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第1章 ユーザー登録 
 

『LB メディアロック3』をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご利用の際には、

まずはじめにユーザー登録を行ってください。 

 

第1節 ユーザー登録をされたお客様へのサービス 
 

ライフボート製品をお持ちのユーザー様は、新規ユーザー登録をしていただくことによりバー

ジョンアップ情報や優待販売のご案内、テクニカルサポートなどのサービスをご利用いただ

けます。 

ご登録いただいた内容に変更がある場合は登録内容を変更することができます。 

 

 

第2節 サポートについて 
 

ライフボートでは、ユーザー登録をされたお客様に対し、そのソフトウェアが使用可能なシ

ステム環境で発生した問題に対するテクニカルサポートを行っております。 

サポートセンターのご利用方法は、『ライフボート サポートセンター ご利用の手引き』 を

ご覧ください。 

 

 

第3節 ユーザー登録の方法 
 

ユーザー登録は、ライフボートのホームページのオンラインユーザー登録メニュー

（http://www.lifeboat.jp/reg/）から簡単にお手続きいただくことができます。 

 

 

 



第2章 LB メディアロック3の概要 

< 5 >  

 

第2章 LB メディアロック3の概要 
 

第1節 LB メディアロック3について 
  

『LB メディアロック3』は、リムーバブルメディアや外付けのハードディスクに暗号化領域を

作成し、大切なデータを安全に保存＆持ち運びができるデータ管理用ユーティリティソフ

トです。暗号化領域はパスワードを1回入力するだけの簡単操作で利用することができ、

“パスワードの不正入力への対策”や“暗号化領域の利用期限の設定”等の機能も搭

載しておりますので、大切なデータを不正利用から保護することができます。 

 

 

第2節 LB メディアロック 3 の機能 

   
■ リムーバブルメディアや外付け HDD を丸ごと秘密メディアにできます 

・ リムーバブルメディアや外付け HDD に秘密領域を作成できます。 

・ ドライブレターの指定／自動指定が可能です。 

・ AES による強力な暗号化をします（鍵長 128/256 ビット選択可能）。 

・ 秘密領域の再フォーマット可能です（作成時はメディアの種類によって FAT または 

FAT32 に自動的にフォーマットされます）。 

・ 同時に複数の秘密領域を有効にして使用できます。 
 

■ パスワードを 1 回入力するだけの簡単操作 

・ パスワードを1回入力するだけの簡単な操作で秘密領域の認証をすることができ 

ます。 

■ 秘密メディアをどのPCでもパスワード認証できる(フリーレシーバー) 

 ・ 作成先のリムーバブルメディアに『LB フリーレシーバー』を添付することができます。 

 ・ 『LB フリーレシーバー』を利用して、『LB メディアロック3』がインストールされていない

コンピューターから作成済みの秘密領域をパスワード認証することができます（新たに

秘密領域を作成することはできません）。 

 

■ 秘密領域に有効期限を設定可能。 

 ・ 秘密領域に有効期限を設定することができます。有効期限を過ぎた秘密領域は 

使用することができなくなります。 
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■ パスワード総当り攻撃時に秘密領域を自己破壊できる 

 ・ 秘密領域を作成する際に、パスワード入力間違い回数の上限を指定して、その指 

定された回数分パスワード入力を間違えると、秘密領域を自動的に破壊することが

できます。 

 

■ 米国標準技術局(NIST)による暗号化方式AES（鍵長256ビット）を採用 

・ 指定するパスワードのハッシュ値を暗号化のキーに使用します。 

・ パスワードは1バイト以上の英数字、記号、空白を含む半角文字（半角カナを除く）

を指定することが可能です。 

・ 異なる秘密領域には異なるパスワードを指定することが可能です。 

 

■ 管理者権限無しで使えるファイル／フォルダーの暗号化ツール（LB ファイルロック3 

Portable）を同梱 

・ 持ち出し先の PC で管理者権限無しで使用することができます。  

・ ファイル、フォルダー単位の暗号化を個別にすることができます。 
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第3節 動作環境 
 

LB メディアロック3 /LB フリーレシーバー 

■ 対応OS： 日本語 Windows 10/8.1/7/Vista（32ビット、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） 

■ 対応CPU： 1GHz以上のインテル Pentium互換CPU 

■ ハードディスクの空き容量： 20MB以上（フリーレシーバーは10MB以上） 

■ 必要メモリ： 1GB以上 

■ 秘密領域作成可能ドライブ/メディア： ハードディスク/SSD（内蔵・外付け）、

DVD-RAM、MO、USB フラッシュメモリー、コンパクトフラッシュ、メモリースティック、

SD/SDHC/SDXC カード、他 

■ 対応するリードオンリーメディア（※）： CD-R/RW、DVD+-R/RW、DVD+-R DL、

BD-R/RE/RE DL 

※ 『LB メディアロック3』によりハードディスクに作成した秘密領域をライティングソフト

でリードオンリーメディアに複製した場合、その複製されたデータを秘密ドライブとし

て認証することが可能なメディア 

※ 『LB メディアロック3』を使用して、リードオンリーメディアに直接秘密領域を書き

込むことはできません。 

※ フリーレシーバーには秘密領域を作成/削除する機能は含まれておりません。 

 

 

LB ファイルロック 3 Portable 

■ 対応OS： 日本語 Windows 10/8.1/7/Vista（32ビット、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） 

■ 対応CPU： 1GHz以上のインテル Pentium互換CPU 

■ ハードディスクの空き容量： 10MB以上 

■ 必要メモリ： 1GB以上 
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第4節 注意事項 

   
LB メディアロック3のご使用前に必ずお読みください 

 

