングの種類で、VSS（ボリューム シャドウ コピー サービ

ス）を選択した場合のみ有効です。 

なお、この機能には、以下の制限があります。 

 除外されるのは、ファイルのみです。フォルダはコピー/バ

ックアップ先にも作成されます。 
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(13) ログファイルオプション 

 
ログの保存先、保存期間などを指定することができます。 

(14) 操作に依存するオプション 

 
チェックを入れた操作が実行された際に電子メールが送信されま

す。 

※ 『(8) 電子メールオプション』が正しく設定されている必要があ

ります。 
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(15) 電子メールオプション 

 
予めユーザが指定した操作が適用されると指定したメールアドレ

スに通知メールを送信することが可能です。この機能を利用する

ためには操作が適用され、通知メールを送信する段階で SMTP

サーバとのセッションが適切に開かれている必要があります。操

作内容は、（9） 操作に依存するオプションで設定することができ

ます。  

※ メールサーバの設定値についてはご利用環境のネットワーク

管理者にお尋ねください。 
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(16) パスワード保護（バックアップウィザード内のみ） 

 
 

バックアップ イメージをパスワードで保護することができます。パ

スワードで保護することで、他のユーザなどにバックアップ イメー

ジを参照される恐れは少なくなりますが、パスワードを忘れると復

元できなくなりますので、ご注意ください。 

※パスワードは半角英数字でのみ入力できます。 
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７-８ ダイナミック ボリュームのバックアップについて 

バックアップ ウィザードでダイナミック ボリュームをバックアップすると

きは、次の手順に従ってください。 

※ [バックアップ/復元タスク]内の[バックアップ ウィザード]をクリック

するか、[ウィザード]メニューから[バックアップ ウィザード]を選択

します。 
※ ウィザードの[…へようこそ]画面が開いたら、[次へ]ボタンをクリック

します。 
※ [バックアップの対象]画面では、ダイナミック ディスクの該当する

オプションを選びます。ダイナミック ボリュームの構成要素をすべ

て選ぶ必要はありません。システムが自動的に行います。 

 
※ 以降の手順は、「７－１ ローカル/ネットワーク ドライブ

にバックアップする」と同じになります。 

※ 復元時も通常のパーティションと同じように、ボリューム単位で復

元することができます。 
※ ダイナミックディスク全体をバックアップすることはできませんので、

ご注意ください。 
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７-９ スケジュール バックアップについて 

LB イメージ バックアップ 11 Proでは、手動でバックアップを行うほか

に、スケジュールを設定することで定期的にバックアップを自動実行

することも可能です。特別な手順は必要なく、バックアップウィザード

と同様の操作でスケジュール設定を行うことができます。 

 
 

(1) LB イメージ バックアップ 11 Pro が起動して、メイン画面が表示さ

れます。「バックアップと復元」タブから[バックアップ]をクリックしま

す。 
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(2) バックアップ ウィザードが表示されますので、バックアップ先に応

じてウィザードを進めます。「７－１ ローカル/ネットワーク ドライ

ブにバックアップする」と同様の手順です。ックアップ ウィザード

のコメントの入力が完了すると、以下の画面が表示されます。 

 

(3) バックアップする方法とタイミングを指定します。バックアップを行

うタイミングには、[1 回]、[システム起動時]、[ログオン時]、[毎日]、

[毎週]、[毎月]が選択できます。さらに、選択したオプションに応

じて、詳細な設定を行うことができます。ここでは、一例として、毎

週月曜日の深夜 1 時にバックアップする設定をご紹介します。 

 
『タスクを実行する方法と時刻を指定してください』では、[毎週]を

選択します。『開始日』の時刻を[01:00]に設定します。『タイミン

グ』では、[1]と指定し、曜日では、[月曜日]のチェックボックスをオ

ンにします。 
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[ブルースクリーン モード（再起動処理）で実行しない]にチェック

を入れると、バックアップを再起動処理では行いません。 
 
[処理の終了後に電源を切る]にチェックを入れると、処理後にシ

ステムがシャットダウンされます。 

 

[バックアップ時に一意のファイル名を生成する（バックアップイメ

ージを上書きしない）]をチェックすると、バックアップ時に常に新

しいファイルが作成されます。チェックを外すと常に同じファイル

名でバックアップイメージファイルが作成されます。バックアップイ

メージの数や容量でファイル数を管理したい場合には、[サイクル 

バックアップ] [VD サイクルバックアップ]の機能をご利用くださ

い。 

 

(4) 設定が完了したら、[次へ]へ進み、ウィザードを完了させます。 
 

※ スケジュール バックアップを行う際には、PC が起動している

必要があります。上記の例では、毎週月曜日の深夜 1 時に

PC が起動している必要があります。ログオフした状態でバッ

クアップしたい場合には、(3)の画面で『実行するユーザー名

とパスワードを指定する』をクリックしてユーザとパスワードを

指定してください。 

 

※ 差分バックアップをスケジュール設定する場合には、[差分バ

ックアップ ウィザード]で、同様に設定してください。 

 

※ VD（増分）バックアップをスケジュール設定する場合には、

[VD（増分）バックアップ ウィザード]で、同様に設定してくださ

い。 
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(5) 設定を変更したい場合には、[タスク スケジュール]タブを選択し

ます。 

 
 

(6) 変更したいタスクを右クリックして、メニューから[プロパティ]を選

択します。タスクのプロパティが表示されるので、[スケジュール]タ

ブで設定を変更することができます。必要があれば、実行時刻な

どを修正します。 

 

タスクをすぐに実行したい場合には、タスクを右クリックして表示さ

れるメニューから[今すぐ実行]を選択します。 

 

※ バックアップ先、バックアップ対象を変更することはできませ

ん。その場合にはスケジュールを再度作成し直してください。 

※ スクリプトの編集機能は、日本語に未対応のため、編集され

るとバックアップが実行されなくなりますのでご注意ください。 
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７-１０  サイクル バックアップについて（差分） 

スケジュールを設定することで定期的にバックアップを自動実行する

ことも可能ですが、サイクル バックアップを使用すると、保存先の容

量やイメージ数を制限した上で、バックアップ イメージの世代管理を

行うことができます。 

※ サイクル バックアップはパーティション単位でのみ実行可能で

す。 

 
(1) [バックアップと復元]-[サイクル バックアップ]をクリックします。 
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(2) ウィザードが表示されますので、ウィザードを進めます。コメントの

入力画面の後に、以下の画面が表示されます。バックアップする

方法とタイミングを指定します。 

 
 

(3) サイクル バックアップの種類を設定します。 
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① サイクル バックアップの種類 

   - ベーシック タイプ 

     すべてのイメージがフルバックアップされます。 

   - 差分タイプ 

     最初のイメージはフルバックアップされ、以降のイメージは 

     差分バックアップになります。 

② イメージが保存できる最大ディスク容量 

   ここで指定した容量を超えた場合には、古いイメージから削 

   除されます。 

※ イメージサイズやバックアップ先の容量に応じて変更して

ください。 

③ 保存できる最大イメージ数 

   ここで指定した数を超えた場合には、古いイメージから削除 

   されます。 

 

(4) 設定が完了したら、[次へ]をクリックして、ウィザードを完了させま

す。 
 

※ バックアップはスケジュールで行われますので、その時間に

PC が起動している必要があります。ログオフした状態でバッ

クアップしたい場合には、(2)の画面で『実行するユーザー名

とパスワードを指定する』をクリックしてユーザとパスワードを

指定してください。 
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※ 保存先のフォルダ構成について 

① ベーシックタイプを選択した場合 

バックアップ先の User フォルダ内に、イメージファイル毎に日付.

時分秒のフォルダが作成され、保存されます。 

 

② 差分タイプを選択した場合 

バックアップ先の Hold フォルダ内にフルバックアップイメージが保

存され、User フォルダ内に、差分イメージファイル毎に日付.時分

秒のフォルダが作成され、保存されます。 
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７-１１ サイクル バックアップについて（VD 増分） 

スケジュールを設定することで定期的にバックアップを自動実行する

ことも可能ですが、サイクル バックアップを使用すると、保存先の容

量やイメージ数を制限した上で、バックアップ イメージの世代管理を

行うことができます。 
 

(1) [VDバックアップと復元]-[VDサイクル バックアップ]をクリックしま

す。 
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(2) VD サイクル バックアップの種類を設定します。 

 
 

① ベーシック タイプ 

すべてのイメージがフルバックアップされます。 

    

② 増分タイプ 

最初にフルバックアップされ、以降のイメージは増分バックアップ

になります。イメージが保存できる最大ディスク容量ここで指定し

た容量を超えた場合には、古いイメージから削除されます。 

 

(3) スケジュール設定などを行い、ウィザードを進めて完了させます。 

 
※ バックアップはスケジュールで行われますので、その時間に

PC が起動している必要があります。ログオフした状態でバッ

クアップしたい場合には、(2)の画面で『実行するユーザー名

とパスワードを指定する』をクリックしてユーザとパスワードを

指定してください。 
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※ 保存先のフォルダ構成について 

① ベーシックタイプを選択した場合 

バックアップ先のフォルダ内に、イメージファイル毎に日付.時分秒

のフォルダが作成され、保存されます。 

 

② 差分タイプを選択した場合 

バックアップ先のフォルダ内にフルバックアップイメージが保存さ

れ、増分イメージ毎に日付.時分秒のフォルダが作成され、保存さ

れます。 
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７-１２  FTP サイトへのバックアップについて 

LB イメージ バックアップ 11 Proでは、バックアップイメージをFTPサ

イトへ保存することも可能です。 

※ ご利用の FTP サーバによっては、アンチウィルスソフトのファイア

ウォール機能、Windows ファイアウォール機能の設定（FTP で使

用するポートの解放）が必要になります。また、FTP サーバによ

ってはご利用頂けない場合もあります。 

※ FTP サーバにバックアップした場合、ファイルやフォルダ単位の

復元ができません。ローカルディスク、ネットワークドライブへバッ

クアップされることをお勧めいたします。 

 
(1) 基本的な手順は、「７－１ ローカル/ネットワーク ドライブにバッ

クアップする」と同じになりますが、(5)のバックアップ先の指定画

面で、[FTP ロケーションにデータを保存]を選択します。 
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(2) バックアップ先として使用する FTP サイトを追加します。 

 
 
 
 

(3) バックアップ先のフォルダを選択して、[次へ]をクリックします。 
 

以降の手順は、「７－１ ローカル/ネットワーク ドライブにバックアップ

する」と同じになります。復元の手順も同様手順で、FTP サーバにある

イメージファイルを参照することが可能です。 

 

イメージ名は半角英数

字で入力します。 

ここをクリックして、接

続先を追加します。 

接続に必要な情報を

入力後、[接続]をクリ

ックします。 
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第８章 バックアップを復元する 

LB イメージ バックアップ 11 Pro で作成したバックアップ イメージは、

復元ウィザードを使用して簡単に復元することが可能です。バックアッ

プ イメージの復元対象によって、復元方法が異なります。 

 

システムパーティション（OS がインストールされているドライブ）や、ハ

ードディスク全体を復元する場合には、『３-１ 作成した起動メディア

の動作確認』で確認して頂いたように製品 CD から起動して復元を行

う必要があります。OS がインストールされていないドライブやバックア

ップ イメージ内の特定のフォルダやファイルを復元する場合には、

Windows 上で処理を実行することができます。 
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８-１ システムパーティション以外のバックアップを復元する 

