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第 1 章 LB リモート バックアップの概要 
 

はじめに 

 

このたびは LB リモート バックアップをご購入いただき誠にありがとうございます。製品の

ご利用にあたっては本マニュアルをよくお読みくださいますようお願い致します。 

 

1. LB リモート バックアップ の特長 

LB リモート バックアップ は LAN（ローカルエリアネットワーク）環境にあるすべての PC か

らデータをバックアップする高度かつ高機能なパッケージソフトウェアです。 

バックアップするデータを高度に暗号化し、高いセキュリティと安全性を実現しました。デー

タの復元は、即時性・利便性を追求してファイル単位、および、フォルダ単位での復元を可能

にしています。さらに運用ではネットワークに接続したコンピュータのバックアップ設定を管

理ソフトウェアで集中管理できるので効率性、操作性に有利です。 

バックアップ方式は、日常的にストレスの低いリアルタイム・バックアップ方式をはじめ、ス

ケジュール、シャットダウンなどのバックアップ方式から選択可能であり、多様に変化するビ

ジネスシーンに応えます。また、既設のシステム環境に対応して各機能を細かくカスタマイズ

することが可能です。 

 

1-1. ファイルを暗号化かつ圧縮し、同時にバックアップ 

LB リモート バックアップ の暗号化はカオス擬似乱数に基づく独自のストリーム暗号ロジッ

ク「Secure Stream Cipher」を用いています。最初に、鍵長 128bit 独自形式の鍵をお客さま

ごとに提供致します。次にお客様ごとの鍵から PC ごとの鍵を生成、さらにバックアップ対象

のファイルひとつひとつに鍵を生成して暗号化を実行します。よって、同じ鍵で暗号化される

ファイルはひとつとしてありません。万が一情報の漏えいがあっても盗用することは不可能で

す。 

 
また暗号化と同時にファイルを圧縮してバックアップが可能です。圧縮の有効、無効化はユー

ザ単位、あるいはファイルタイプ単位（拡張子または直接入力、ワイルドカード）で簡単に設

定を変更できます。圧縮機能を使用するとバックアップデータの容量を最大 90%削減すること

が可能です。 

 
 

1-2. 無意識の内に最新のデータをリアルタイム・バックアップ 

LB リモート バックアップ の代表的かつユーザに強くお勧めできるバックアップ方式に、ユ

ーザが無意識のうちに常に最新のデータをバックアップする「リアルタイム・バックアップ方

式」があります。重要なファイルがあるフォルダをバックアップ元として最初に設定しておく

と、その後の更新のたびに自動的にバックアップがおこなわれます。 
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1-3. バックアップ方式を自由に選択 

リアルタイム・バックアップ方式をはじめ、スケジュール、シャットダウンの各バックアップ

方式からバックアップ対象とするフォルダごとに選択可能です。既存のシステム環境や業務内

容に対応してバックアップ方法を構築できます。 

※詳細は 3. LB リモート バックアップ のバックアップ機能 を参照してください。 

 
 

1-4. ファイル単位、フォルダ単位でリストアが可能 

バックアップしたデータは、ユーザはユーザ専用に割り当てられた Remote Backup Client と

My Page から、管理者は管理者専用の Remote Backup Notifier と Remote Backup Manager か

ら、いつでも安全にリストアが可能です。リストアしたいフォルダ単位、またはファイル単位

にリストアできるので緊急に必要なファイルを即座に復旧することが可能です。 

 
 

1-5. Web ブラウザから直観的に操作 

 
Remote Backup Manager や My Page を使用するリストアでは、コンピュータの Web ブラウザ

（Internet Explorer）を起動するだけで簡単かつ即座にリストアが可能です。ファイルを選

択したらあとは[リストア]ボタンを押すだけ。暗号化されバックアップされていたファイルを

復号化した後に ZIP で圧縮したファイルでダウンロードされます。特別なソフトをインストー

ルする必要はなく、直観的に操作できるので PC 初心者の方でも簡単にリストア作業が可能で

す。 
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1-6. 管理ソフトウェアによる集中管理 

LB リモート バックアップ ではバックアップの詳細な設定を管理用のソフトウェア Remote 

Backup Manager で集中管理します。ユーザ管理、バックアップ方式の設定、高度な設定など、

ネットワーク環境と業務環境に適応する設定が可能です。ディスク管理では貴重なバックアッ

プ容量の有効な利用方法を計画できます。バックアップサーバの操作結果と動作結果のログを

管理することもできるのでネットワーク全体を把握することが可能です。 

 