＜秘密領域のフォーマットタイプについて＞ 

『LB メディアロック3』で作成される秘密領域（秘密ドライブ）は、FATまたはFAT32で自

動的にフォーマットされるようになっております。2GBを超えるファイルをご利用の場合には、

Windowsの「フォーマット」機能を利用して、作成した秘密領域をNTFSでフォーマットし直

してご利用ください。 

※ 秘密領域は仮想ドライブになりますので、別途パーティション操作ソフトなどを使っ

てフォーマットしたりサイズ変更したりすることはできません。 

※ 秘密領域へのアプリケーションのインストール、秘密領域に保存されたファイルや 

フォルダーを直接呼び出す方法はサポートしていません。 

※ DVD-RAM、Blu-rayに秘密領域を作成する場合、その秘密領域をNTFSで 

フォーマットすることはできません。 

※ 作成した秘密領域の圧縮および、圧縮ドライブに秘密領域を作成することはでき

ません。 

※ 秘密領域の中にさらに秘密領域を作成することはサポートしておりません。 

 
＜作成できる秘密領域数について＞ 

『LB メディアロック 3』で作成可能な秘密領域は、フォーマット済みの各ドライブ

（Windows上で、ドライブレターが割り当てられる単位）で１つずつ、ドライブ数分作成する

ことができます。 

 
＜秘密領域作成先ドライブのフォーマットについて＞ 
秘密領域を作成することができるドライブのフォーマットは次の通りです。 

FAT、FAT32、NTFS：  HDD、SSD、USB フラッシュメモリー、MO 

exFAT：  HDD、SSD、USB フラッシュメモリー 

UDF：  DVD-RAM 
※ Blu-ray ディスクには直接秘密領域を作成することはできません。ハードディスク上に

秘密領域を作成した後、ライティングツールを使用してデータを書き込む必要がありま

す。 
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＜他のアプリケーションとの併用について＞ 

他の仮想ドライブソフトとの併用はサポートしておりません。 

 

＜外部接続機器の取り外しについて＞ 

USBポートなどを利用して接続したストレージデバイスに秘密領域を作成して使用してい

る場合、そのデバイスをPCから取り外す際には「LB メディアロック3 ユーティリティ」の画

面上にある「停止」ボタンで、事前に秘密領域を停止してから取り外しの処理を行ってく

ださい。 

 

＜ドライブをフォーマットする場合＞ 

重要：作成した秘密領域、及び秘密領域を作成した作成先ドライブをフォーマットすると

秘密領域に保存したデータは削除されます。ドライブをフォーマットする際には十分にご注

意ください。また、秘密領域を作成した際には、作成先ドライブにフォルダー「\SML」が作

成され、フォルダー内に秘密領域と同容量のファイルが生成されます（初期設定の場合）

ので、「\SML」およびフォルダー内のファイルを削除しないように十分に注意してください

（Ver.2.0 形式で秘密領域を作成する場合、秘密領域を構成するファイルは作成先ドラ

イブのルートに生成されます）。 

 

＜秘密領域を構成するファイル＞ 

作成先ドライブに初期設定（Ver.3.0/Ver.2.5形式）で秘密領域を作成すると、その作成

先ドライブにフォルダー「\SML」（隠し属性）が作成され、 

SML.dat 

SML0.dat 

SML1.dat 

・・・・・・ 

という名前の隠しファイル属性をもつファイルが自動生成されます。 

※ フリーレシーバーをコピーする設定で秘密領域を作成する場合は、作成先ドライブに 

  フォルダー「\メディアロック」が同時に作成され、フリーレシーバーが格納されます。 

※ Ver.2.0形式で作成する場合、秘密領域を構成するファイルは作成先ドライブの 

  ルートに作成されます。 

※ Ver.1.0形式で秘密領域を作成する場合は作成先ドライブのルートに次の形式の 

  ファイルが作成されます。 

  MediaLock.dat 

  MediaLock0.dat 

・・・・・ 
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ファイル名に数字を含むファイルは、秘密領域のサイズに応じて2GB単位で作成されま

す。 

例えば、秘密領域のサイズが 71GB で Ver.3.0 形式の場合、下記のファイルが作成先ド

ライブの「\SML」フォルダーに生成されます。このとき、SML0.dat、・・・、SML33.dat のサイ

ズがそれぞれ 2GB となり、SML34.dat のサイズが残った 1GB というようになります。 

SML.dat 

SML0.dat 

SML1.dat 

・・・・・・ 

SML34.dat 

 

秘密領域に重要なデータを書き込む場合、これらのファイルをすべてバックアップするように

してください。「\SML」およびこのフォルダー内のファイルの属性は「隠しファイル」になってい

るため、フォルダー、ファイルが見当たらない場合はエクスプローラーの「フォルダーと検索の

オプション」－「表示」－「詳細設定」から「ファイルとフォルダーの表示」-「すべてのファイル

とフォルダーを表示する」をチェックしてエクスプローラー上でこれらのファイルを表示させるな

どにより存在を確認してください。『LB メディアロック3』自身にはバックアップ機能はありま

せんので、市販のバックアップソフトやバックアップデバイスを別途用意してバックアップを取

ってください（隠しファイルの表示方法はご使用のOS環境により異なります）。 

 

バックアップしたデータを戻すには、『LB メディアロック3』がインストールされたコンピューター

に、バックアップしたデータをリストアしたデバイスを接続してください。バックアップ前に指定

してあったパスワードにより、秘密領域を認証することができます。 

 

＜パスワードの管理＞ 

秘密領域の作成時および『LB ファイルロック3 Portable』の暗号化ファイル生成時やアプ

リケーション起動用に設定する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。製品の性質上、パスワードの紛失に関するサポートはご提供できません。 

 

＜秘密領域の作成時間＞ 

最初に使用開始するために必要な秘密領域の作成は、フォーマットしながら処理を行い

ます。PC 環境により異なりますが作業時間の目安は以下をご参照ください。 

100GB： 約10秒（暗号化アルゴリズムにVer.3.0形式 AES 256bitを使用 環境： 

CPU-Core i5-4200M 、 メ モ リ -8GB 、 Windows 10 Pro 、 USB3.0 接 続 - 外 付 け

HDD(NTFS)に秘密領域を作成した場合。秘密領域の作成時間はコンピューターの環

境、作成先のメディアによって異なります。） 
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＜秘密領域の最大サイズについて＞ 

秘密領域の最大サイズは2TBとなります。空き容量が2TBを超えるドライブに秘密領域

を作成しようとしても、作成可能な最大サイズは「2TB」と表示されます。 

 

＜ご利用環境上の留意点について＞ 

『LB メディアロック3』では、コンピューターに接続されたストレージデバイスを定期的に巡

回し、秘密領域を含んだメディアが装着されたかどうかを監視しています。ストレージデバ

イス（より正確にはそのデバイスドライバー）によっては、フォーマットされたメディアの有無を

正確に返してこない場合があり、そのような場合にはコンピューターの動作が遅くなったよう

に見えることがあります。 

 

『LB メディアロック3』では、秘密領域に暗号をかけているため、通常のドライブに比べてフ

ァイルの読み書きに要する時間が長くなります（実測で1.5倍から2.0倍程度※）。 

※ 内蔵 HDD の場合。ファイルの読み書きに要する時間は使用するメディアにより異なり 

  ます。 

 