ここでは、OSがインストールされていないパーティションを復元する方

法をご紹介します。Windows 上でイメージを復元することが可能で

す。 
※ システムドライブ(OS がインストールされているパーティション)やシス

テムドライブを含むハードディスク全体を復元する場合には、『８-２ 

システムパーティションを含むバックアップを復元する』をご参照くだ

さい。 

※ バックアップ元よりも小さなハードディスク・パーティションに復元する

場合は、バックアップ元の使用容量よりも大きなサイズのディスク、

パーティションが必要です。バックアップ元の使用容量よりも小さい

ハードディスク、パーティションに復元することはできません。 

(1) LB イメージ バックアップ 11 Pro を起動します。 

(2) [バックアップと復元]タブから[復元]をクリックします。VD バックア

ップで作成されたイメージファイルから復元される場合には、[VD

バックアップと復元]タブから[VD 復元] をクリックして処理を進め

てください。 

 



第８章 バックアップを復元する 

120 

(3) 復元ウィザードが起動します。[次へ]をクリックします。 

 
 

(4) [バックアップ イメージの参照]画面では、これまでに作成したバ

ックアップ イメージが一覧表示されます。目的のバックアップ イ
メージを選択して、[次へ]をクリックします。 

 

イメージファイルを直接参照する場

合には、「ファイル ビューに切り替

え」をクリックしてください。CD 起動

時には、標準でファイルビューの画

面になります。 
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(5) ハードディスク全体のバックアップ イメージを復元する場合は、[復元

する対象]画面が表示されます。この画面では、バックアップ イメー

ジから復元するハードディスク、パーティションを選択します。 

 
 

※ 上記画面でパーティション内を展開すれば、特定のファイルやフォル

ダのみを復元することも可能です。OS を含むドライブを復元する際

は、この操作は行わないでください。復元先ディスクから正しく起動で

きなくなります。 
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(6) [復元先]画面では、復元先のハードディスク、パーティションを選

択します。 

 
 

(7) [復元結果]画面では、復元した結果をプレビューすることができ

ます。また、「パーティションの復元オプション」では、復元時にパ

ーティションサイズを変更することができます。設定が完了したら、

[次へ]をクリックします。 
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(8) [復元ウィザードの完了]画面が表示されます。[完了]をクリックしま

す。 

 

(9) 復元を開始するには、画面上の[適用]ボタンをクリックし、確認画面

で、[はい]をクリックします。 
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(10) 復元が開始されます。 

 

※ 復元処理の内容によっては、復元が開始されずに、以下の画

面が表示されます。 

 
[再起動]をクリックすると、システムを再起動してブルースクリー

ン モードで復元が実行されます。ブルースクリーン モードにつ

いては、『５－４ ブルースクリーン モード』を参照してください。

OS がインストールされているパーティションやディスク全体を復

元されようとしている場合には、次項（８－２）を参考に、起動 CD

から起動して復元処理を実行してください。 
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(11) 復元が完了すると、[キャンセル]ボタンが[閉じる]ボタンに切り替

わりますので、そのまま[閉じる]ボタンをクリックして、ダイアログを

閉じます。 
 

以上で、復元処理が終了しました。復元先のドライブの内容を確認し

てください。 
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８-２ システムパーティションを含むバックアップを復元する 
 

この節では、システムパーティション(OS がインストールされているドラ

イブ)やシステムパーティションを含むハードディスク全体を復元する

手順をご案内します。復元には Windows PE 版の起動メディア

（CD/USB）を使用します。起動 CD/USB メモリの作成手順について

は、「第３章 起動メディアの作成と動作確認」を参照してください。 

 
※ バックアップ元よりも小さなディスク・パーティションに復元する場

合は、パーティション単位で復元処理を行うが必要があります。

バックアップ元の使用容量よりも小さいディスク、パーティション

に復元することはできません。 

 

※ ディスク全体のイメージを復元する際、バックアップ元のディスク

サイズより、復元先のディスクサイズが極端に小さいと、復元に

失敗することがあります。その場合は、パーティション単位での

復元をお試しください。 

 

※ システムドライブを含んだイメージを復元するためには、CD 起動

して復元する必要があります。 

 

 

(1) 起動メディア（CD/USB）を PC にセットして、PC を再起動します。 
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(2) CD/USB メモリからブートされ、以下の画面が表示されるので、し

ばらく待ちます。 

 
※ CD 起動の詳細な方法については、『３-１ 作成した起動メディ

アの動作確認』をご参照ください。 

(3) メニュー画面が表示されたら、[復元]をクリックします。VD バックアッ

プで取得したイメージを復元される場合には、[Image Backup]を選

択してメイン画面が表示させた上で、[VD バックアップと復元]タブか

ら[VD 復元] をクリックして処理を進めてください。 

 
※ 『ディスクが見つかりません』と表示された場合には、『１４-４ サ

ードパーティ製ドライバの追加方法』を参考にドライバを追加して

ください。 
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(4) ウィザードが表示されたら、[次へ]をクリックしてバックアップイメージ

を選択します。 

 
 

(5) [バックアップ イメージの参照]画面では、バックアップイメージの保

存先を参照してイメージファイル（PBF/PFI ファイル）を選択します。 

 
※ ネットワークドライブから復元する場合には『１４-５ ネットワーク ド

ライブへのアクセス方法』を参考にネットワークドライブの割り当て

後にネットワークドライブ内のイメージファイルを選択してください。 
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(6) ハードディスク全体のバックアップ イメージを復元する場合は、[復

元する対象]画面が表示されます。この画面では、バックアップ イメ

ージから復元するハードディスク、パーティションを選択して、[次へ]

をクリックします。 

 
 

(7) [復元先]画面では、復元先のハードディスク、パーティションを選択

して、[次へ]をクリックします。 
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(8) [復元結果]画面では、復元した結果をプレビューすることができま

す。復元結果を確認して、[次へ]をクリックします。 

 
※ 元のハードディスクより大きなハードディスクに復元する場合に

は、[データをコピーし、その大きさに比例してパーティションサイ

ズを変更します]にチェックを入れてください。 

 

※ バックアップ元よりも小さなディスク・パーティションに復元する場

合は、バックアップ元の使用容量よりも大きなサイズのディスク、

パーティションが必要です。バックアップ元の使用容量よりも小さ

いディスク、パーティションに復元することはできません。 

 

※ バックアップ元より小さいディスクに復元する場合には、パーティ

ション単位で復元を行ってください。 

Windows がインストールされた GPT ディスクの

イメージを、バックアップ元とは異なるディスクに

復元する場合は、ここにチェックを入れます。 
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※ パーティション単位で復元する場合には、以下の画面が表示され

ます。復元時にパーティションサイズを変更することができます。 

 
 

(9) 最終的な確認画面が表示されます。[はい、変更を適用します]を選

択して、[次へ]をクリックすると、復元が開始されます。 

※ メニューから復元ウィザードを起動した場合、[次へ]をクリックする

と、すぐに復元処理が開始されます。選択したイメージファイル、復

元先が正しいのか確認してからボタンを押してください。 
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(10) 復元が開始されます。 

 

(11) 復元が完了すると、以下の画面が表示されます。[完了]ボタンをク

リックして、ダイアログを閉じます。 

 
 

※ ネットワークドライブから復元する場合には、『１４-５ ネットワーク 

ドライブへのアクセス方法』を参考にネットワークドライブの割り当

て後にネットワークドライブ内のイメージファイルを選択してくださ

い。 
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８-３ バックアップした CD/DVD/BD から復元する 
CD/DVD/BD にバックアップした場合、『８-２ システムパーティシ

ョンを含むバックアップを復元する』の手順で、Windows PE 版の起

動 CD から起動後、バックアップした CD/DVD/BD と差し替えて復

元することもできますが、バックアップしたCD/DVD/BDから直接ブ

ートして復元することも可能です。 

※ 64 ビット版の Windows PE の起動 CD からブートして CD/DVD/BD

にバックアップした場合、バックアップ先の CD/DVD/BD から直接

ブートすることはできません。 

※ UEFI 環境では、Windows PE 版の起動 CD からブートして復元を行

ってください。 

(1) バックアップ イメージ ファイルが複数枚の CD/DVD/BD メディア

で構成されている場合には、最後の CD/DVD/BD をセットして、PC

を起動(再起動)します。CD/DVD/BD から起動して最終的に以下

の画面が表示されます。[クイック復元ウィザード]をダブルクリックし

て起動します。 

 
※ CDから起動されない場合はBIOSの設定内容を確認してください。 

※ ご利用のハードウェアによっては、この CD から起動できない場合

があります。起動できない場合は、最初に表示される画面で『Safe 

Mode』や『Low-Graphics Safe Mode』を選択してお試しください。 
※ パーティション単位でバックアップを行っている場合には、1 枚目の

ディスクからブートして復元を行ってください。 
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(2) クイック復元ウィザードが起動するので、[すべての HDD からバック

アップイメージを検索]にチェックを入れ[次へ]をクリックします。 

 
(3) 『復元する対象』画面が表示されます。CD/DVD/BD 内が検索さ

れ、イメージファイルの一覧が表示されます。表示されているイメー

ジファイルをダブルクリックで選択して[次へ]をクリックします。 
※ パーティション単位でバックアップしている場合には、1つのイメ

ージファイルが表示されますが、ハードディスク単位でバックア

ップした場合には、以下のように 2 つのイメージファイルが表示

される場合があります。その場合は『disk.pbf』をダブルクリック

で選択して[次へ]ボタンをクリックします。 

 



LB イメージ バックアップ 11 Pro 利用ガイド 

135 

※ イメージファイルが表示されない場合には、右側の参照ボタン 

  をクリックして、CD/DVD/BD ドライブ内を参照してイメージファ

イルを直接指定してください。 

 
『Safe Mode』や『Low-Graphics Safe Mode』では、Z: を選択してく

ださい。 

(4) バックアップ イメージの内容が表示されます。内容を確認し、[次

へ]をクリックします。 
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(5) 復元先を指定します。先ほど選択したバックアップ イメージはハー

ドディスク全体のバックアップ イメージになりますので、復元先の

ハードディスクを指定し、[次へ]をクリックします。 

 
※ 選択したハードディスクのすべてのデータが削除され、復元さ

れますので、ご注意ください。 

(6) 実行前と実行後のディスクの内容が確認できます。問題がなけれ

ば、[次へ]をクリックして復元を開始します。 

※ [次へ]をクリックすると、すぐに復元処理が開始されます。選択

したイメージファイル、復元先が正しいのか確認してからボタン

を押してください。 
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(7) 復元が開始され、操作の進行状況が表示されます。完了すると、

[キャンセル]ボタンが[閉じる]ボタンに変わるので、[閉じる]をクリッ

クします。 

 
 

※ ハードディスク全体をCD/DVD/BDにバックアップしている場合に

は、イメージ内の特定のパーティションのみを復元することができ

ません。ディスク全体を復元する必要があります。 

※ 複数のメディアから復元する場合など、差し替えたディスクの認

識に時間がかかるケースがあります。差し替え後は、ディスクの

読み込みが完全に完了するまでしばらく待ってから操作を始めて

ください。 

(8) CD/DVD/BD を取り出して[完了]をクリックします。メニュー画面に

戻るので、[電源を切る]か[再起動]をダブルクリックして処理を完了

します。 
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８-４ 特定のファイル/フォルダを復元する（ファイル転送ウィザード） 