1-7. 帯域幅制御、転送ブロックサイズ設定で通信環境を最適化 

LB リモート バックアップ はネットワークの通信環境の最適化をはかるために、Remote 

Backup Client からバックアップデータを送信する帯域幅の上限設定を可能にしました。管理

用のソフトウェア Remote Backup Manager のユーザ管理画面ではバックアップ時に使用する帯

域（スループット）の上限をユーザごとに Mbps 単位で設定することができます。上限帯域を

設定しておけば大量のデータをバックアップしても LAN に高い負荷がかかることを防ぎ、通常

の業務に影響を与えることはありません。また、転送ブロックサイズを選択して設定すること

も可能です。インターネットや他のソフトウェアとの兼ね合いなど、ご利用の通信環境に合わ

せて適切な運用が可能です。 

 

 
 

1-8. 任意の PC を優先的にバックアップすることも可能 

特に優先してバックアップすべき PC がある場合は、管理用のソフトウェア Remote Backup 

Manager のユーザ設定画面で「優先バックアップ」の設定を有効にすると、他のユーザの

バックアップ動作に影響されることなく優先してバックアップを実行します。 

 

1-9. 同時転送許可セッション数を設定可能 

管理用のソフトウェア Remote Backup Manager のバックアップ設定画面で全体設定のバックア

ップポリシー「同時転送許可セッション数」を設定すれば、LAN 内で同時に実行されるバック

アップ動作をセッション数内に制限して管理できます。たとえば、「同時転送許可セッション

数」＝4 台に設定した場合は、ユーザ設定画面で「優先バックアップ」＝無効に設定された PC

のバックアップ動作を順次４台まで同時に実行します。 
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1-10. 省スペース化、高度化するインフラに適応 

LB リモート バックアップ はオフィス内のバックアップサーバのディスク領域のみでも構築

が可能で、それゆえ省スペース化に有利です。また、OS に依存して設計、開発されているた

め導入後にコンピュータ機器や通信インフラの高度化、転換があっても柔軟に適応します。か

つ、別の場所の動作環境への移転も容易に可能です。さらに、ストレージを合理的かつ有効的

に活用しデータの冗長化に効果を発揮する多彩なメンテナンスタスク機能も装備しています。

LB リモート バックアップ は常に先進のバックアップソフトウェアであり続けます。 

 

1-11. 事業継続計画（ＢＣＰ）に対応するソリューション 

企業が扱うデータのなかで社内のサーバや PC に保存されたデジタルデータの重要性は高まっ

ています。それゆえ災害時においてそれらデジタルデータの消失があれば、事業継続を極めて

困難にします。 

LB リモート バックアップ を利用すれば、そのような危機的状況に備えて各ＰＣとバックア

ップサーバとでデータの多重化をはかることが可能です。事業継続計画（ＢＣＰ）の策定に関

して LB リモート バックアップ は重要な役割を担う機能を備えています。 
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2. LB リモート バックアップ の基本構成 

LB リモート バックアップ はバックアップサーバへインストールされた Remote Backup 

Manager（管理用ソフトウェア）と、クライアントコンピュータへインスト―ルされた Remote 

Backup Client（バックアップソフトウェア）、および管理者のコンピュータへインストールさ

れた Remote Backup Notifier（管理者用お知らせツール）とで構成されています。 

Remote Backup Manager は LB リモート バックアップ のシステム全体を集中管理するソフト

ウェアです。Remote Backup Client はユーザのコンピュータに常駐してファイルのバックア

ップを実行するソフトウェアです。 Remote Backup Notifier は管理に必要な情報を配信する

ソフトウェアです。また、Remote Backup Client には、接続するユーザからバックアップし

たファイルをリストアできる機能と、データを個別に管理する My Page が付属しています。 

 