秘密領域が有効となっている間、それに対して頻繁に読み書きを繰り返すような場合、

それぞれが小さなファイルであっても、ファイルシステム上は秘密領域を格納するファイル全

体に変化が出るため、アンチウイルスソフトやストレージリソース管理ソフトのリアルタイムモ

ニタへの負荷が高まることがあります。 

 

『LB メディアロック3』を使って秘密領域にファイルを書き込みますと、設定したアルゴリズ

ムでデータが暗号化されます。「AES」、によって暗号化されたデータは、ディスク解析ツー

ルを単純に使用しただけで解析できるものではありません。しかし、秘密領域に設定する

パスワードを推測しやすいものにしておくと、秘密領域を作成したメディアが万一他人の

手に渡ったときに解読されてしまう危険性が増大します。 

 

パスワードの紛失、有効期限を過ぎた秘密領域に保存されたデータ、あるいはパスワード

入力間違い回数指定により破壊された秘密領域に保存されたデータの復旧に関するお

問い合わせは一切受け付けません。秘密領域に大切なデータを書き込む際は、必ず秘

密領域を作成したメディアとは異なるメディアにバックアップを取るようにしてください。 

バックアップ方法については FAQ （http://www.lifeboat.jp/support/faq/）を参照してく

ださい。 

 

 

 



LB メディアロック3 利用ガイド 

< 12 > 

 
＜旧バージョンをご使用の場合＞ 
『キチッと秘密メディアロック』（Ver.1.0）、（Ver.2.0）、（Ver.2.5）および、フリーレシーバー

（Ver.2.0）、（Ver.2.5）がインストールされている場合、完全にアンインストールしてから本

製品をインストールしてください。旧バージョンをアンインストールしても作成した秘密領域

は残りますが、バックアップを取ってからアンインストールを実行してください。 

 

＜LB ファイルロック 3 Portable について＞ 

『LB ファイルロック 3 Portable』で使用できるファイル名またはパスの長さは、各 Windows

の仕様に依存します。稼動環境により異なりますが、ファイル名、パス長（フルパス）で指

定できる上限は 256 バイトまでとなります。 

もし、パス長の制限により正常に処理が行なえない場合は、ファイル名や暗号先/復号

先を変更してから再度実行してください。 

 

パスワード、認証用ファイルを紛失した場合の暗号化データの復旧に関するお問い合わ

せは一切受け付けることができません。管理には十分にご注意ください。 

 

『LB ファイルロック 3 Portable』は『LB メディアロック 3』を購入されたユーザー様のみ使用

することができます。暗号化データを第三者へ渡すような場合は自己解凍形式にて暗号

化するか、『LB ファイルロック 3 フリーレシーバー』をご利用ください。 
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第3章 LB メディアロック3のインストール 
 

第1節 LB メディアロック3のインストール 
 

インストールをするにはライセンスキーが必要です。事前にご用意ください。 

（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 メディアロック3』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、エクスプローラーから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」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。（はじめにユー

ザー登録をすることをお勧めします）。 

 
 

   メニューの説明 

ボタン 内容 

マニュアル クイックガイド、利用ガイド（このドキュメント）を収録してい

ます（PDF 形式）。ドキュメントを開くためには、Adobe 

Reader などがインストールされている必要があります。 

インストール インストーラを起動して『LB メディアロック 3』のインストール

を開始します。 

LB ファイルロック 3 

Portable 

インストール不要のファイル暗号化ソフト『LB ファイルロック

3 Portable』を収録しています。詳細は「第 7 章」(P45)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アクセスして、オンラインによる

ユーザー登録を開始します。 

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。 
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3． LB メディアロック3 セットアップウィザードが表示されます。「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「次へ」をクリックしてください。

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。 

※ ライセンスキーは半角英数字で正確に入力する必要があります。 

 
 

6． 「インストール先のフォルダ」画面が表示されます。「次へ」をクリックしてインストールを

進めてください。初期設定以外のパスにインストールする場合は「変更」をクリックし

てインストール先を指定できます。 

 
 

 

ライセンスキーはパッケージ版の場合、「お客様控え」に 

記載されています。 

ダウンロード版は購入手続き完了後に配信されるメー 

ルに添付されています。 
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7． デバイスドライバーをインストールするためのセキュリティの警告メッセージが表示され

る場合、「インストール」をクリックします。 

 
 

8． インストール完了の画面が表示されます。以上でインストール作業は完了します。

「完了」をクリックして Windows を再起動してください。 
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第2節 LB メディアロック3のアンインストール 
 

『LB メディアロック 3』のアンインストール手順を説明します。 

※ 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。 

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 メディアロッ

ク3」の順に選択して「アンインストール」を実行します。 

 
 

 

2. 「はい」をクリックするとアンインストールを開始します。 

 
※ ユーザーアカウント制御によるソフトウェアの更新許可の確認画面が表示される 

場合は「はい」をクリックして更新を許可してください。 

 

 
3. 「はい」をクリックすると、コンピューターを再起動してアンインストールが完了します。 

 
※ プログラムをアンインストールしても、作成した秘密領域およびコピーされたフリー

レシーバーは削除されませんが、秘密領域に重要な情報を保存している場合

はアンインストールを実行する前に秘密領域を構成するファイルを必ずバックアッ

プしてください。バックアップに必要なファイルについては P9 をご参照ください。 
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第4章 使用方法 
 

第1節 ユーティリティ 
 

「スタート」から「LB メディアロック3」-「LB メディアロック3 ユーティリティ」を選択するか、ま

たは、タスクトレイアイコンをクリックすると、以下のユーティリティが起動します。 

「LB メディアロック3」の主な操作はこの画面上から実行します。 

 
 

 

 

 

 

説明のため暗号化領域が作成済の画面を使用しています。 

インストール直後には以下の 3 つのアイコンは表示されません。 
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ステータスアイコンの種類 

 

秘密領域が存在するドライブ（秘密領域は有効中） 

現在有効になっている秘密領域が存在するドライブはこのアイコンが表

示されます。 

 

秘密領域が存在するドライブ（秘密領域は停止中） 

停止中の秘密領域が存在するドライブはこのアイコンが表示され、選択

すると「ユーティリティ」の右ウィンドウに秘密領域、ドライブの状態が表示

されます。 

 

有効中の秘密領域（秘密ドライブ）※ 

現在有効になっている秘密領域はこのアイコンが表示され、選択すると

「ユーティリティ」の右ウィンドウに秘密領域の状態が表示されます。 

 