ここでは、[ファイル転送ウィザード]を使用して、特定のファイル/フォ

ルダを復元する手順をご案内いたします。 

※ この手順でファイルを復元した場合、ファイルの更新日時が復元

した日時になります。 

※ 本機能は、VD バックアップイメージにはご利用頂けません。VD

復元ウィザードを使用してファイル/フォルダ単位の復元を実行し

てください。 

 

(1) LB イメージ バックアップ 11 Pro を起動します。 

 

(2) ランチャーから[ファイル転送ウィザード]を選択するか、[ツール]メ

ニューから[ファイル転送ウィザード]をクリックします。 
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(3) ウィザードが起動したら、[次へ]をクリックします。 

 
 

(4) 画面右のソースで、バックアップイメージの保存先を参照します。 
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(5) イメージファイル(拡張子が「PBF」、「000」、「p00」)をダブルクリック

で開きます。 

 
※ハードディスク全体のバックアップイメージの場合、PBF ファイ

ルではなく、*****_000p.000、*****_001p.000 などの個々のパー

ティションイメージを展開してください。 

 

(6) イメージ内の復元したいファイルを選択して、   ボタンをクリック

して、クリップボードに貼り付けます。[次へ]をクリックします。 
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(7) 保存先（復元先）を選択して[次へ]をクリックします。この例では、

「ローカル/ネットワーク ドライブに保存する」を選択しています。 

 
 

(8) 復元先のドライブ、フォルダを選択して、[次へ]をクリックします。 
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(9) ファイルの上書きの設定画面が表示されます。[次へ]をクリックし

ます。 

 
 

(10) 転送内容の確認画面が表示されます。[次へ]をクリックします。 
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(11) 転送が開始されます。 

 
 

(12) 転送が完了すると、以下の画面が表示されます。[完了]をクリッ

クして、ファイルの保存先（復元先）を確認してください。 

 
 

以上の操作で、バックアップ イメージから特定のファイル/フォル

ダを復元することができます。 
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第９章 バックアップ/復元に関するその他の機能 

この章では、LB イメージ バックアップ 11 Pro で使用できる便利な機

能について説明します。 

 

９-１ イメージ ビュー 

イメージ ビューでは、これまでに作成したバックアップ イメージファイ

ルを効率的に管理し、イメージファイルの内容の確認、マウント/アン

マウント(ドライブ文字の割り当て/削除)、指定したハードディスク/パー

ティションの復元、特定のファイル/フォルダの復元、バックアップ イメ

ージファイルの再構成などを行うことができます。 

 

イメージ ビューは、三つの領域に分かれています。 

左上の領域には、選択したバックアップ イメージに関する情報と適

用可能な操作が表示されます。 

右上の領域は、ボリューム参照と同じ画面となります。 

下側の領域には、これまでに作成したバックアップ イメージファイル

が一覧で表示されます。この領域でバックアップ イメージファイルを

選択すると、上側の領域の内容が更新されます。標準では VD バック

アップイメージのみが表示されるので、従来のバックアップイメージを
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表示させたい場合にはプルダウンから[バックアップ イメージを表示]
を選択します。 

 
バックアップ イメージファイルの一覧は、データベースで管理されて

います。左上のリストボックスとボタンを使用して、表示を切り替えたり、

バックアップ イメージファイルをデータベースへ登録/削除したりする

ことができます。 

各ボタンには、次の機能が割り当てられています。 
ボタン 機能 

 データベースの内容の更新 

 既存のバックアップ イメージのみ表示 

 選択したバックアップ イメージをデータベースに追加 

 選択したバックアップ イメージをデータベースから削除 

バックアップ イメージにドライブ文字を割り当てるには、下側の領域

でバックアップ イメージファイルを右クリックした後、「選択されたバッ

クアップ イメージのマウント」を実行します。ドライブ文字を選択する

ために、次のダイアログが表示されます。 

 
バックアップ  イメージファイルにドライブ文字を割り当てると、

Windows のエクスプローラを使用して、バックアップしたファイルやフ

ォルダを参照できるようになります。 

※ マウントできるのはパーティションのイメージファイルのみです。 

※ アンマウントに失敗する場合には、PC を再起動してください。 
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９-２ 統合バックアップ ウィザード 

統合バックアップ ウィザードを使用して、選択したディスク/パーティ

ションの既存のバックアップ イメージに基づいて、新たにプロパティ

を変更したバックアップ イメージを作成することができます。このウィ

ザードでは、次の操作を実行できます 

※本機能は、VD バックアップイメージにはご利用頂けません。 

■ 差分バックアップ イメージの指定時には、差分バックアップ イメ

ージをベース バックアップ イメージに統合して、その時点の新し

いベース バックアップ イメージ(統合バックアップ イメージ)を作

成できます 

■ バックアップ イメージが分割されていない場合には、分割します 

■ 新しい分割サイズで、バックアップ イメージを再分割します 

■ 分割バックアップ イメージを 1 つに統合します 

■ バックアップ イメージが圧縮されていない場合には、圧縮します 

■ 新しいレベルで再圧縮します 

■ バックアップ イメージが圧縮されている場合には、圧縮解除します 

■ バックアップ イメージが暗号化されていない場合には、暗号化します 

■ 新しいパスワードで、再暗号化します 

■ バックアップ イメージが暗号化されている場合には、暗号解除します 

■ バックアップ イメージを CD/DVD/BD に書き込みます 
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(1) [バックアップと復元]タブから[統合バックアップ ウィザード]をクリ

ックします。 

 
(2) [バックアップ イメージの参照]画面で、対象となるバックアップ 

イメージを選択します。[バックアップ イメージファイルの詳細]セ

クションには、選択したイメージの簡単な説明が表示されます。

[次へ]ボタンをクリックします。 

(3) [バックアップ イメージの内容]画面には、バックアップ イメージ

の内容の詳細が表示されます。ここでは、バックアップ イメージ

内のディスクやパーティションの詳細なプロパティ情報をすべて

確認できます。[次へ]ボタンをクリックします。 
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(4) [統合の設定]画面では、以下の設定が可能です。設定が完了し

たら、[次へ]ボタンをクリックします。 

 バックアップ イメージの整合性のチェック 

 バックアップ イメージの圧縮レベル（圧縮なしという選択も可） 

 バックアップ イメージを分割サイズ（分割する場合は、イメー

ジ ファイルの最大サイズを設定することが可能） 

 バックアップ イメージのパスワード設定 

 CD/DVD/BD に書き込み時の書き込み速度 

オプションについては、「７-５ バックアップ オプションについ

て」を参照してください。 

(5) [統合バックアップ イメージの保存先]画面で、ファイルの保存先

を選択します。[次へ]ボタンをクリックします。 

 ローカル/ネットワークドライブに保存する 

 物理パーティションに保存する 

 FTP にデータを保存 

 CD/DVD/BD に書き込む 

(6) バックアップの内容が分かるように、コメントを追加します。 
[次へ]ボタンをクリックします。 

操作が完了すると、ユーザは選択したディスク/パーティションの修正

済みバックアップを受け取ります。それは、指定した保存先（ローカル

またはネットワーク ディスク、もしくは、CD/DVD/BD）に格納され、ウ

ィザード内で設定した内容が適用されます。 

 



LB イメージ バックアップ 11 Pro 利用ガイド 

149 

９-３ バックアップ イメージの整合性チェック 

この機能を使用すると、イメージを使用する前にそのイメージが正常

か、破損しているかを区別することができます。以下の手順で、バック

アップ イメージの整合性チェック ウィザードを使用してください。 

 
※ [バックアップと復元]タブから[バックアップ イメージの整合性チ

ェック]をクリックします。ウィザードが起動したら、[次へ]をクリック

します。VD バックアップイメージのチェックを行う場合には、[バッ

クアップと復元]タブから[VD バックアップ イメージの整合性チェ

ック]をクリックします。 
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※ [バックアップ イメージの参照]画面では、これまでに作成したバ

ックアップ イメージが一覧表示されます。目的のバックアップ イ

メージを選択して、[次へ]をクリックします。 

 

※ 整合性チェックが開始されます。 

 

※ 終了したら[完了]ボタンをクリックしてください。 

※ エラーが発生した場合には、『４-２ ディスクのエラーチェック』を

実行後に、バックアップを再度実行してください。 

イメージファイルを直接参照す

る場合には、「ファイル ビュー

に切り替え」をクリックしてくださ

い。CD/USB起動時には、標準

でファイルビューの画面になり

ます。 
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第１０章 コピーを実行する 

この章では、LB イメージ バックアップ 11 Pro でハードディスクをコピ

ーする操作について説明します。 

 

１０-１ コピー操作を行う前に 
LB イメージ バックアップ11 Proで、コピー操作を行う前には必ずご確

認ください。 

 

(1) コピー元のハードディスクのエラーチェック（CHKDSK）を行ってく

ださい。ハードディスクに不良セクタなどの問題が存在すると、正

常にコピーが実行できない場合があります。 

※手順は『４-２ ディスクのエラーチェック』を参照してください。 

 

(2) コピー元のドライブを最適化してください。 
断片化しているファイルを最適化して頂くことで、コピー処理が、よ

り確実に、高速になります。コピー元のハードディスクのデフラグを

実行してください。  

 

① エクスプローラを起動して[PC]を開き、ドライブを右クリックし、メ

ニューから[プロパティ]を選択します。  
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② [ツール]タブを選択し、[最適化する]ボタンをクリックします。 

 
 

③ [ディスクの最適化]（Vista の場合は、[今すぐ最適化]）をクリッ

クし、デフラグを実行します。 

  
※コピー対象のすべてのドライブで実行してください。 
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コピー先のハードディスクを接続し、正しく認識されているか確認し

てください。 

 

ハードディスクの取り付け方法は、PC やハードディスクのマニュア

ルを参照してください。IDE、シリアル ATA、SCSI、SAS、USB、

IEEE1394 で接続されたハードディスクをコピー元、コピー先として

利用することができますが、接続後に、Windows 上の管理ツール

で正しく認識されているのかを確認してください。 
 
（コピー先ハードディスク/SSD の接続例） 
 
■新しいハードディスク/SSD を内蔵する場合 
【シリアル ATA ハードディスク/SSD】を内蔵する場合 

2 台目以降の空いているシリアル ATA コネクタに接続してください。 
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【IDE ハードディスク/SSD】を内蔵する場合 

ご使用のシステムがケーブルセレクトを使用している場合には、ハ

ードディスクのジャンパ設定を CS（CABLE SELECT）に設定し、プ

ライマリ IDE のスレーブコネクタ、またはセカンダリ IDE のマスター/

スレーブの順に空いているコネクタに接続してください。ご使用の

システムがケーブルセレクトを未使用の場合には、ハードディスク

のジャンパ設定を Slave に設定して、プライマリ IDE インターフェー

スの空いているコネクタに接続します。セカンダリ IDE インターフェ

ースに接続する場合は、1 台目は Master、2 台目は Slave にジャン

パ設定を行ってコネクタに接続してください。 
 
■新しいハードディスク/SSD を外付けする場合 
ハードディスクケースを利用してドライブを接続する場合には、ま

ずコピー先のハードディスクをケースに入れます。 
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ケースに入れたハードディスク/SSD を USB ケーブルまたは