2-1. 各ソフトウェアと装置の機能と役割 

Remote
リ モ ー ト

 Backup
バックアップ

 Manager
マ ネ ー ジ ャ

（管理者用ソフトウェア） 

接続するユーザのコンピュータそれぞれのバックアップ設定や LB リモート バックアップ 

のシステム全体を集中管理します。Internet Explorer で動作します。 

 

Remote
リ モ ー ト

 Backup
バックアップ

 Client
クライアント

（バックアップソフトウェア） 

インストール後、ユーザのコンピュータに常駐して、バックアップ元に設定された対象フォル

ダとファイルを自動的にバックアップするソフトウェアです。バックアップサーバからのリス

トア機能、バックアップ元フォルダ申請機能など多彩な機能を装備しています。 

 

Remote
リ モ ー ト

 Backup
バックアップ

 Notifier
ノティファイア

（管理者用お知らせツール） 

バックアップサーバ、ネットワークに接続されたユーザのコンピュータに重要なステータス情

報が発生すると、LB リモート バックアップ の管理者に即座に配信します。Remote Backup 

Manager に付属する管理者用お知らせツールです。バックアップサーバからのリストアも可能

です。 

 

My
マイ

 Page
ペ ー ジ

（ユーザ専用ページ） 

Remote Backup Client を利用するユーザごとに割り当てられたユーザ個別のページです。バ

ックアップ方式やデータ領域の管理、ファイルのリストアなどができます。Internet Explorer

で動作します。 

 

バックアップサーバ 

Remote Backup Manager をインストールしたサーバをバックアップサーバとして使用します。

Remote Backup Manager で設定されたバックアップ方法に従いユーザの大切なファイルを格納

します。 

 

Crypto
ク リ プ ト

ゲート 

Remote Backup Client を使用しないでバックアップサーバへデータをバックアップするため

の専用フォルダです。Crypto ゲートに置かれたデータはすべて暗号化および圧縮が可能です。 
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2-2. バックアップサーバとは 

Remote Backup Manager をインストールしたサーバを「バックアップサーバ」と呼びます。接

続したユーザのコンピュータからバックアップされたフォルダやファイルをバックアップと

同時に暗号化および圧縮して保管します。Remote Backup Manager で設定されたバックアップ

方法に従いユーザの大切なファイルを格納します。 

※LB リモート バックアップ の動作要件の詳細は 第 2 章 Remote Backup Manager のインス

トール を参照してください。 

 

2-2-1. バックアップサーバの容量の上限について 

LB リモート バックアップ はバックアップサーバの任意のドライブをシステム領域とバック

アップ領域として使用します。バックアップサーバのバックアップ領域に使用されるドライブ

の容量は LB リモート バックアップ に接続するユーザのコンピュータそれぞれからバック

アップする容量の総合計と直接関係します。導入時にバックアップ領域に指定したドライブの

容量の上限について前もって検討されることをお薦めします。 

 
接続するユーザのコンピュータそれぞれに割り当てるバックアップサーバのバックアップ領

域の上限を、管理ソフト Remote Backup Manager で設定が可能です。ユーザのコンピュータに

割り当てた上限領域の総合計をバックアップサーバのバックアップ領域として使用するドラ

イブの容量の上限に近い値で設計すると、より快適に運用できます。 

※設定方法の詳細は 第 3 章 Remote Backup Manager を使用する を参照してください。 

 
 

バックアップサーバ全体の容量は Remote Backup Manager の「ディスク管理＞ディスク使用状

況画面」で確認できます。 

 
バックアップサーバのバックアップ領域が容量不足になると、Remote Backup Notifier のお

知らせ機能が管理者に警告メッセージを配信します。 
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2-3. Crypto ゲートについて 