秘密領域が存在しないドライブ 

秘密領域の存在しないドライブはこのアイコンが表示され、選択すると

「ユーティリティ」の右ウィンドウにドライブの状態が表示されます。 

※ 書き込みたいファイルをこのアイコンに直接ドラッグ＆ドロップすることはできません。 

有効中の秘密領域（秘密ドライブ）のファイル操作は、「エクスプローラー」、「コン 

ピューター（マイコンピュータ）」を使用します。 

 

アイコンメニューの各ボタン 

 

選択したドライブに秘密領域を作成します。 

 

選択した秘密領域のパスワードやドライブレターの変更、Windows 

ログオン時に秘密領域を有効にするかどうかの変更をします。 

 

作成した秘密領域を削除します。この場合、秘密領域に保存されてい

るデータも削除されますので、ご注意ください。 

 

無効になっている秘密領域をもう一度有効にします。このボタンを選択

するとパスワード入力画面が表示されます。 

 

指定した1つの秘密ドライブを停止します。秘密ドライブの利用を終了

し、外部接続の機器を取り外す時は、この「停止」後にWindowsの｢ハー

ドウェアの取り外しまたは取り出し｣の処理を行ってください。 
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複数の秘密ドライブが有効になっている場合、このボタンですべての秘密

ドライブを停止できます。 

 
 

タスクトレイでのアイコン表示／非表示の切り替え、『LB フリーレシーバ

ー』のコピー設定、暗号化アルゴリズムの選択ができます。 

 

アイコンをタスクトレイに表

示しない 

 

アイコンをタスクトレイに表

示する 
 

 

 

第2節 秘密領域の作成 
 

1． 秘密領域を作成する元ドライブを選択して、「作成」をクリックします。 

秘密領域をリムーバブルメディア(外付けハードディスク、USB フラッシュメモリー等)に

作成して、他の PC からも使用する場合は、作成前に「オプション」からフリーレシーバ

ーをコピーする設定「第 5 章 第 4 節」(P35）にしておく必要があります。 
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2． 「秘密領域の作成」画面が表示されます。この画面上で秘密領域の容量、パス 

ワード等を設定します。 

 
  

 

作成画面の設定項目 

① 容量 

 秘密領域を作成する容量を指定します。既にデータが保存されているドライブを選

択している場合、作成可能な秘密領域のサイズは、「空き容量全部」ボタンをクリッ

クすることで確認できます（ドライブに保存されているデータは保護されます）。 

※ 秘密領域の最大サイズは 2TB です。2TB を超えるドライブを利用する場合、 

パーティションを分割することをお勧めします。 

※ 作成後に容量を変更することはできません。変更が必要な場合は削除してから 

作り直す必要があります。 

設定完了後に「OK」をクリックすると、作成が開始されます。 
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② すべてのファイルを削除して、空き容量全部を秘密領域にする 

 データが保存されているドライブからデータを削除して、ドライブ全容量を秘密領域

に割り当てます。 

③ パスワード 

 秘密領域のパスワードを1バイト以上の英数字、記号、空白を含む印刷可能な半

角 63 文字以内（半角カナを除く）で設定してください。ここで設定したパスワードは、

秘密領域を使用する際に必要となりますので大切に保管してください。 

※ 万一パスワードを紛失した場合、その秘密領域に保存されたデータにアクセス 

することは不可能になりますのでご注意ください。 

④ ドライブレター 

 秘密領域として使用するドライブレターを選択します。ここで選択するドライブレター

は自動で設定することもできますし、任意に指定することもできます。 

⑤ 「Windows 起動時に、この秘密ドライブを有効にする 

 Windowsにログオンする際に自動的に秘密領域を認証するためのパスワード入力を

求められます。チェックを外すとログオン時にパスワードを求められませんので、このチェ

ックを外した秘密ドライブを認証するには「LB メディアロック 3 ユーティリティ」を起動

して操作する必要があります。 

⑥ 連続で間違ったパスワードを入力すると、秘密領域を破壊する 

 ユーザーが設定した回数以上、間違ったパスワードが入力された場合に秘密領域

を破壊します。例えば「3」を指定した場合、3 回連続して間違えたパスワードを入

力した時点で秘密領域が破壊されます。 

※ このオプションを有効にすると、パスワード総当り攻撃を受けた場合の危険性を 

軽減できますが、破壊された秘密領域を復元することはできないので、設定の 

際は十分ご注意ください。 

※ 間違えたパスワードを入力した回数は次の操作でクリアされます。正しいパス 

ワードで秘密領域が認証された場合、パソコンの再起動、ログオンユーザーの 

変更、サスペンドおよび休止状態に入った場合。インストールしないタイプの『LB 

フリーレシーバー』を終了した場合。 

※ このオプションを選択して作成した秘密領域をリードオンリーメディアにコピーした 

場合、秘密領域をパスワード認証することはできません。 

⑦ 暗号鍵長（Ver.3.0 形式のみ選択可能） 

 秘密領域に使用する暗号鍵長を選択します。128 ビット/256 ビットを選択すること

ができます（初期設定；256 ビットを使用すると、より強力に暗号化された秘密領域

を作成することができます）。 
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⑧ 有効期限 

 秘密領域の有効期限を設定します。日付の右にあるタブをクリックするとカレンダーが

表示され、任意の日付を指定することができます。 

 
 

 

 

 

3． 秘密領域の作成中は以下の画面が表示され進行状況を確認できます。 

※ 容量の違いやメディアの種類、ドライブのフォーマットによって作成にかかる時間が 

  異なります。注意事項、FAQ をご参照ください。 

     
 

 

4． 秘密領域の作成が完了すると、以下のメッセージが表示されます。 

 

有効期限を過ぎた秘密領域

は「期限切れ」と表示され、二

度と使用することができません。

削除ボタンで秘密領域を削除

してください。 

※ 一度設定した有効期限を変更したり 

削除したりすることはできません。 
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5． 秘密領域が作成され「有効」になると、ユーティリティ上に秘密ドライブのアイコンが表

示されます(下図は E ドライブに秘密領域を作成した例)。 

 
 

 

6． サイズの大きなファイルを扱うような場合、秘密領域にデータを保存する前に、

Windows の機能を利用して秘密領域を FAT32 から NTFS にフォーマットすることをお

勧めします。 

 
 

 

エクスプローラー上で秘密ド

ライブのドライブアイコンを右

クリックして「フォーマット」を選

択します。 
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エクスプローラー上では有効になった秘密領域がドライブ(F:)として表示されます(割り