IEEE1394 ケーブルでシステムと接続します。 

 
■接続後のハードディスク/SSD の確認 
ハードディスク/SSD の接続が完了したら、Windows を起動して接

続したハードディスク/SSD が正しく認識されているか確認してくだ

さい。 

 

「ディスクの管理」を使用すると、ハードディスク/SSD が正しく認識

されているかを確認することができます。接続されたハードディスク

/SSDは、「未割り当て」として表示され、接続を確認できます。確認

方法は以下の通りです。 
 

※ CD 起動してコピーする場合には、以下の方法で確認後に、

『第１３章 CD 起動でバックアップ/復元/コピーを実行する』を

参考に、CD起動時にコピー元、コピー先のハードディスクが正

しく認識されているか確認してください。 
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① [スタート]メニューを右クリックし、表示されたメニューから[ディ

スク管理]を選択します。 
② [ディスクの管理]画面が表示されます。コピー先のハードディ

スクが正常に認識されているのか確認します。表示されない

場合には、増設したハードディスクのマニュアルなどを確認し

てください。 

 
※ [種類]がベーシックになっているのか確認してください。

ダイナミックと表示されている場合には、ダイナミックディ

スクになっています。ダイナミックディスクのコピーはサポ

ートしていません。この管理ツールで、ベーシックに変換

することはできますが、ディスク内のファイルがすべて失

われます。 
 

(3) 必要のない機器を取り外してください 
コピー時にはコピー先のドライブの全データが削除されます。誤

操作を防ぐためにも、コピーに関係しないハードディスクを取り外

しておくか、電源を切っておくことをお勧めいたします。また、周辺

機器（USB メモリ、カードリーダ）なども取り外しておくことをお勧め

いたします。 
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１０-２ コピー後の動作確認 

 
コピー後は、必ず PC をシャットダウンして、コピー先のハードディス

クから起動できるのか確認してください。確認方法はコピー先のハ

ードディスクの接続形態によって異なります。 

 

※ 必ずコピー先のハードディスクのみが接続されている状態で起動

確認を行ってください。 

 

※ IDE ハードディスクの場合にはジャンパピンの設定が必要になる場

合があります。設定方法はハードディスク メーカのマニュアルなど

をご参照ください。 

 

※ 接続の切り替え時に BIOS の設定が必要になる場合があります。

BIOS の設定方法については、お使いの PC のマニュアルをご参照

ください。 

 

※ コピー先、コピー元のハードディスクのいずれかをバックアップ用に

使用する場合には、コピー先ハードディスクの起動確認後に、PC

から取り外して安全な場所に保管してください。 

 
※ Windows がインストールされた GPT ディスクをコピーし、コピー先か

ら起動できない場合は、[１５－１ ブートコレクタ]を参照の上、[EFI

ブートパラメータの修正]を実行してください。 
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【コピー先が、IDE、シリアル ATA で接続されているディスクの場合】 

新しいハードディスクを起動ドライブとして使用する場合には、ハ

ードディスク構成を変更する必要があります。 
  

■ シリアル ATA ハードディスクの場合 
コピー元ドライブを取り外し、コピー先ドライブを 1 台目のシリアル

ATA コネクタに接続します。 
 

■ IDE ハードディスクの場合 
ご使用のシステムがケーブルセレクトを使用している場合には、コ

ピー元ドライブを取り外し、コピー先ドライブをプライマリ IDE の

マスターコネクタに接続します。 
ご使用のシステムがケーブルセレクトを未使用の場合には、コピ

ー元ドライブを取り外し、コピー先ドライブのジャンパ設定を

Master に設定し直して、プライマリ IDE インターフェースに接続

します。 
 

【コピー先に USB 接続のハードディスク ケースなど利用されている場合】 

ケースからハードディスクを取り出し、PC の内蔵ドライブと差し替えて、コ

ピー先のハードディスクから起動できるのか確認してください。 
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１０-３  ハードディスクをコピーする（自動コピー） 
コピーを実行する前に、『１０-１ コピー操作を行う前に』を必ずご確

認ください。 

 

※ LB イメージ バックアップ 11 Pro を起動し、コピー元、コピー先ハ

ードディスクが認識されているか確認します。さらにコピー先のハ

ードディスクが空のディスク（パーティションが未割り当ての状態）

であることを確認してください。 

 
※ コピー先のハードディスクにパーティションが存在する場合に

は、ワンクリック ウィザードは使用できません。パーティション

を削除するか、『１０－４ ハードディスクをコピーする（手動コピ

ー）』を実行してください。 
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※ 「コピー」タブにある[ワンクリック ウィザード]をクリックします。 

 
 

※ コピー結果がプレビューされます。以下の画面が 10 秒間表示され、

コピー処理が開始されます。 

 
 

※ クリックするとコピー結果の

プレビューを 10 秒間表示し

たのち、コピーが開始されま

すので、ご注意ください。 

※ オプションを変更したい場合

には次画面で、すぐに[一時

停止]をクリックしてください。 

※ オプションを変更したい場

合には、[一時停止]ボタン

をクリックしてください。停

止した場合には、[次へ]ボ

タンをクリックするとコピー

処理を開始することができ

ます。 
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【コピー オプション】 
① HDD RAW コピー 

このオプションを選択すると、パーティション構造を意識せずに

セクタ単位でハードディスク全体をコピーします。 

※パーティションを拡大/縮小コピーすることはできません。 

 

② パーティション RAW コピー 

このオプションを選択すると、セクタ単位で各パーティションをコ

ピーします（未割り当て領域はコピーされません）。 

※パーティションを拡大/縮小コピーすることはできません。 

 

③ 差分コピーを実行する 

前回の完全なコピーから、セクタレベルの変更箇所だけをコピ

ーすることができます。差分の検出に時間がかかることがありま

す。 

 
【サイズ変更オプション】 

④ パーティション間の空きブロックを削除します 

このオプションを有効にすると、コピー時にパーティション間の 

未割り当て領域を削除することができます。 

 
⑤ データをコピーし、ディスクサイズに比例してパーティションの

サイズを変更します 

このオプションを有効にすると、コピー先のハードディスクサイ

ズに比例して、パーティションサイズが自動的に拡張/縮小しま

す（デフォルトでオンになっています）。 

※ 実際に使用している容量より小さなハードディスクへはコピ

ーできません。 

 
 
 
 



第１０章 コピーを実行する 

162 

※ コピーが開始されます。 

 
 

※ システムの状態、コピー内容によっては、コピーが開始されずに、

以下の画面が表示されます。 

 
[再起動]をクリックすると、システムを再起動してブルースクリー

ン モードでコピーが開始されます。ブルースクリーン モードにつ

いては、『５－４ ブルースクリーン モード』を参照してください。 
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※ コピーが完了すると「ワンクリック ウィザードの完了」の画面が表

示されますので「完了」をクリックします。すべてのパーティションが

コピーされていることを確認します。 

 
※ コピー後は、PC をシャットダウンして、『１０－２ コピー後の動

作確認』の手順で、コピー先ハードディスクからの起動確認を

実行してください。 
 

※ コピー元、コピー先の両方のハードディスクを接続した状態で

再起動しないでください。そのままの状態で再起動してしまうと、

コピー元ハードディスクの構成情報が更新されるため、新しい

ハードディスクを外した状態(コピー元ハードディスクのみ接続

された状態)では起動できなくなる場合があります。 

 

※ Windows がインストールされた GPT ディスクをコピー後、コピー

先のディスクから起動できない場合は、[１５－１ ブートコレク

タ]を参照の上、[EFI ブートパラメータの修正]行ってください。な

お、この操作を行うと、一時的にコピー元のディスクから起動で

きなくなる可能性があるため、(コピー元のディスクに再度[EFI

ブートパラメータの修正]を行うと起動できるようになります。) 

コピー後すぐにディスクを換装しない場合は、この操作は行わ

ないでください。 
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１０-４  ハードディスクをコピーする（手動コピー） 
コピーを実行する前に、『１０-１ コピー操作を行う前に』を必ずご確

認ください。 

 
※ LB イメージ バックアップ 11 Pro を起動し、[コピー]タブ内の[ハー

ドディスクのコピー]を選択します。 

 
 

 
 
 
 
 



LB イメージ バックアップ 11 Pro 利用ガイド 

165 

※ ウィザードが起動するので、[次へ]をクリックします。 

 
 

※ コピー元のハードディスクを選択して[次へ]をクリックします。 
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※ コピー先のハードディスクを選択して[次へ]をクリックします。 

 
※ コピー先ハードディスクは注意して選択してください。選択した

ハードディスクのすべてのパーティション（内容）が削除されま

す。 

※ コピー先にパーティションがある場合には、以下の確認画面が

表示されます。コピー元とコピー先を確認の上、[はい、コピー

操作を続行します]にチェックを入れて[次へ]をクリックします。 
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※ コピーする際のオプションを指定して[次へ]をクリックします。 

 
 

【コピー オプション】 

① HDD RAW コピー 

このオプションを選択すると、パーティション構造を意識せずに

セクタ単位でハードディスク全体をコピーします。 

※パーティションを拡大/縮小コピーすることはできません。 

 

② パーティション RAW コピー 

このオプションを選択すると、セクタ単位で各パーティションをコ

ピーします（未割り当て領域はコピーされません）。 

※パーティションを拡大/縮小コピーすることはできません。 

 

③ 差分コピーを実行する 

前回の完全なコピーから、セクタレベルの変更箇所だけをコピ

ーすることができます。差分の検出に時間がかかることがありま

す。 

 

④ コピー先ディスクに EFI ブートエントリを作成する 

EFI ベースのシステムの場合、コピー先ディスクのブートエントリ

を追加することができます（非推奨）。 
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【サイズ変更オプション】 

⑤ パーティション間の空きブロックを削除します 

ハードディスク内の未割り当て領域を削除してコピーします。 

 

⑥ データをコピーし、ディスクサイズに比例してパーティションの

サイズを変更します 
コピー先ハードディスクのサイズに合わせて、パーティションを

自動拡大、縮小します。 

 

※ コピー結果のプレビュー画面が表示されます。サイズを調整したい

場合には、スライダーで比率を調整します。設定が完了したら、[次

へ]をクリックします。 
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※ 以下の画面が表示されます。[完了]をクリックします。 

 
 

※ コピーを開始するには、画面上の[適用]ボタンをクリックし、確認画

面で、[はい]をクリックします。 
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※ コピーが開始されます。 

 

※ コピー処理の内容によっては、コピーが開始されずに、以下の

画面が表示されます。 

 
[再起動]をクリックすると、システムを再起動してブルースクリー

ン モードでコピーが開始されます。ブルースクリーン モードに

ついては、『５－４ ブルースクリーン モード』を参照してくださ

い。 
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※ コピーが完了したら[閉じる]をクリックします。メイン画面が表示され

ます。すべてのパーティションがコピーされていることを確認します。 

 
※ コピー後は、PC をシャットダウンして、『１０－２ コピー後の動

作確認』の手順で、コピー先ハードディスクからの起動確認を

実行してください。 
 

※ コピー元、コピー先の両方のハードディスクを接続した状態で

再起動しないでください。そのままの状態で再起動してしまうと、

コピー元ハードディスクの構成情報が更新されるため、新しい

ハードディスクを外した状態(コピー元ハードディスクのみ接続

された状態)では起動できなくなる場合があります。 

 