Crypto ゲートはバックアップサーバにある CRYPTO-GATE という名前の共有フォルダで提供さ

れています。CRYPTO-GATE フォルダに保存するとファイルは暗号化および圧縮されバックアッ

プサーバへ保存されます。 

リストアする場合は Crypto ゲート専用の画面が用意されています。 

データベースのバックアップデータや、Remote Backup Client が動作しない環境（例：Linux

など）のバックアップデータなどを、LB リモート バックアップ を使ってバックアップサー

バに保存したい場合は Crypto ゲートをご活用ください。 

 
 

1. バックアップサーバに任意に設定したバックアップ領域のドライブに CRYPTO-GATE という

フォルダ名で共有フォルダが作成されています。 

 
 

2. ユーザのコンピュータからエクスプローラのアドレスバーに ￥￥{バックアップサーバ
の IP アドレス} を入力して共有フォルダを表示してご活用ください。 

 
 

注意！ 共有フォルダにアクセスできない場合 

バックアップサーバの CRYPTO-GATE にアクセスできない場合は、バックアップサーバの OS で

“Guest”などのユーザを適切に設定する必要があります。詳しくは 2-４.Crypto ゲートのア

クセス権について または、巻末の参考資料をご確認ください。 

 

2-3-1. Crypto ゲートを Linux などで使用する場合 

Linux などで作成されたファイルやデータベースのバックアップファイルを LB リモート バ

ックアップ の Crypto ゲートを活用し、暗号化および圧縮してバックアップサーバへ保存する

ことが可能です。 

※Windows 以外の OS での動作はライフボートによるサポート対象外となっております。 
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2-4. Crypto ゲートのアクセス権について 

Crypto ゲートフォルダは、Everyone フルコントロールで共有された状態で作成されます。

Crypto ゲートの利用を特定ユーザに制限する場合は、適切な Windows ユーザを作成し、共有

のアクセス権を変更してください。 

 

3. LB リモート バックアップ のバックアップ機能 

LB リモート バックアップ はユーザに意識させることなく最新のデータのバックアップをお

こなう「リアルタイム・バックアップ方式」をはじめ、多様な環境に適応可能なスケジュール、

シャットダウンのバックアップ方式を用意しています。管理者によりいつでも自由に変更がで

き、多様なカスタマイズが可能です。個々のユーザにとって最適な方式でバックアップ環境を

構築できます。さらに「世代管理」機能では 0～10 世代までの世代ファイルをバックアップす

ることが可能です。 

 

3-1. リアルタイム・バックアップ方式 

リアルタイム・バックアップ方式は LB リモート バックアップ が備えた最も特長的なバック

アップ機能です。 バックアップ対象のファイルを上書き保存するなどして変化させると、そ

れを検知して変化したファイルのみを瞬時にバックアップします。ユーザは最新状態のデータ

を無意識にバックアップできます。また、データに変化が無いファイルのバックアップは実行

されませんのでシステムに対して低負荷で効率的なバックアップが可能です。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-2. スケジュール・バックアップ方式 

スケジュール・バックアップ方式は Remote Backup Manager で設定されたスケジュールに従っ

てバックアップを実行する機能です。月曜日から日曜日までの曜日と時間を指定するとその時

間にバックアップを実行します。ただしスケジュール間に更新されていないファイルはバック

アップしません。 

 
さらに「毎週」同じスケジューリングでバックアップする設定方法、そして、第１週から第５

週までバックアップしたい週を指定してバックアップする設定方法など、自由自在にスケジュ

ーリングが可能になっています。 
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3-3. シャットダウン・バックアップ方式 

シャットダウン・バックアップ方式はコンピュータのシャットダウンや再起動を実行するとバ

ックアップを開始し、バックアップ完了後に自動的にコンピュータをシャットダウンします。

ネットワーク全体で帯域を確保するのが難しい場合や、コンピュータを使用しない時間帯を活

用してバックアップを実行したい場合に便利な方式です。 

注意！ シャットダウン・バックアップ方式を設定した状態で PC を再起動する場合は、「バッ

クアップ完了後に再起動」を選択してください 

Remote Backup Client はシャットダウン・バックアップを実行する際に PC を再起動しようと

しているのか、あるいは、PC をシャットダウンしようとしているのか判別できません。下記

の確認ダイアログが表示されますので選択してください。また、他のアプリケーションで未保

存の文書などがないように事前に保存した後に実行してください。 

 
 