当てられるドライブレターは、ご利用の環境により異なります)。 

有効な状態の秘密領域は、通常のドライブと同様にデータの読み書きを自由にする

ことができます。 

「有効」な状態の秘密領域は外部からの不正アクセス等のリスクからデータを保護

する機能はありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

秘密領域作成前 秘密領域が有効になっている状態 
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第3節 秘密領域を有効にする 
 

ハードディスク上やリムーバブルメディアに作成済みの秘密領域を有効にして、秘密ドライ

ブにアクセスする手順を説明します。 

 

1． 秘密領域の存在するリムーバブルドライブをコンピューターに装着します。 

 

2． パスワード入力画面が表示されるので、秘密領域作成時に設定したパスワードを

入力します。 

 
 

内蔵 HDD/SSD ドライブに秘密領域を作成している場合や作成時に「Windows 起

動時に、この秘密ドライブを有効にする」のチェックをオフにしている場合、ユーティリテ

ィ上から秘密領域作成先ドライブを選択して「有効」をクリックします。 

『LB メディアロック 3』、『LB フリーレシーバー』のいずれもインストールされていない環

境ではこの画面は表示されません。 

 
 

 

3． 「エクスプローラー」に有効にした秘密領域が表示されますので、通常のドライブと同

様にご利用いただけます（パスワード認証ができないときには、秘密ドライブは表示さ

れません）。 

 

 

 
 



LB メディアロック3 利用ガイド 

< 28 > 

 

第4節 秘密領域を終了する 
 

秘密領域を終了する（秘密領域を隠す）手順を説明します。 

 

1． 「LB メディアロック3 ユーティリティ」を起動します。 

 

2． 利用を終了したい秘密ドライブを選択し、アイコンメニューの「停止」をクリックします。

複数の秘密ドライブ（秘密領域）すべての利用を一括で終了したい場合は、「すべ

て停止」をクリックします。 

 
 
 

 

 

 

 

以下のメッセージが表示されて秘密ドライブを停止できな

い場合は「第 6 章 第 3 節」(P44)をご参照ください。 
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3． 利用中の秘密ドライブ (F:) の表示が消えます。 

 
 

 
 

 

 

秘密領域を停止すると、エクスプローラー上に表示されていた秘密領

域(F:)も見えなくなります。 
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第5節 秘密領域の設定変更 
 

秘密領域の設定変更方法について説明します。 

 

1． 「LB メディアロック3 ユーティリティ」を起動します。 

 

2． 設定を変更したい秘密ドライブまたは秘密領域作成先ドライブを選択し、アイコンメ

ニューの「変更」をクリックします。変更できる内容は「パスワード」、「ドライブレター」

です。 

 
 

3． 変更する秘密領域のパスワードを入力します。 
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4． 変更したい内容を入力します。 

 
  

変更できる内容は次の 4 項目です。 

① パスワード 

 

② ドライブレター 

 

③ Windows 起動時に、この秘密ドライブを有効にする 

   

④ 連続で間違ったパスワードを入力すると、秘密領域を破壊する 

 

※ 秘密領域の容量を変更することはできません。容量の変更が必要な場合は、作成 

  済の秘密領域を削除してから作成し直す必要があります。 
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第6節 秘密領域の削除 
 
秘密領域の削除方法について説明します。 
 

1． 「LB メディアロック3 ユーティリティ」を起動します。 

 

2． 削除したい秘密ドライブを選択し、アイコンメニューの「削除」をクリックします。 

（秘密領域を「有効」にしておく必要があります。 

 
 

 

3． 確認メッセージが表示されますので、内容を確認してから「はい」をクリックします。 

 
   

 
秘密領域を削除すると、保存されていたデータも削除

されます。削除する際には十分にご注意ください。 
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第5章 フリーレシーバー 
 

第1節 フリーレシーバーについて 
 

『LB フリーレシーバー』(以下フリーレシーバーと表記)は『LB メディアロック3』をインスト

ールしていないパソコンで秘密領域のパスワード認証、編集をするためのツールです。 

『LB メディアロック3』ユーティリティと同様のユーザーインターフェースを備えており、秘

密領域の作成時に作成先のリムーバブルメディアに添付することができます。 

 
 

フリーレシーバーにはインストールせずに使用できるタイプとインストールして使用するタ

イプの2種類があります。ご使用の環境に応じて使い分けてください。 

■インストールしないタイプ 

メディアにコピーして、実行形式ファイルを起動すれば使用できます。使用時は管理

権限ユーザーでWindowsにログオンしている必要があります。 

■インストールするタイプ 

制限ユーザーアカウントで使用することができますが、インストールは管理権限 

ユーザーで実行する必要があります。 



LB メディアロック3 利用ガイド 

< 34 > 

 

第2節 フリーレシーバーの機能 
 

フリーレシーバーの機能は『LB メディアロック3』および『キチっと秘密メディアロック2、2.5』を

使用して作成された秘密領域の「認証」（有効、停止）と「編集」（秘密領域に保存され

たデータの編集）のみです。 

 
 

フリーレシーバー（インストーラ）は「オプション」（タスクトレイアイコンの表示／非表示を選

択することができます。 

 

 

第3節 フリーレシーバーご利用上の注意事項 
 

■ フリーレシーバーは『LB メディアロック3』を所有する1人のユーザーが複数のパソコン

上で使用することができますが、このツールに対してのサポートは提供しておりません。

予めご了承ください。 

 

■ 『キチッと秘密メディアロック』（Ver.1.0）、『キチッと秘密メディアロック はい～るKIT版』

で作成された秘密領域には使用できません。 

 

■ フリーレシーバーには「インストール不要なタイプ」と「インストーラ」の2種類があり、秘

密領域の作成時にどちらかを選択してメディアに添付することができます。    

※ フリーレシーバーのインストール、アンインストールは管理者権限のあるユーザー 

アカウントで実行する必要があります。 

 

■ インストール不要なタイプのフリーレシーバーを使用するためには、管理者権限のある

ユーザーアカウントでWindowsにログオンしている必要があります。 
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第4節 フリーレシーバーをメディアに添付する 
 

1． 「オプション」を選択します（秘密領域の作成前に予めこの設定をします）。 
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2． 「オプション」画面が表示されますので、「フリーレシーバーをコピーする」または        

「フリーレシーバーのインストーラをコピーする」を選択して「OK」をクリックします。 

 
 

① 「コピーしない」 

秘密領域の作成時にフリーレシーバーを作成先のメディア（ドライブ）にコピーしませ

ん。 

 