※ Windows がインストールされた GPT ディスクをコピー後、コピー

先のディスクから起動できない場合は、[１５－１ ブートコレク

タ]を参照の上、[EFI ブートパラメータの修正]を行ってください。

なお、この操作を行うと、一時的にコピー元のディスクから起動

できなくなる可能性があるため、(コピー元のディスクに再度

[EFI ブートパラメータの修正]を行うと起動できるようになりま

す。) コピー後すぐにディスクを換装しない場合は、この操作は

行わないでください。 
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１０-５  パーティションをコピーする 
LB イメージ バックアップ 11 Pro を使用して、パーティションをコピー

することも可能です。パーティションは同一のハードディスクや別のハ

ードディスクの未割り当て領域にコピーすることができます。 

※ パーティション単位でコピーを行う場合、コピー先としてコピー元

の実際の使用容量以上の未割り当て領域が必要です。 

※ コピー先のディスクからWindowsを起動したい場合は、ディスク単

位でのコピーを推奨します。コピー先容量の関係等で、ディスク

単位でのコピーができない場合にのみご利用下さい。 

Windowsがインストールされた GPT ディスクをパーティション単位でコ

ピーする場合は、先頭の 3 つのパーティション(OS によっては 2 つ)と

C ドライブをコピーしてください。 

 
 

Windows 7/8/10がインストールされたMBRディスクをコピーする場合

は、コンピューターのアイコンを右クリックし、[コンピュータの管理]画

面で状態を確認します。状態が[ブート][システム][アクティブ]になっ

ているパーティションをすべてコピーしてください。 

 

※これは Windows 8 の画面で

の一例です。ここでは[C]と、

[システムで予約済み]のパー

ティションが [ブート ][システ

ム][アクティブ]になっているの

で、この２つのパーティション

をコピーします。環境によって

は、この画面に[システム]の

パーティションがないこともあ

ります。 
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※ LB イメージ バックアップ 11 Pro を起動し、[コピー]タブ内の[パー

ティションのコピー]をクリックします。 

 
 

※ ウィザードが起動するので、[次へ]をクリックします。 
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※ コピー元のパーティションを選択し、[次へ]をクリックします。 

 
 

※ コピー先のディスク（未割り当て領域が存在する）を選択して[次へ]

をクリックします。 

 
※ パーティションは未割り当て領域にのみコピーすることができ

ます。 
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※ コピーする位置、サイズを指定し、[次へ]をクリックします。 

 
 

※ [完了]をクリックしてウィザードを終了します。 
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※ コピーを開始するには、画面上の[適用]ボタンをクリックして、確認

画面で、[はい]を選択します。 
 

 
 
 
 
 
 
 

※ コピーが開始されます。 
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※ コピー処理の内容によっては、コピーが開始されずに、以下の画面

が表示されます。 

 
[再起動]をクリックすると、システムを再起動してブルースクリーン 

モードでコピーが開始されます。ブルースクリーン モードについて

は、『５－４ ブルースクリーン モード』を参照してください。 

 

※ コピーが完了したら[閉じる]をクリックします。メイン画面が表示され

ます。パーティションがコピーされていることを確認します。 

 

※ コピー先のパーティション

には、ドライブ文字が割り

当てられていません。 

Windows 上で参照する場

合には、ドライブ文字の割

り当てを実行してください。

操作方法は、『１２－４ ドラ

イブ文字の割り当て/削

除』を参照してください。 
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１０-６ ディスク/パーティションのスケジュール コピー 
ハードディスク/パーティションを定期的にコピーする場合には、以下の

手順で進めます。 
 

※ [スケジュール]タブ内の[ハードディスクのスケジュール コピー]も

しくは[パーティションのスケジュール コピー]をクリックします。 
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※ ハードディスク コピー ウィザードが表示されますので、『１０－４ 
ハードディスクをコピーする（手動コピー）』、『１０－５ パーティショ

ンをコピーする』を参考にウィザードを進めてください。最終的な確

認画面の次に以下の画面が表示されます。 

 
 

※ コピーする方法とタイミングを指定します。コピーを行うタイミングに

は、[1 回]、[システム起動時]、[ログオン時]、[毎日]、[毎週]、[毎

月]が選択できます。さらに、選択したオプションに応じて、詳細な

設定を行うことができます。[タスクの完了後に電源を切る]にチェッ

クを入れると、処理後にシステムがシャットダウンされます。ここでは、

一例として毎週月曜日の深夜 1 時にコピーする場合の設定をご紹

介します。 
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『タスクを実行する方法と時刻を指定してください』では、[毎週]を

選択します。『タスクの実行開始』でコピーを開始する日時を[01：

00]に設定します。『間隔』では、[1]と指定し、曜日では、[月曜日]

のチェックボックスをオンにします。 

※ 設定が完了したら[次へ]をクリックして、ウィザードを完了させます。 
※ スケジュール コピーを行う際には、PC が起動している必要があ

ります。上記の例では、毎週月曜日の深夜 1 時に PC が起動して

いる必要があります。ログオフした状態でバックアップしたい場合

には、(3)の画面で『実行するユーザとパスワードを指定する』をク

リックしてユーザとパスワードを指定してください。 

※ パーティションのコピーの場合には、コピー先のパーティションを

スケジュール実行される前に手動で削除する必要があります。 

※ 後から、コピーのスケジュールを変更したい場合には、[タスク ス

ケジュール]タブ内のタスクのプロパティを参照して、[スケジュー

ル]タブで実行時刻などを修正します。 

※ コピー先、コピー対象を変更することはできません。その場合に

は、スケジュールを再度作成し直してください。 
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第１１章 コピー/復元した OS の調整 
復元/コピー直後の HDD を他のコンピュータに接続した場合、ほとん

どはそのままの状態では起動できません。ハード構成の異なる環境

で OS を起動させるには、あらかじめ対応するデバイスドライバが OS

に組み込まれている必要があります。OS 調整ウィザードで、自動でド

ライバを検索して追加できます。手動で追加したい場合は、必要なド

ライバ類を事前にハードメーカーから入手し、外付け HDD や USB メ

モリ等に保存しておいてください。 

 

※ このウィザードは稼働中の OS に対して操作を行えません。システム

環境にドライバの追加を行うには、Windows PE版のメディアを作成し、

CD/USB 起動の状態で操作を行う必要があります。起動メディアの

作成手順については、『第３章 起動メディアの作成と動作確認』を参

照して下さい。 

 

※ OS 調整ウィザードは、仮想モードを採用していません。そのまま操

作が実行されますので、操作には充分ご注意下さい。 

 

※ メーカー製の PC など、OEM 版の Windows がプリインストールされた

環境では、別の PC への移行が認められていない場合があります。

ライセンスの詳細は、各 PC メーカーにお問合せ下さい。 

 

※ BIOS ⇔ UEFI 間の移行はサポートされません。 



第１１章 コピー/復元した OS の調整 

182 

１１-１  OS を調整する（自動調整） 

 
(1) Windows PE 版の LB イメージ バックアップ 11 Pro の起動メディ

ア（CD/DVD）から起動し、[Image Backup]を選択してメイン画面

を表示させます。[コピー]タブ内にある[OS 調整]をクリックします。 

 

(2) [OS 調整ウィザード]が起動するので、[次へ]をクリックします。 
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(3) 調整を行う OS を一覧から選択し、[次へ]をクリックします。 

 
 

(4) 検索方法を選択します。[自動でアジャストを実行]をクリックすると、

OS、ドライバの解析が開始されます。 
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(5) 確認の画面が表示されます。「はい、変更を適用します。」を選択

して「次へ」をクリックすると、調整が開始されます。 

 
 

(6) 調整後、完了画面が表示されます。[完了]をクリックしてウィザード

を終了します。 

 
以上で操作は完了です。OS が起動できるか確認してください。 

 

※ OS が起動可能になっても、起動時に Windows やアプリケーショ

ンのライセンス認証を要求されることがあります。 
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１１-２ OS を調整する（手動調整） 

この操作は上級ユーザにのみお勧めします。あらかじめハードメー

カーから入手したドライバを指定して追加できますが、サウンドドライ

バやネットワークドライバ等、Windows 上から追加できるものについ

ては、Windows 起動後に追加することをお勧めします。追加するド

ライバは、あらかじめ外付けハードディスクや USBフラッシュメモリ等

に保存しておいてください。ここではUSB機器にドライバを保存した

ことを前提に、手順をご案内いたします。 
 
ドライバを保存した機器を PC に接続し、『１１－１ OS を調整する

(自動調整)』の(1)～(3)までの手順を実行します。 
(4) [手動でアジャストを実行]をクリックします。 
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(5) ドライバの保存場所を指定します。 

 
 

 

(6) 指定した保存場所を確認し、間違いなければ[次へ]をクリックします。 

 
 

 
 
  

ここにチェックを入れます。 

ここをクリックし、表示され

た画面で、あらかじめ保

存しておいたドライバの

保存場所を選択し、[OK]

をクリックします。 
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(7) 調整可能なドライバの一覧が表示されます。[次へ]をクリックします。 

 
この後の操作は自動調整と同じです。『１１-１ OS を調整する（自

動調整）』の(6)を参照しながら、操作を完了して下さい。 
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第１２章 パーティション操作 
１２-１ パーティション操作前の確認事項 

パーティション操作を行う前に、まずどのパーティションを操作するの

か、Windows 上で確認します。 
 

I. 操作対象のパーティションの位置を確認する 

本製品では Windows 上またはメディア起動でパーティション操作が

行えますが、メディアから起動時はドライブ文字(C:など)が Windows
上とは異なる場合がほとんどです。予め、操作したいパーティションの

位置を確認してください。 
 

① スタートメニューを右クリックして[ディスクの管理]を選択します。 

 

② 拡大したいパーティションの位置を確認します。C ドライブを拡大して

Dドライブを縮小する場合、下の画面例では、4番目のパーティション

を拡大して、5 番目のパーティションを縮小します。 

 
 

 

 

 

※ Windows 上でのドライブ文字(C:など)を基準に CD 起動

でパーティション操作を行うと、希望とは違うパーティション

が拡大・縮小されてしまう恐れがあります。必ず操作したい

パーティションの位置、容量を確認するようにしてください。 
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II. 特定の役割を持ったパーティションが無いか確認する 

Windows 7以降のWindowsは、複数のパーティションにまたがって

インストールされます。また、PC を初期化するためのリカバリ用のパ

ーティションがハードディスクに存在する機種もあります。このようなパ

ーティションを削除してしまうと、Windows が起動できなくなったり、リ

カバリが行えなくなってしまいますので、ご注意ください。こういったパ

ーティションの変更や削除は行わないことをお勧めします。 
詳細は[ディスクの管理]や LB イメージバックアップ 11 Pro のメイン

画面などで確認できます。 
 

MBR ディスクの場合(ディスクの管理の画面) 

【Windows 7 の例】 

 
 

【Windows 8 の例】 

 

先頭の「システムで予約済み」というパーティションは、Windows の

起動用のシステムパーティションになります。このパーティションを削

除すると、Windows が起動しなくなりますので、ご注意ください。 
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GPT ディスクの場合(LB イメージバックアップ 11 Pro のメイン画面) 

【Windows 7 の例】 

 
 

【Windows 8/10 の例】 

 
GPT ディスクに Windows がインストールされている場合は、上記画

面で選択したパーティションのいずれかを削除してしまうと Windows

が起動できなくなりますのでご注意ください。 

 