3-4. 世代管理 

Remote Backup Client は一度バックアップされたファイルが更新されるたびに世代ファイル

を作成します。例えば、一度バックアップされたファイルを更新してもう一度バックアップす

ると、バックアップサーバに一度目にバックアップされたファイルが世代１として保存され、

2 回目にバックアップされたファイルが最新状態のファイルとして保存されます。 

 
保存する世代数は管理ソフト Remote Backup Manager でいつでも設定変更が可能です。0（世

代保存無し）から 10 世代までの世代数の設定が可能で、バックアップされた世代ファイルの

リストアも世代数を選択して個別にリストアすることができます。世代数を´0´に設定すると

設定以降は最新データのみが保存されます。´0´に設定以前にバックアップ済みの世代ファイ

ルが不要になった場合はメンテナンスタスク機能などを活用して手動で削除してください。 

注意！ 「Internet Explorer のお気に入り」の世代進行について 

リアルタイム・バックアップ方式で「世代」を設定した場合、「お気に入り」に登録してある

ウェブサイトを「Internet Explorer のお気に入り」から開くと、URL や名前などを変更して

いなくても開いた回数分の世代ファイルが順次作成されます。 

 

3-5. メールやお気に入りのデータをバックアップ 

LB リモート バックアップ は Windows の Outlook、Outlook Express、Windows メール、Windows 

Live メールのデータのバックアップに対応しています。さらに Internet Explorer のお気に

入りをバックアップする機能を持ち備えています。（バックアップ元の設定方法の詳細は 第 3

章 4. バックアップ設定 を参照）ただし各メールアカウントのパスワードはバックアップさ

れません。 
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3-5-1. Outlook のデータをバックアップ 

LB リモート バックアップ は Outlook のすべてのデータをバックアップします。バックアッ

プに必要な「Outolook を一時的に終了」-「バックアップ準備」-「Outolook 再起動」-「バ

ックアップ 開始」という面倒な動作を自動的に実行し Outolook が起動中でも確実にデータ

をバックアップします。また、Outlook の「データファイルの管理」機能を使用して Outlook 

のデータの保存場所を任意の場所に設定変更した場合も自動的にバックアップ元を検知して

バックアップをおこないます。 

 

Point！ Outlook は差分バックアップ方式を採用 

Outlook はメールや予定表、連絡先、仕事などのデータをひとつのデータで管理しているため

大変大きなファイルになりバックアップに時間がかかります。そこで Outlook のバックアッ

プ方式は独自の差分バックアップ方式を採用して差分データをバックアップ先でフルデータ

に結合し転送量を削減し高速化を実現しています。 

 

Outlook を使用中にバックアップが始まった場合は次の手順で進めます。 

1. [はい]をクリックします。一定時間を過ぎると自動的にバックアップが始まります。 

[いいえ]をクリックするとキャンセルします。 

 
2. バックアップ中は Outlook を起動しないでください。中断する場合は[キャンセル]をクリ

ックします。 

 
 

注意！ バックアップ中に Outlook を起動した場合について 

Outlook を起動するとバックアップ元のデータが排他的にオープンされバックアップは中止

されてしまいます。この場合は次回のバックアップスケジュールまでバックアップされません

のでご注意ください。 

 

注意！ Outlook が一時終了しない場合 

LB リモート バックアップ は Outlook のデータのバックアップ開始時に Outlook が起動中の

場合は一時終了させます。しかし稀に Outlook の終了が妨げられてバックアップを開始できな

い場合があります。これは一部のセキュリティ対策ソフト等がアプリケーション同士のウィン

ドウメッセージを使用して連携することを禁止しているからです。この様な場合はセキュリテ

ィ対策ソフトの設定を変更いただくか、あらかじめ終了させてバックアップが実行できるよう

にご対応ください。 

 