② 「フリーレシーバーをコピーする」秘密領域の作成時にフリーレシーバー（インスト

ール不要）と関連ファイルを作成先のメディア（ドライブ）にコピーします。 

 

③ 「フリーレシーバーのインストーラをコピーします」 

秘密ドライブの作成時にLB フリーレシーバー（インストーラ）を作成先のメディア（ド

ライブ）にコピーします。 

「暗号化アルゴリズム」の選択についてはP23をご参照ください。 
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第5節 フリーレシーバーの使用方法 
 

＜インストールする必要のないタイプ＞ 

フリーレシーバーをコピーする設定にしている場合、秘密領域の作成時に次のようなフ

ァイルがメディアにコピーされます。 

 

秘密領域を作成したメディアをエクスプローラーで開くと、メディアのルートには下図のよ

うに「\SML」（隠し属性）、「\LB フリーレシーバー」という 2 つのフォルダーが表示されま

す。フリーレシーバーはフォルダー「\LB フリーレシーバー」に保存されています。 

 

下図は Ver.3 形式で秘密領域を作成した場合 

 
※ フォルダー「\SML」には秘密領域を構成するファイルが保存されます。 

 

「\LB フリーレシーバー」から「LBFR.exe」を実行するとフリーレシーバーが起動します。 

 
※ 『LB メディアロック 3』のユーティリティ上から秘密領域を削除しても秘密領域作成 

時にコピーされたフリーレシーバーは削除されません。 
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＜インストーラ＞ 

インストール方法を以下に説明します。 

『LB メディアロック 3』がインストールされた環境にフリーレシーバーをインストールするこ

とはできません。 

 

1. インストーラをコピーする設定にして秘密領域を作成した場合、メディアのフォルダー

「\LB フリーレシーバー」に「install_lbfr.exe」がコピーされますので、ファイルを実行し

てください。 

 
 

2. フリーレシーバーのインストーラが起動するのでウィザードの指示に従いインストールを

開始します。 

 
 

3. インストール完了後、「スタート」メニューの「LB フリーレシーバー」を選択して『LB  

フリーレシーバー』を起動することができます。 

※ ご使用の環境によりコンピューターの再起動が必要となる場合があります。 
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第6章 オプション設定、その他 
 

第1節 秘密領域の種類について 
 

『LB メディアロック3』では5種類の秘密領域を作成することができます。旧バージョンとの

互換性が必要な場合等に設定してください。通常は初期設定のまま使用されることをお

勧めします。 

※ 設定は秘密領域の作成前に行う必要があります。 

 

1. ユーティリティから「オプション」を選択します。 

 
 

 
2. 使用する暗号化アルゴリズムを選択して「OK」をクリックすれば設定は完了します。 
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暗号化アルゴリズムの種類 

① Ver.3 形式（AES） 

 AES で暗号化された秘密領域を作成します(256 ビット/128 ビットの鍵長選

択、有効期限の設定をすることができます)。 旧バージョン（キチッと秘密メディ

アロック）がインストールされた環境で秘密領域を使用する予定がない場合、こ

の方式で作成することをお勧めします。 

② Ver.2.5 形式（AES） 

 AES で暗号化された秘密領域を作成します。旧バージョン（Ver.2.5）がインスト

ールされた環境で使用することがある場合はこの形式を選択してください。 

③ Ver.2.0 形式（AES） 

 AES（鍵長 128 ビット）で暗号化された秘密領域を作成します。秘密領域を

『キチッと秘密メディアロック 2』（Ver.2.0）、『キチッと秘密メディアロック 2 フリーレ

シーバー』（Ver.2.0）で使用する場合は、この形式を選択してください。 

④ Ver.1.0 形式（簡単な暗号化）（※） 

 『キチッと秘密メディアロック』（Ver.1.0；旧バージョン）の簡単な暗号化と同じ方

式により秘密ドライブを作成します。秘密領域を『キチッと秘密メディアロック』

（Ver.1.0）で利用することを想定する場合に選択します。 

⑤ Ver.1.0 形式（強力な暗号化）（※） 

 『キチッと秘密メディアロック』（Ver.1.0；旧バージョン）の強力な暗号化と同じ方

式により秘密ドライブを作成します。秘密領域を『キチッと秘密メディアロック』

（Ver.1.0）で利用することを想定する場合に選択します。 

※ Ver.1.0 形式の秘密領域をフリーレシーバーで使用することはできません。この形 

式で秘密領域を作成する場合、フリーレシーバーをメディアに添付することはでき 

ません。 

※ ①「Ver. 3 形式」、②「Ver. 2.5 形式」以外の形式で秘密領域を「作成」、 

「有効」、「変更」、「削除」する場合、管理者の権限が必要となります。操作時 

に以下のような確認画面が表示されるので「続行」をクリックして作業を進めま

す。 

 



 第6章 オプション設定、その他  

 < 41 >  

 

第2節 読み取り専用メディアに秘密領域を作成する 

 
読み取り専用のメディア（CD-R、DVD-R等）に秘密領域を作成するためには、ハードデ

ィスク等に秘密領域を作成後、「データの書き込み」-「秘密領域を停止」、その後に秘

密領域を構成するデータをライティングツールでメディアへ書き込む必要があります。 

※ 『LB メディアロック3』は光学メディアに対するライティングの機能を備えておりません。

Windowsのライティング機能や、他のライティングツールを利用して書き込みをします。 

 

作成の手順 

1. ハードディスク上に秘密領域を作成します。 

 

 

※ フリーレシーバーをコピーする場合は 

「秘密領域のサイズ」＋「フリーレシーバーのサイズ」＜「メディアのサイズ」 

となるように設定します。 

フリーレシーバーをコピーするために必要なディスク容量： 

インストールする必要のないタイプ： 6MB、  インストーラ： 8MB 

容量はメディア(CD-R/DVD-R)の最大サイズを

超えない範囲で設定します（例： 640MB の

CD-R の場合は 600MB 程度に設定）。 

枠内は一切設定しないで

ください。 
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2. 作成した秘密ドライブを有効にしてデータを書き込んだ後、停止します。 

※ 動画ファイル等、サイズの大きなデータを秘密領域に書き込む場合は、秘密領 

  域を予め NTFS にフォーマットしてください(P25 参照)。 

 
 

 

3. 秘密領域停止後に、エクスプローラーから作成先のドライブを開いて内容を確認し

ます。 

※ フリーレシーバーを含めている場合は、「LB フリーレシーバー」、「SML」の 2 つの

フォルダーがドライブの直下に確認できます。 

※ フォルダー「SML」は隠し属性のため、存在を確認できない場合は、隠し属性フ

ァイルが表示されるように Windows の設定を変更する必要があります。 
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4. フォルダー「SML」をフォルダーまるごとメディアへ書き込みます（書き込みは他のライテ