なお、環境によっては、ハードディスク内にリカバリ用のパーティション

や、PC メーカーの固有の機能を実行するためのパーティションが作

成されていることがあります。また、Windows 7/8のPCを、Windows 
8.1 や 10 にアップグレードすると、「回復パーティション」が新しく作成

されることがあります。これらのパーティションを削除・変更してしまうと

一部の機能が使用できなくなりますので、操作は行わないでくださ

い。 

 

特殊なパーティションの例(ディスクの管理の画面) 

 
 

 
 

※1 リカバリ用パーティション 

※2 Windows 8 から 8.1、8.1 から 10 へのアップグレード時に作成され

た回復パーティション 

※1 

※1 

※2 
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１２-２ C ドライブを大きくして D ドライブを小さくする(自動) 

ハードディスクのパーティションの容量配分は必ずしも最適とは言え

ません。空きが多い方から少ない方へ容量を移動することで、容量配

分を適切にすることができます。 

 

※ 操作前に、必ず『第４章 パーティション操作前の注意事項』を 

ご確認ください。 

 

(1) LB イメージバックアップ 11 Pro を起動します。メイン画面が表示

されたら、[パーティション操作]タブの[空き領域の移動]ボタンをク

リックしてください。 
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(2) [空き領域の移動ウィザード]が起動するので、[次へ]をクリックします。 

 
 

(3) 容量を拡大したいパーティションを選択して、[次へ]をクリックします。 
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(4) 容量を小さくしたいパーティションのチェックをオンにします。[次へ]を

クリックします。 

 
 

(5) パーティションの境界をドラッグして拡大後の容量を指定します。設

定が完了したら、[次へ]をクリックします。 

 
ここをクリックしてサイズを指定することもできます 
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(6) [完了]をクリックしてウィザードを閉じます。 

 
 

(7) 処理を開始するには、画面上の[適用]ボタンをクリックし、確認画面

で、[はい]をクリックします。 
      
 

 

 

 

 

(8) 空き領域の移動処理が行われます。 

 
※ 処理中は絶対に電源を切らないでください。 



LB イメージ バックアップ 11 Pro 利用ガイド 

195 

再起動を促すメッセージが表示された場合は、[再起動]をクリックしま

す。 

 
 

再起動時に処理が行なわれます。以下は Windows 8/10 での処理

画面です。画面はご利用の OS や環境によって異なります。 

 
※ 処理中は絶対に電源を切らないでください。 
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Windows 7 では以下のような画面が表示されます。 

 
 

 

(9) 終了したら、[閉じる]ボタンをクリックして結果を確認してください。 
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１２-３ C ドライブを大きくして D ドライブを小さくする(手動) 

ここでは、ウィザードではなく、手動で操作する方法をご紹介します。 

※ この例では D ドライブは拡張パーティションになっています。 

※ 操作前に、必ず『第４章 パーティション操作前の注意事項』を 

ご確認ください。 
 

(1) LB イメージバックアップ 11 Pro を起動します。 

 
(2) 最初に D ドライブを小さくして、D ドライブの前に未割り当て領域を作

成します。拡張パーティションの場合には、最初に拡張パーティショ

ン内の論理ドライブを小さくします。D ドライブを右クリックし [パーティ

ションの移動/サイズ変更]をクリックします。 
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(3) パーティションの境界をドラッグして D ドライブの前に空ける容量を指

定します。設定が完了したら、[はい]をクリックします。 

 
 

 

(2) 次に拡張パーティションを小さくします。拡張パーティション（水色の

部分）を選択し右クリック[パーティションの移動/サイズ変更]をクリッ

クします。 
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(3) 拡張パーティションの境界をドラッグして小さくします。設定が完了し

たら、[はい]をクリックします。 

 
 
 

(4) C ドライブを拡大します。C ドライブを右クリック[パーティションの移動

/サイズ変更]を選択クします。 
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(5) パーティションの境界をドラッグして C ドライブを大きくします。設定が

完了したら、[はい]をクリックします。 

 
 

(6) 処理後のパーティション構成が表示されるので、確認します。 
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(7) 処理を開始するには、画面上の[適用]ボタンをクリックし、確認画面

で、[はい]をクリックします。 
 
      
 

 
 
 
 

(8) 処理が開始されますので、終了するまでしばらく待ちます。終了した

ら、[閉じる]ボタンをクリックして結果を確認してください。 

 
 

※ 処理中は絶対に電源を切らないでください。 

 

※ 処理内容によっては、再起動を促す画面が表示されます。その場合

には、[再起動]をクリックしてください。再起動後の OS 起動時に処理

が実行されます。 
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１２-４ パーティション操作中に処理を中断してしまった場合 

 

パーティション操作中に電源が切れてしまったり、処理が停止してし

まった場合には、Windows PE 版の起動メディアをセットして PC を

再起動してください。中断された処理が再開されます。 
処理を再開しないと操作対象のハードディスクのデータがすべて失

われる可能性があります。 

 

ご利用の環境によっては、PC の起動時に以下の画面(Interrupted 

operation: Insert the Recovery CD or other Recovery Media and 

reboot your PC...)が表示されることがあります。Windows PE 版の起

動メディアをセットして PC を再起動してください。 

  
 

(1) Windows PE 版の起動メディア（CD/USB メモリ）をセットして PC を

再起動します。 

※ 起動メディアの作成方法や起動方法については、「第３章 起動メデ

ィアの作成と動作確認」をご参照ください。 
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(2) 以下のメニュー画面が表示されたら、[LB Partition Works]をクリックし

て起動します。 

 
 

(3) 以下の画面が表示されるので、[はい]をクリックします。 
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(4) 中断された処理が再開されます。 

 
 

(5) 処理が完了したら、起動メディアを外して PC を再起動します。OS が

起動したらパーティションの状態を確認してください。 

※ 完了後も進捗バーが最後まで進まず、途中で止まったように表示さ

れることがありますが、右下に[閉じる]ボタンが表示されていれば処

理は完了しています。[閉じる]をクリックした後、LB イメージバックア

ップ 11 Pro を終了し、メニューから PC を再起動してください。 
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第１３章 ハードディスクの管理 
LB イメージ バックアップ 11 Pro には、パーティションを管理するた

めの基本的なツールが実装されています。操作によっては、データ

が参照できなくなったり、OS が起動しなくなってしまう場合があります

ので、使用する際には十分ご注意ください。ここでは、よく使う機能を

ご紹介します。 
 

１３-１ パーティションの作成 
パーティションを作成するためには、ハードディスク内に未割り当て領

域が必要になります。 

※ MBR ディスクの場合、基本パーティションは１台のドライブに最大

４つまでに制限されます。 

 

(1) LB イメージ バックアップ 11 Pro を起動します。パーティションを

作成する未割り当て領域を選択し、右クリックのメニューから[パー

ティションの作成]を選択します。 
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(2) 以下の画面が表示されます。作成するパーティションの種類、サ

イズ、ファイルシステム（フォーマット形式）、ドライブ文字などを選

択して、[はい]をクリックします。 

 
 

(3) 変更後の結果を確認し、処理を実行する場合には、画面上の[適

用]ボタンを押して確認画面で[はい]をクリックします。 
 

 
 
 
 
 
 

(4) パーティションが作成され、フォーマット処理が実行されます。処

理が完了したら、[閉じる]をクリックします。 
 
※ パーティションを作成しただけでは、ドライブ文字が割り当てら

れないため、Windows 上から参照することはできません。（2）

でドライブ文字を割り当てるか、作成後に、『１２-４ ドライブ文

字の割り当て/削除』を参考に割り当てを行ってください。 
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１３-２ パーティションのフォーマット 

パーティションをフォーマットすると、パーティション内のすべてのデ

ータが削除されます。操作時は十分にご注意ください。 

 
(1) LB イメージ バックアップ 11 Pro を起動し、フォーマットしたいパ

ーティションを選択します。右クリックのメニューから[パーティショ

ンのフォーマット]を選択します。 

 
 

(2) 以下の画面が表示されます。ファイルシステム、ボリュームラベル

を指定して[フォーマット]をクリックします。 
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(3) 変更後の結果を確認し、処理を実行する場合には、画面上の[適

用]ボタンを押して確認画面で[はい]をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

(4) フォーマットが開始されます。終了したら[閉じる]ボタンをクリックし

ます。フォーマットしたパーティションを確認してください。 
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１３-３ パーティションの削除 
パーティションを削除すると、パーティション内のすべてのデータが削

除されます。操作時には十分ご注意ください。 

 

(1) LB イメージ バックアップ 11 Pro を起動します。削除したいパー

ティションを選択し、右クリックのメニューから[パーティションの削

除]を選択します。 
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(2) 確認画面が表示されます。ボリュームラベルを入力するか、[ボリ

ュームラベルを確認しない]にチェックを入れて、[はい]をクリック

します。 

 
 

(3) 変更後の結果を確認し、処理を実行する場合には、画面上の[適

用]ボタンを押して確認画面で[はい]をクリックします。 
 

 
 
 
 
 
 

(4) パーティションの削除が実行されます。終了したら[閉じる]ボタン

をクリックします。パーティションが削除されたことを確認してくださ

い。 
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１３-４ ドライブ文字の割り当て/削除 
ドライブ文字の割り当て/削除方法についてご紹介します。作成した

パーティションに、ドライブ文字を割り当てることで、Windows上から参

照できるようになります。 

 

(1) LB イメージ バックアップ 11 Pro を起動します。 
 

(2) ドライブ文字を割り当てたい/削除したいパーティションを選択し、

右クリックのメニューから[ドライブ文字の割り当て/削除]を選択し

ます。 

 
※ 選択したパーティションにドライブ文字が割り当てられていない

場合には、 [ドライブ文字の割り当て]が選択可能になり、割り

当てられている場合には、[ドライブ文字の削除]が選択可能に

なります。 
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(3) 表示された画面で割り当てたいドライブ文字を選択し、[OK]をクリ

ックします。 

 
 

(4) 変更後の結果を確認し、処理を実行する場合には、画面上の[適

用]ボタンを押して確認画面で[はい]をクリックします。 

 
 

 
 
 
 
 
 

(5) 処理が実行されます。終了したら[閉じる]ボタンをクリックします。

パーティションにドライブ文字を割り当てた場合には、エクスプロ

ーラやマイコンピュータから参照できるか確認します。 
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１３-５ パーティションのアクティブ/非アクティブ 
パーティションのアクティブ/非アクティブの設定方法についてご紹介

します。コピー先ハードディスクの起動パーティションはアクティブに

設定されている必要があります。 

※ 1台のハードディスクに、2つ以上のアクティブパーティションが存

在すると、OS が起動できなくなる可能性があります。 

 

(1) LB イメージ バックアップ 11 Pro を起動します。 
 

(2) アクティブ/非アクティブにしたいパーティションを選択し、右クリック

のメニューから[パーティションのアクティブ/非アクティブ]を選択し

ます。 

 
※ 選択したパーティションがアクティブ状態の場合には、 [パー

ティションの非アクティブ]が選択可能になり、非アクティブ状態

の場合には、[パーティションのアクティブ]が選択可能になりま

す。 
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(3) 確認画面が表示されるので、[はい]をクリックしてください。 

 
 

(4) 変更後の結果を確認し、処理を実行する場合には、画面上の[適

用]ボタンを押して確認画面で[はい]をクリックします。 

 