3-5-2. Outlook Express をバックアップ 

LB リモート バックアップ は Outlook Express のメッセージとアドレス帳をバックアップし

ます。バックアップに必要な動作を自動的におこなうので、常に Outlook Express を起動さ

せていても確実にデータをバックアップできます。Outlook Express のデータの保存場所を任

意の場所に設定変更した場合も自動的にバックアップ元を検知してバックアップをおこない

ます。 
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Point！ Outlook Express は差分バックアップ方式を採用 

Outlook Express のメールはフォルダ単位で管理する方式のため、バックアップするメールの

容量が莫大になることが度々です。そんな場合にも効率的かつスムーズにバックアップするた

め Outlook Express のバックアップ方法に独自の差分バックアップ方式を採用しています。

差分データをバックアップ先でフルデータに結合する方式でバックアップします。転送量を削

減し高速化を実現しています。 

 

3-5-3. Windows メール をバックアップ 

LB リモート バックアップ は Windows メールのメッセージと Windowsアドレス帳をバックア

ップします。バックアップに必要な動作を自動的におこなうので Windows メールが起動中で

もバックアップできます。Windows メールのデータの保存場所を任意の場所に設定変更した場

合も自動的にバックアップ元を検知してバックアップをおこないます。 

 

3-5-4. Windows Live メール をバックアップ 

LB リモート バックアップ は Windows Live メール のメッセージとアドレス帳をバックアッ

プします。バックアップに必要な「Windows Live メールを一時的に終了」-「バックアップ準

備」-「Windows Live メール 再起動」-「バックアップ 開始」という面倒な動作を自動的に

おこなうので Windows Live メール が起動中でも確実にデータをバックアップできます。 

 

Windows Live メール を使用中にバックアップが始まった場合は次の手順で進めます。 

1. [はい]をクリックします。一定時間を過ぎると自動的にバックアップが始まります。 

[いいえ]をクリックするとキャンセルします。 

 
2. バックアップ中は Windows Live メール を起動しないでください。中断する場合は[キャ

ンセル]をクリックします。 

 
 

注意！ バックアップ中に Windows Live メール を起動した場合 

Windows Live メール を起動するとバックアップ元のデータが排他的にオープンされバック

アップは中止されてしまいます。この場合は次回のバックアップスケジュールまでバックアッ

プされませんのでご注意ください。 

 

3-6. オートコンプリータ機能のしくみ 

LB リモート バックアップ はネットワークに接続したコンピュータのデータをバックアップ

します。しかし何らかの理由で、バックアップ対象のコンピュータ、ドライブ、共有フォルダ

などがネットワークに未接続となってしまった場合に、予定されていたバックアップが実行さ

れない事態が発生します。そんな事態に備えて LB リモート バックアップ は、リアルタイ

ム・バックアップ方式で設定されたバックアップ元フォルダに対して「オートコンプリータ機

能」を装備してバックアップを完全にしています。 
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3-6-1. リアルタイム・バックアップ方式以外の場合 

スケジュール・バックアップ方式、シャットダウン・バックアップ方式で設定されている場合

はバックアップ開始時間が到来してもネットワークに未接続だとバックアップを実行するこ

とは不可能です。しかし、その後にネットワークへ再接続され、バックアップ開始時間が到来

した時にバックアップ動作を開始します。つまり未接続状態で到来した設定時間はスキップし

ますが次回のスケジュールが到来すると必ずファイルの変化を検知してバックアップを完了

します。 

 

3-6-2. リアルタイム・バックアップ方式の場合 

リアルタイム・バックアップ方式では、設定された対象フォルダに新たにファイルが作成され

たか、もしくは既存のファイルが更新されたかを検知してバックアップ動作を開始します。し

かしネットワークに未接続の場合は、たとえファイルの変化を検知してもバックアップサーバ

へ送信することは物理的に不可能です。その後にネットワークに再接続されても、過去に変更

されたファイルは検知できません。その結果、変化したがバックアップが実行されなかったフ

ァイルが残ってしまいます。 

そこで、LB リモート バックアップ は新たな機能に「オートコンプリータ機能」を装備しま

した。「オートコンプリータ機能」はネットワークに再接続した直後に、リアルタイム・バッ

クアップ方式で設定されているバックアップ元フォルダに新たな追加や修正があるかどうか

をチェックし、変化があれば変化したファイルのみバックアップを実行してバックアップを完

全にしています。 

 