ィングツールを使用してください）。 

フリーレシーバーをメディアに含める場合は、フォルダー「LB フリーレシーバー」も合わ

せて書きこみます。 

※ メディアへ書き込むファイルは必ずメディアのルートに書き込む必要があります。 
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第3節 秘密ドライブを終了できない場合 
 

秘密ドライブに保存されたファイルが他のアプリケーションにより使用中の場合、「停止」を

クリックしても下図のメッセージが表示されて秘密ドライブを終了できないことがあります。 

 
このような場合は数分待ってから再度「停止」をクリックします。それでも停止できない場

合は、以下を確認します。 

（1）起動中のアプリケーションをすべて停止する。 

（2）ウイルス対策ツールが秘密領域をスキャンしていないか。 

（3）秘密領域に保存されたファイルをゴミ箱へ入れた場合、ゴミ箱を空にします。 

※ 秘密領域の停止処理をせずにコンピューターをシャットダウン／再起動すると、秘密 

領域が破損して保存したデータを取り出せなくなる恐れが有ります。 

 

 

第4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 メディアロック3』の便利な

利用方法やトラブルシューティング等、よくある質問と回答を公開しております。 

ホームーページ上部にある「FAQ」をクリックし、「LB メディアロック…」をお選びください。 
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第7章 LB ファイルロック3 Portable 
 

第1節 LB ファイルロック3 Portableについて 
 

『LB ファイルロック3 Portable』はインストールが不要で、しかも管理者権限等も一切必

要がないファイル・フォルダーの暗号化ツールです。PC上での作業はもちろん、外部メディ

アに入れて持ち運ぶことができます。暗号化、復号化はドラッグ＆ドロップの簡単な操作

で実行でき、データの機密性を確保します。 

※ 『LB ファイルロック3 Portable』は『LB ファイルロック2』の後継製品となります。 

 
 

 

第2節 使用するための準備 

 
インストールメニュー(P14 参照)から「LB ファイルロック 3 Portable」を選択後、以下の画

面から「LB ファイルロック 3 Portable を使用する」をクリックします。 

 

エクスプローラーが起動して「LB ファイルロック 3 

Portable」の収録先フォルダーを表示します。「LB フ

ァイルロック 3」をフォルダーまるごとデスクトップや USB

ストレージ等へコピーしてください。 
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第3節 ユーティリティ 

 
アプリケーションファイル(LB ファイルロック3 portable.exe)を実行すると、以下のユーティリ

ティが起動します。 

『LB ファイルロック3 Portable』の操作は基本的にこの画面上から行います。 

 
 

※ ファイルの右クリック等でも暗号化/復号化の操作等を実行可能です。詳細は各操

作の説明をご参照ください。 

 

アイコンメニューの各ボタン(詳細は次のページ以降をご参照ください) 

アイコン 説明 

 

ファイルやフォルダーをドラッグ&ドロップして暗号化を実行します。 

クリックすると暗号化ウィザードが起動します。 

 

暗号化されたファイルをドラッグ&ドロップして復号化を実行します。 

クリックした場合も同様の復号化処理を実行します。 

 

暗号化、復号化、ログの記録等、詳細な設定を行います。 

 

プログラムのバージョン情報を表示します。 

 

 

 

 



 第7章 LB ファイルロック3 Portable 

 < 47 >  

 

第4節 暗号化 

 
1．操作方法は 2 通りあります。 

A．ユーティリティの「暗号化」をクリックして暗号化ウィザードを起動します。 

 
 

B．暗号化するファイル/フォルダーをデスクトップアイコンまたはユーティリティの

「暗号化」にドラッグ＆ドロップします。 

 (この操作を選択した場合、手順 4 へ進みます)  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

次のページ以降 A を例に説明しますが、操作の

内容自体は A、B ともにほぼ同じです。便利な手

順をご利用ください。 
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2． 暗号化アルゴリズム等を選択して「次へ」をクリックします。暗号化アルゴリズムの選択

等、設定内容の詳細は、「第 6 節 設定変更」(P54)をご参照ください。 

 
 

3． 暗号化するファイル・フォルダーを「追加」をクリックするか、直接ドラッグ＆ドロップしてリ

ストへ追加していきます。 
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4． 復号化のための認証方法(パスワード、認証用ファイル)を指定して「次へ」をクリックし

ます。 

設定内容の詳細は、次のページおよび「第 6 節 設定変更」(P54)をご参照ください。 

 
 

 

＜パスワード＞ 

使用するパスワードを入力します。パスワードは 1～63 文字までの英数字、記号、

空白を含む半角(半角カナを除く)を指定することができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
本人だけ理解できるパスワードのヒント等を 

必要に応じて入れておきます。 

チェックすると、下の「オプション」を選択できます。

内容については次のページをご参照ください。 
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＜ファイル＞ 

パスワードの代わり、またはパスワードにプラスして特定のファイルを復号化の認証用

キーとして設定することができます。 

ここで指定したファイルを暗号化ファイルと別の場所に保存しておけばセキュリティを更

に強化することができます。 

 
 

指定できるファイルの種類に制限はありません。 

キーとして設定した後にファイルに編集を加えると、別ファイルと認識されるため復号

化に利用できなくなります。画像ファイル等に目視不可の変更もできません。 

 

復号化時に、パスワードに加えて、設定しておいたファイルを読み込ませます。 

 
 

＜オプション＞ 

「パスワード」と「ファイル」の両方を設定した場合の認証方法を指定します。 

 

どれか一つだけで復号化できる(合鍵) 

パスワードまたはファイルのどちらかを指定できれば復号化できます。パスワード忘れや

ファイルの紛失に備える場合にお勧めします。 

 

復号化するためにすべて必要(多要素認証) 

「パスワード」と「ファイル」の両方を指定しないと復号化することができません。暗号化

ファイルのセキュリティを重視する場合にお勧めします。 

 

クリックしてファイルを指定します。 
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5． 暗号化したファイルの出力先を指定して「作成」をクリックすると、指定したパスにファ

イルが出力されます。 

 
 

暗号化されたファイルは以下のようになります。 

 

 
 