 
 
 
 
 
 
 

(5) 処理が終了したら、[閉じる]ボタンをクリックしてパーティションを[ア

クティブ]の箇所を確認してください。 
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１３-６ パーティションの表示/非表示 
パーティションの表示/非表示の設定方法についてご紹介します。パ

ーティションを非表示にすると、Windows 上から参照できなくなります。

例えばバックアップ用にコピーしたパーティションを OS から参照でき

なくしたい場合などに使用します。 

 

(1) LB イメージ バックアップ 11 Pro を起動します。 
 

(2) 表示/非表示したいパーティションを選択します。 
 

(3) 右クリックしてメニューから[パーティションの表示/非表示]を選択し

ます。 

 
※ 選択したパーティションが表示状態の場合には、 [パーティショ

ンの非表示]が選択可能になり、非表示状態の場合には、 [パ

ーティションの表示]が選択可能になります。 
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(4) 確認画面が表示されるので、[はい]をクリックしてください。 

 
 

(5) 変更後の結果を確認し、処理を実行する場合には、画面上の[適

用]ボタンを押して確認画面で[はい]をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6) 処理が終了したら、[閉じる]ボタンをクリックしてパーティションの

[非表示]の箇所を確認してください。 
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１３-７ シリアル番号の変更 
パーティションのシリアル番号の変更方法についてご紹介します。シ

リアル番号は、パーティションのフォーマット時に生成され、ブートセク

タに保存されます。  

※ 変更によって OS が起動しなくなる可能性がありますので、操作

には十分にご注意ください。 

 

(1) LB イメージ バックアップ 11 Pro を起動します。 

(2) シリアル番号を変更したいパーティションを選択して、右クリックの

メニューから[シリアルの変更]を選択します。 

(3) 新しいシリアル番号を入力して、[はい]をクリックしてください。 

 
 

(4) 変更後の結果を確認し、処理を実行する場合には、画面上の[適

用]ボタンを押して確認画面で[はい]をクリックします。 
 

 
 
 
 
 
 

(5) 処理が終了したら、[閉じる]ボタンをクリックします。 
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１３-８ パーティション ID の変更 
パーティション ID の変更方法についてご紹介します。パーティション

ID とは、パーティションに適用されているファイルシステムを識別する

ためのデータです。  

※ 変更によって OS が起動しなくなる可能性がありますので、操作

には十分にご注意ください。 

(1) LB イメージ バックアップ 11 Pro を起動します。 

(2) パーティション ID を変更したいパーティションを選択して、右クリッ

クのメニューから[パーティション ID の変更]を選択します。 

(3) 変更したい ID をリストから選択するか、直接入力して[はい]をクリッ

クしてください。 

 
(4) 変更後の結果を確認し、処理を実行する場合には、画面上の[適

用]ボタンを押して確認画面で[はい]をクリックします。 
 

 
 
 
 
 
 

(5) 処理が終了したら、[閉じる]ボタンをクリックします。 
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１３-９ 表面テスト 
表面テストの実行方法についてご紹介します。パーティションや未割

り当て領域に表面（サーフェス）テストを実行して、パーティションの各

セクタに障害が発生していないか確認することができます。 

 

(1) LB イメージ バックアップ 11 Pro を起動します。 

(2) 表面テストを実行したいパーティションを選択します。 

(3) 右クリックしてメニューから[表面テスト]を選択を選択します。 

(4) レベルを選択して[はい]をクリックしてください。 

 
 

(5) 変更後の結果を確認し、処理を実行する場合には、画面上の[適

用]ボタンを押して確認画面で[はい]をクリックします。 
 
 
 
 
 
 
 
 

(6) 処理が終了したら、[閉じる]ボタンをクリックします。 



第１３章 ハードディスクの管理 

220 

１３-１０ ファイル システムの整合性チェック 
ファイル システムの整合性チェックの実行方法についてご紹介しま

す。ファイルシステムに問題がないか確認することができます。 

 

(1) LB イメージ バックアップ 11 Pro を起動します。 

(2) 整合性チェックを実行したいパーティションを選択します。 

(3) 右クリックしてメニューから[ファイル システムの整合性チェック]を

選択を選択します。 

(4) 確認画面が表示されるので、[はい]をクリックしてください。 

 
 

(5) 変更後の結果を確認し、処理を実行する場合には、画面上の[適

用]ボタンを押して確認画面で[はい]をクリックします。 
 
 
 
 
 
 
 
 

(6) 処理が終了したら、[閉じる]ボタンをクリックします。 
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１３-１１ 削除パーティションの復元 
削除パーティションの復元方法についてご紹介します。誤ってパーテ

ィションを削除してしまった場合などに、このウィザードを使用して復

元することができます。 

※ 復元を保証するものではありません。状況によっては、復元でき

ない可能性もあります。 

 

※ 未割り当て領域を選択して右クリックのメニュー[削除パーティショ

ンの復元]を選択します。 
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※ 削除パーティションの復元ウィザードが表示されるので、[次へ]をク

リックします。 

 
 

※ 検索方法を指定します。標準サーチでパーティションが見つから

なかった場合には、別の 2 つのオプションもお試しください。 
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※ パーティションの検索が開始されます。 

 
 

※ 検索結果が表示されます。復元したいパーティションにチェックを

入れて[次へ]をクリックします。 
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※ 以下の画面が表示されます。[完了]をクリックします。 

 
 

※ 変更後の結果を確認し、処理を実行する場合には、画面上の[適

用]ボタンを押して確認画面で[はい]をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 
※ 処理が終了したら、[閉じる]ボタンをクリックします。復元されたパ

ーティションを確認してください。 

 

※ 復元されたパーティションにはドライブ文字が割り当てられて

いません。パーティションにドライブ文字を割り当てないと

Windows 上から参照することはできません。ドライブ文字の割

り当て方法は、『１２-４ ドライブ文字の割り当て/削除』を参照

してください。  
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１３-１２ GPT→MBR ディスク、MBR→GPT ディスクへの変換 
ハードディスクの形式を GPT→MBR、またはMBR→GPT 形式に変換

する手順をご案内します。 

 

※ この操作は、OS がインストールされたハードディスクに対しては行わ

ないでください。OS が起動できなくなります。 

 

※ MBR ディスクでは、作成できる基本パーティションは 4 つまでです。

GPT ディスクから MBR ディスクに変換する際、4 つ以上のパーティシ

ョンがある場合、4 つ目以降のパーティションは論理パーティションに

なります。 

 

(1) 変換したいハードディスクを選択して右クリックのメニューから[GPT 形

式へ変換]または[ベーシック GPT ディスクをベーシック MBR ディスク

へ変換]をクリックします。 
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(2) 確認メッセージが表示されるので、[はい]または[変換]をクリック

します。 

 

【MBR ディスクを GPT ディスクに変換する場合】 

 
 

【GPT ディスクを MBR ディスクに変換する場合】 

 
 

(3) 変更後の結果を確認し、処理を実行する場合には、画面上の

[適用]ボタンを押して確認画面で[はい]をクリックします。 

 

 

 

 

 

ディスクの変換が行われます。 
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１３-１３  MBR の更新 

ここでは、MBR(マスター ブート レコード)を更新する手順をご紹介し

ます。現在の MBR に書き込まれているブートコードを、標準のブート

ストラップコードに書き換えることができます。 

 
※ この操作は MBR ディスクでのみ実行できます。GPT ディスクでは実

行できません。 

 
(1) LB イメージ バックアップ 11 Pro を起動します。更新したいハー

ドディスクを選択して、メインメニューから[ハードディスク]－[MBR

の更新]を選択します。 
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(2) 確認画面が表示されます。[はい]をクリックします。 

 
 

(3) 変更後の結果を確認し、処理を実行する場合には、画面上の[適

用]ボタンを押して確認画面で[はい]をクリックします。 
 
 
 
 
 
 
 

(4) 処理が実行されます。終了したら[閉じる]ボタンをクリックします。 
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１３-１４  基本スロットの変更 

ここでは、基本スロットを変更する方法をご紹介します。パーティショ

ンの順番が誤っているときは、この機能を使って修正することができま

す。 

※ 変更によって OS が起動しなくなる可能性がありますので、操作

には十分にご注意ください。 

(1) LB イメージ バックアップ 11 Proを起動します。変更したいハード

ディスクを選択して、[ハードディスク]メニューから[基本スロットの

変更]を選択します。 

(2) 矢印ボタンで順番を入れ替えて[はい]をクリックします。 

 
(3) 変更後の結果を確認し、処理を実行する場合には、画面上の[適

用]ボタンを押して確認画面で[はい]をクリックします。 

 

 

 
 

(4) 処理が実行されます。終了したら[閉じる]ボタンをクリックします。 
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１３-１５  ベーシックディスクへ変換 

ここでは、ダイナミックディスクをベーシックディスクに変換する方法を

ご紹介します。 

※ シンプルボリュームのみサポートします。 

 
(1) LB イメージ バックアップ 11 Pro を起動します。変更したいハ

ードディスクを選択して、[ハードディスク]メニューから[ダイナミッ

クディスクをベーシックディスクへ変換]を選択します。 

(2) 確認画面が表示されます。[変換]をクリックします。 

 
(3) 変更後の結果を確認し、処理を実行する場合には、画面上の[適

用]ボタンを押して確認画面で[はい]をクリックします。 

 

 
 
 

(4) 処理が実行されます。終了したら[閉じる]ボタンをクリックします。 
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第１４章  CD/USB起動でバックアップ/復元/コピーを実行する 
LB イメージ バックアップ 11 Pro は作成した起動メディア（CD/USB）

から起動して、バックアップ/復元/コピーを実行することも可能です。 

※ 起動メディアの作成手順については、別紙の「Windows PE 版 起

動メディア（CD/USB） 作成ガイド」を参照してください。 

 
１４-１ Windows PE 版の起動メディアの特長、注意点 

Windows PE 版の起動メディアから起動すると、ハードウェアに依存し

ない環境で製品の機能が実行できます。DOS や Linux ベースの OS

を使用していると、ご使用のハードウェアによっては使用できないケ

ースもありますが、Windows PE 環境ではドライバの追加やネットワー

クの設定を行うことができます。 

 

■ ハードディスクの認識順序が Windows 上とは異なるため、外付けの

ハードディスクが 1 番目のハードディスクとして表示される場合があ

ります。 

■ ドライブ文字（C:など）が Windows 上とは異なる場合があります。 

■ ネットワークへのアクセス方法がWindows上とは異なります。詳細は

『１４-５ ネットワークドライブへのアクセス方法』をご参照ください。 

■ このCDから起動した時には、インストールした場合と比べて以下の

制限事項があります。 

- スケジュール機能は使用できません 

- サイクルバックアップは使用できません 

- 電子メールによる通知機能が使用できません 

- 電子メールによるログ送信機能が使用できません 
- イメージ ビューが使用できません 

- イメージのマウント機能が使用できません 

■ この CD から起動した場合には、連続で 72 時間以上使用すること

ができません。起動から 72 時間後に、自動的に再起動されます。 
 

 
 



第１４章 CD 起動でバックアップ/復元/コピーを実行する 

232 

１４-２ Windows PE 版の起動メディアの使用方法 

起動方法は、『３－１ 作成した起動メディアの動作確認』でご説明した

通りです。起動 CD をドライブにセットして PC を再起動（起動）します。

CD からブートされ、以下の画面が表示されます。詳細は、『３－１』をご

確認ください。 

 
 