3-6-3. バックアップ設定が運用中に変更された場合 

運用中にバックアップ設定が変更された場合、「オートコンプリータ機能」は新たに設定され

たリアルタイム・バックアップ方式のバックアップ元フォルダからバックアップされたことの

ないファイルのみを判別して確実にバックアップします。 
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3-7. データベースのバックアップについての注意点 

データベースのバックアップについては注意が必要です。RDBMS のデータベース領域を直接バ

ックアップすることは通常できません。ダンプファイル、エクスポートファイルを所定のフォ

ルダに出力し、そのフォルダを LB リモート バックアップ のバックアップ対象として設定す

ることを推奨いたします。詳しくは巻末の参考資料を参照ください。 

 

3-8. バックアップ対象にできないフォルダとファイル 

LB リモート バックアップ はバックアップ中にユーザのコンピュータのパフォーマンスが低

下せず、パフォーマンスをフルに発揮できるように様々な工夫を加えて設計されました。その

ひとつに、強制的にバックアップを禁止したフォルダとファイルがあります。コンピュータの

動作の中心である Windows システム、OS に関連するフォルダや一時的に作成してすぐ削除さ

れるファイルなど、以下にあげるフォルダやファイルはバックアップされません。 

 

3-8-1. バックアップ元に設定できないフォルダ 

C:￥ 

C:￥WINDOWS 

C:￥Program Files 

※C:￥、C:￥Windows、C:￥Program Files フォルダは設定できませんが、配下のサブフォル

ダを設定することは可能です。 

 

管理ソフト Remote Backup Manager では警告メッセージが表示されます。 

 
 

3-8-2. 自動的にバックアップ元から除外されるフォルダとファイル 

LB リモート バックアップ では自動的にバックアップ元から除外する基本ルールがあります。

Remote Backup Client が Remote Backup Client 自身をバックアップすることはできません。

また、ログファイルなど Remote Backup Client が動作するために使われるテンポラリフォル

ダをバックアップ対象に含めることもできません。これらのフォルダを直接的、あるいは、

間接的にバックアップ対象とした場合でも、Remote Backup Client は強制的にバックアップ

対象から除外して動作します。 

さらにリストアしたばかりの圧縮ファイルやフォルダはバックアップ領域を無駄に消費しな

いためにバックアップ対象から除外しています。 

 

注意！ 排他的オープンされているファイルはバックアップされません 

バックアップ対象のファイルが排他的に開かれている状態では、Remote Backup Client はバ

ックアップしません。 

 

注意！ 作業用に一時的に作成されるファイルの扱いについて 

Microsoft Word など代表的なアプリケーションソフトが作業用に一時的に作成するファイル

など、動作確認されたファイルについてあらかじめバックアップ対象から除外しています。し

かし、アプリケーションソフトによっては、Remote Backup Manager の「高度な設定」画面で

明示的に除外ファイルを設定する必要があります。 
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Remote Backup Client が強制的にバックアップ対象から除外す

るファイルの種類 

.DS_Store 

*.laccdb (ワイルドカード) 

*.ldb (ワイルドカード) 

*.part (ワイルドカード) 

*.tmp (ワイルドカード) 

~$*.* (ワイルドカード) 

~*.doc (ワイルドカード) 

~*.docx (ワイルドカード) 

~lock.*.od?#(ワイルドカード) 

~tmp*.*(ワイルドカード) 

^[0-9a-f]{8}$ (正規表現) 

*.spdp (ワイルドカード, ※差分転送時のみ ) 

OutlookExpress*.reg (ワイルドカード, ※OutlookExpress 転

送時のみ ) 

Outlook[^E].*.reg (正規表現, ※Outlook 転送時のみ ) 

WindowsMail*.reg (ワイルドカード,  ※Windows メール転送時

のみ ) 