暗号化されたファイルにはファイル名の最後に「.lock」または「.exe」が付加されます。 

テスト用画像.bmp.lock 「LB ファイルロック3形式」にて暗号化したファイルです。 

圧縮/非圧縮の場合で拡張子が変わることはありません。 

テスト用画像.bmp.exe 自己解凍形式にて暗号化されたファイル 

 
ファイル/フォルダーの暗号化後、元のファイルはそのままの状態で残ります。元のファイ

ルが不要な場合は、手動にて削除してください。 

 

 

元のファイルです 
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第5節 復号化 
 

1． 暗号化時と同様に操作方法は 2 通りあります。 

 

A． ユーティリティの「復号化」をクリックして暗号化ウィザードを起動します。 

 
 

B． 復号化するファイル/フォルダーをデスクトップアイコンまたはユーティリティの 

   「復号化」にドラッグ＆ドロップします。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

復号ファイルの出力先を指定してい

ない場合はデスクトップが出力先と

なります。 

ウィザード起動後に暗号化ファイル

(.lock)を指定します。 
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2． 暗号化時に指定したパスワードを入力します(認証用ファイルを設定している場合は、

「ファイル」にファイルのパスを入力するか、 からエクスプローラーを起してファイルを選

択してください)。 

 
 

3． 指定の出力先に復号化されたファイルが生成されます。 

 

復号化の処理後、復号化前の暗号化ファイルはそのままの状態で残ります。暗号化

ファイルが不要な場合は、手動にて削除してください。 
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第6節 設定変更 
 

プログラムの動作や暗号化、復号化の詳細設定を変更する場合は、ユーティリティの「設

定」をクリックします。「全般」、「暗号化」、「復号化」、「ログ」のタブを切り替えて設定を

おこないます。 

 

＜全般＞ 

 
 

「パスワード」 

設定内容を保護するためのパスワードを設定します。復号化に使用するパスワードにも

利用する場合は「☑暗号化のパスワードにも利用する」をチェックしてください。 

「暗号化」タブからパスワードの強度指定をすることができます。 

パスワードは大文字、小文字、全角、半角を識別します。入力した内容は正確に

把握してください。 

 

コメント 

パスワード忘れを防ぐためのヒント(本人だけがパスワードを類推できるような文言をお

勧めします) 
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「トップメニュー」  

メニューボタンの色を変更できます。 
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＜暗号化＞ 

暗号化ファイル生成時のオプションを設定します。 
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暗号化の設定内容 

出力先 

指定したフォルダー 
「参照」をクリックして暗号化したファイルの出力先を指定 

します。 

元ファイルと同じ 

フォルダー 

暗号化する前のファイル／フォルダーが存在するフォルダーに

暗号化したファイルを出力します。 

暗号化時に 

指定する 

ファイルをアプリケーションアイコンにドラッグ＆ドロップした時に

出力先を指定するウィンドウが表示されます。 

アプリケーションと 

同じフォルダー 

「LB ファイルロック3.exe」が存在するフォルダーに暗号化し

たファイルを出力します。 

暗号化アルゴリズム 

LB ファイルロック3 

形式 

(AES256bit＋圧縮) 

暗号化に加えて圧縮処理をしたファイルを生成します。 

(ディスクスペースを節約したい場合等に便利です) 

LB ファイルロック2形

式(AES256bit) 

暗号化ファイル(『LB ファイルロック2』と同じ形式)を生成しま

す。 

ファイル形式 

ファ イルロッ ク形式

(.lock) 

通常はこちらの形式で暗号化を実行します。復号化には

『LB ファイルロック3』、『LB ファイルロック3 フリーレシーバ

ー』、『LB ファイルロック2』が必要となります。 

自己解凍形式(exe) 
暗号化ファイルはexe形式の実行ファイルとして生成されま

す。復号化時に『LB ファイルロック3』を必要としません。 

自己解凍形式を含

むzip形式(.zip) 

自己解凍形式(exe)のファイルをメール等に添付すると、多く

の場合、メール受信プログラムや、ウイルス対策ソフトがマル

ウェアと判断して、添付ファイルを削除します。この挙動を回

避するために、自己解凍形式ファイルをzip形式に圧縮しま

す。またウイルス対策ソフト等による誤判断を防ぐため、ファ

イル拡張子は一般に「ex_」のように変更しておきます。 

強力なパスワード 

強力なパスワードの

みを許可 

 

類推し易いパスワードの使用をしたくない場合に必要に応じ

て設定してください。要件を満たさないパスワードを指定する

と、暗号化の処理を進めることができなくなります。 
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＜復号化＞ 

復号化時の設定をします。 
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設定内容 

出力先 

指定したフォルダー 
「参照」をクリックして暗号化したファイルの出力先を指定 

します。 

元ファイルと同じ 

フォルダー 

暗号化する前のファイル／フォルダーが存在するフォルダーに

暗号化したファイルを出力します。 

復号化時に 

指定する 

ファイルをアプリケーションアイコンにドラッグ＆ドロップした時に

出力先を指定するウィンドウが表示されます。 

アプリケーションと 

同じフォルダー 

 

「LB ファイルロック3.exe」が存在するフォルダーに暗号化したフ

ァイルを出力します。 

復号化時の処理 

フォルダーを自動

作成する 

復号化時にフォルダーを自動作成して復号化するファイル/フ

ォルダーを格納します。 

2重にフォルダーを

作成しない 

フォルダーを二重に作成しません。 

上書きの確認を

行う 

復号化するファイル/フォルダーの出力先に既に同じ名前のファ

イル/フォルダーが存在する場合、上書き確認のメッセージを

表示します。 

更新日時が同じ

または新しい場合

は確認しない 

復号化するファイル/フォルダーの更新日時が同じまたは新し

い場合は上書きの確認メッセージを出力せずそのまま上書き

します。 
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＜ログの記録＞ 

暗号化、復号化の操作記録を CSV 形式のログファイルとして保存することができます。 

 
 

 

 

 

 

ログの保存先は初期設定でローカル PC のドキュメン

トフォルダーが設定されています。ログを記録する場合

は、保存先のパスを変更しておくことをお勧めします。 
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設定内容 

ログファイル 

ログを保存する ログを記録する場合にチェックします。 

保存先フォルダー ログファイルの保存先を指定します。 

保存先フォルダーを

開く 

エクスプローラーを起動して、ログが保存されたフォルダーを

開きます。 

ログ 

暗号化 暗号化の操作を記録します。 

復号化 復号化の操作を記録します。 

復号化の失敗 
復号化の失敗(パスワード違い、操作のキャンセル等)を記

録します。 

 

 

ログの例(MS Excelにて開いています) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 

 

 



 

 

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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