起動に成功すると、メインメニューが表示されます。 
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１４-３ CD/USB 起動時の操作について 

 

(1) CD/USB 起動後に表示されるランチャーから[Image Backup]をクリッ

クします。 

 
 
※ LB イメージ バックアップ 11 Pro が起動します。 
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※ 『ディスクが見つかりません』と表示された場合 

 
このメッセージは、主に SCSI、RAID、最新のチップセットなどが

搭載されている機種で、ご利用のハードディスク コントローラが、

Windows PE に標準で組み込まれているドライバで対応できな

い場合に表示されます。ディスクを認識させるには、ご利用の

環境に対応したドライバを読み込ませる必要があります。手順

については、『１４-４ サードパーティ製ドライバの追加方法』を

参照してください。 

 

※ 起動メディア（CD/USB）を作成する際に、予めドライバを追加し

て起動メディアを作成すると、このメッセージは表示されず、ディ

スクが認識されるようになります。ドライバを追加したメディアを

作成する手順については、別紙の「Windows PE 版 起動メディ

ア（CD/USB） 作成ガイド」を参照してください。 

 

※ ネットワークドライブ、NAS などをバックアップデバイスとして利

用される場合には、Windows 上とは手順が異なりますのでご注

意ください。詳細は『１４-５ ネットワークドライブへのアクセス方

法』をご参照ください。 
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■ バックアップ操作 

『第７章 バックアップを実行する』をご参照ください。 

■ 復元の操作 

『第８章 バックアップを復元する』をご参照ください。 

■ コピー操作 

『第１０章 コピーを実行する』をご参照ください。 

■ パーティション操作 

『第１２章 パーティション操作』をご参照ください。 

 

※ 操作前に、必ずディスクのエラーチェックを実行してください。詳

細は『４-２ ディスクのエラーチェック』を参照してください。 

 

※ ネットワークドライブ、NAS などをバックアップデバイスとして利

用される場合には、Windows 上とは手順が異なりますのでご注

意ください。詳細は『１４-５ ネットワークドライブへのアクセス方

法』をご参照ください。 
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１４-４ サードパーティ製ドライバの追加方法 

起動メディア（CD/USB メモリ）から起動時に標準で認識されないサ

ードパーティ製の RAID、SCSI ドライバやネットワークドライバを読み

込んで認識させることができます。メディアから起動後、ハードディス

クが参照できない（正しく認識されない）、ネットワークにアクセスでき

ない場合には、以下の手順を参照してください。事前にフロッピーデ

ィスクや USB メモリなどにドライバを保存してください。なお、ドライバ

を組み込んだ起動メディアを作成することも可能です。手順は、別紙

の「Windows PE 版 起動メディア（CD/USB） 作成ガイド」を参照して

ください。 

 

※ サードパーティ製ドライバの入手方法については、ハードメーカにお

問い合わせください。 

※ ご利用の環境に応じたドライバを用意してください。起動メディアを作

成した PC が 32 ビットの場合は 32 ビット用が、64 ビットの場合は 64

ビット用のドライバが必要です。 

※ Windows 8/10 用のドライバを用意してください。 

 

(1) メディアから起動後に表示されるメニューから[ドライバーの追加]をク

リックします。 
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(2) 以下の画面が表示されるので、ドライバファイルを選択して[開く]をク

リックします。ドライバファイルは事前に、フロッピーや USB メモリ等に

コピーしておいてください。 

 
 

(3) 読み込みが完了すると以下の画面が表示されます。続けてドライバを

読み込む場合には[はい]を、メニューに戻る場合には、[いいえ]を選

択します。 

 
 

(4) LB イメージバックアップ 11 Pro を起動してハードディスクが正しく認

識されているのか確認してください。ネットワークドライバを追加した場

合には、次項を参考に、ネットワークドライブにアクセスできるのか確

認してください。 
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１４-５ ネットワークドライブへのアクセス方法 

起動メディア（CD/USB メモリ）から起動時にネットワークにアクセスす

る必要がある場合は、以下の手順を実行します。 

(1) メディアから起動し、メニューから[ネットワーク構成]をクリックします。 

 

(2) [ネットワークドライブ]タブをクリックします。 

 
※ DHCP サーバがない環境の場合には、Windows 上のネットワーク

設定を参考に IP アドレス等の項目を設定してください。 
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※ ネットワーク アダプタが正しく認識されていない場合は、以下の画面

が表示されます。『１１－４』を参考にネットワークドライバを追加して

ください。 

 
(3) [ネットワークドライブの割り当て]ボタンをクリックします。 

 
(4) 「ネットワーク共有」の欄にドライブに割り当てるフォルダのパス名を入

力します。例えば、マシン名が、FileServer で、共有フォルダ名が、

Shared の場合には、 \\FileServer\Shared と入力します。入力が終

わったら[接続するユーザ]をクリックします。 
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※     ボタンをクリックしてもネットワークを参照することはできませ

ん。クリックすると、ネットワークドライブの割り当てができなくなり

ます。クリックしてしまった場合には、再度 CD 起動からやり直して

ください。 

 

(5) ネットワークドライブへのアクセスに必要なユーザ名とパスワードを入

力します。ユーザ名とパスワードが不要な場合には、接続するユーザ

に guest と入力してください。入力が完了したら、[OK]ボタンをクリック

します。 

 
 

※ 以下のエラーが発生した場合には、マシン名の箇所を IPアドレス

に置き換えて処理をお試しください。 

（例：\\192.168.0.5\shared） 
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(6) 処理が完了するとネットワーク構成の画面に戻ります。[OK]ボタンをク

リックしてメニューに戻ります。 

 
 
 

(7) ファイル転送ウィザードなどを使用して、ネットワークドライブが参照で

きるのか確認します。 
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第１５章 その他の操作 
 
１５-１ ブートコレクタ 

パーティション操作後やコピー/復元先のハードディスクから OS が起

動できない場合には、ケーブルの接続、ジャンパピン、BIOS の設定

が正しいかご確認ください。それでも起動できない場合には、起動メ

ディア（CD/USB メモリ）から起動して[ブートコレクタ]で下記修正をお

試しください。 

1. EFI ブートパラメータの修正(GPT ディスクのみ) 

2. ドライブ文字の確認、修正 

3. MBR（マスターブートレコード）の更新(MBR ディスクのみ) 

4. ブート パラメータ(boot.ini、BCD)の修正 

 

1. EFI ブートパラメータの修正 

GPT ディスクをコピー/復元後に、コピー先/復元先のディスクから起

動できない場合は、まずこの操作を行って起動できるかご確認くださ

い。 

※ MBR ディスクをご利用の場合は、この操作は実行できません。また、

32ビット版のPCで起動メディアを作成した場合、このメニューは表示

されません。 

(1) 起動メディアから起動し、メニューから[ブート コレクタ]を選択します。 
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(2) ウィザードが起動したら[次へ]をクリックします。 

 
 

 

(3) [EFI ブートパラメータの修正]をクリックします。 
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(4) インストールされた OS が検出されます。修正したい OS にチェックを

入れ、「次へ」をクリックします。 

 
 

(5) 確認画面が表示されます。[はい、変更を適用します]を選択し、[次

へ]をクリックします。 
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(6) 完了画面が表示されます。CD を取り出し、メニューから[再起動]を選

択して OS の起動状況を確認してください。 
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2. ドライブ文字の確認、修正 

 

(1) 起動メディアから起動し、メニューから[ブート コレクタ]を選択します。

ブート コレクタが起動したら[次へ]をクリックします。 

 

(2) [修正する Windows 環境]をクリックします。 

 
 

(3) OS がインストールされたドライブの情報が表示されます。[ブートパラ

メーターの修正]をクリックします。 
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(4) [ブートパラメータ エディター]が表示されます。システムドライブに C:
以外の文字が割り当てられている場合はここで修正できます。修正後、

OK をクリックし、[次へ]をクリックします。 

 
 

※ C: が割り当てられていれば、この後の操作は不要です。[キャンセ

ル]をクリックして画面を終了してください。PC によっては、標準で C: 

以外のドライブ文字が割り当てられている場合がありますが、ここで

は、C: が割り当てられていることを前提にしています。以下のように

ドライブ文字が[なし]と表示されている場合も、[キャンセル]をクリック

して画面を終了してください。 

 

ここをクリックすれば、ドラ

イブ文字を選択できます。 
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(5) 確認画面が表示されます。[はい、変更を適用します]を選択し、[次

へ]をクリックします。 

 
 

(6) 完了の画面が表示されたら[完了]をクリックします。CD を取り出し、メ

ニューから[再起動]を選択して、OS の起動状況を確認してください。 
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3. MBR（マスターブートレコード）の更新 

 

※ この操作は、GPT ディスクに対しては実行できません。 

 

(1) 起動メディアから起動し、メニューから[ブート コレクタ]を選択します。

ブート コレクタが起動したら[次へ]をクリックします。 

 

(2) [マスターブートレコード（MBR）の修正]を選択します。 

 
 

 



第１５章 その他の操作 

250 

(3) マスターブートレコードを修正するハードディスクを選択し、[次へ]を

クリックします。 

 
 

(4) 確認画面が表示されるので、[はい、変更を適用します]を選択し、[次

へ]をクリックします。 

 

(5) 完了画面が表示されます。[完了]をクリックして、メニューに戻ります。 

 

(6) CD を取り出し、メニューから[再起動]を選択して OS の起動状況を確

認してください。 
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4. ブート パラメータ(boot.ini、BCD)の修正 

 

(1) 起動メディアから起動し、メニューから[ブート コレクタ]を選択します。

ブート コレクタが起動したら[次へ]をクリックします。 

 

(2) [ブート パラメータ(boot.ini, BCD)の修正]を選択します。 

 
 

(3) 確認画面が表示されるので、[はい、変更を適用します]を選択し、[次

へ]をクリックします。 

 

(4) 完了画面が表示されます。[完了]をクリックして、メニューに戻ります。 

 

(5) CD を取り出し、メニューから[再起動]を選択して OS の起動状況を確

認してください。 
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１５-２ ログの取得方法 

製品を使用して問題が発生した場合には、ログファイルの取得をお

願いするケースがございます。ここでは、参考までにログファイルの取

得方法をご紹介します。 

 

※ メディアブート時のログを取得したい場合、必ず操作直後の、再起動

前に実行してください。（再起動するとログは消えます。）または、起

動メディアから起動し、問題の発生したときと同じ操作を実行してくだ

さい。同じ操作を行えない場合でもメイン画面を1度起動してから、ロ

グを取得してください。 

 

(1) メニューから[ログセーバー]を選択します。 
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(2) ログセーバーが起動します。入力欄に文字を入力すると「次へ」をクリ

ックできるようになります。（メールアドレスをご入力いただいても、メー

ルは使用しません。） 

 
 

 

(3) ログの保存先を選択して、[保存]をクリックします。 

※ Windows 上とはドライブ文字(C:など)が異なる場合があります。 
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(4) 完了後、[閉じる]をクリックして画面を閉じます。メディア起動の場合

は、このあとメニューから再起動を選択し、Windows を起動してくださ

い。 

 
 

(5) ログの保存先を確認します。作成されたファイルをメールに添付して

サポートセンターにお送りください。 
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