WindowsLiveMail*.reg (ワイルドカード,  ※Windows Live メ

ール転送時のみ ) 

 

Remote Backup Client が強制的にバックアップ対象から除外す

るフォルダの種類 

%temp%￥￥ri 

%programfiles%￥￥ri 

 

Remote Backup Manager が強制的にバックアップ対象から除外

するファイルの種類 

*.rb3.restore.zip (ワイルドカード) 

 

Remote Backup Manager が強制的にバックアップ対象から除外

するフォルダの種類 

*.rb3.restore (ワイルドカード) 

 

3-9. ネットワークドライブをバックアップ元に設定する場合の注意点 

ネットワークドライブをバックアップ元に設定する場合は、必ず動作モードを「通常」、かつ、

リアルタイム・バックアップ方式以外の方式を選択してください。 

 

3-10. 使用できない文字 

LB リモート バックアップ ではダブルクオーテーション(")、クオーテーション(')、(￥)の

３文字はログイン ID とパスワードに使用できません。 
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4. リストアの留意点 

LB リモート バックアップ は、バックアップサーバからのリストア、Crypto ゲートからのリ

ストアが可能です。リストアはフォルダまたはファイル単位で実行可能です。暗号化または圧

縮されたファイルは復号化または展開して復元します。 

 
Remote Backup Manager、または MyPage のリストア画面からリストアされたファイル名は「リ

ストアファイル＋リストアした日＋rb3.restore.zip」という名前でダウンロードされます。

リストアしたファイルから展開したフォルダは「リストアファイル＋リストアした日＋

rb3.restore」というフォルダ名になります。 

 
一方、Remote Backup Client や Remote Backup Notifier からリストアした場合は元々のファ

イル名でダウンロードされます。 

 

注意！ 環境依存文字を使用したファイルのリストアについて 

Unicode に対応していますが、Web アプリケーションの性質上、ファイル名に環境依存文字を

使用したファイルを Remote Backup Manager からリストアすることはできません。Remote 

Backup Client 、Remote Backup Notifier からリストアが可能です。 

 

4-1. 2GB を超えるデータのリストアの方法 

LB リモート バックアップ は通常のリストアの工程で ZIP 圧縮と復号化をおこなっています。

しかしながら 2GB を超えるサイズのデータを Remote Backup Manager でリストアする場合は、

ZIP ファイルの制限により圧縮しないで復号化のみをおこないます。かつ、バックアップサー

バからリストアされた 2GB 以上のフォルダやファイルは、通常とは異なりバックアップサー

バの任意に選択されたドライブに出力されますクライアント PC へリストアすることはできま

せん。また、MyPage では 2GB を超えるサイズのデータのリストアはサポートしていません。 
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Point！ 2GB 以上のフォルダやファイルをリストアする場合 

Remote Backup Client や Remote Backup Notifier からリストアする場合は、2GB 以上のフォ

ルダやファイルをバックアップサーバからリストアすることに関しての制限はありません。 

 

4-2. リストアされたファイルはバックアップ対象から除外 

リストアされた圧縮ファイルやフォルダをバックアップしてバックアップ領域を無駄に消費

しないために、LB リモート バックアップ は Remote Backup Manager でリストアされたファ

イル名の後尾の文字列を規則的に固定してバックアップ対象から強制的に除外しています。具

体的には、ファイル名 *.rb3.restore.zip とフォルダ名 *.rb3.restore をバックアップ対象

から強制的に除外しています。ただし、Remote Backup Client や、Remote Backup Notifier

からリストアしたファイルはバックアップされますので、復元先は注意して選択してください。 

 

4-3. 共有フォルダをリストアする場合の注意点 

フォルダアクセス権については注意が必要です。バックアップ元のフォルダに「アクセス権」

が設定されていても、バックアップ先のフォルダではアクセス権は設定されません。そのため、

リストアしてもフォルダのアクセス権は元の状態には戻りません。リストアしたフォルダのア

クセス権を設定しなおしてください。 

 

5. LB リモート バックアップ のライセンス 

LB リモート バックアップ はライセンス契約の組み合わせによって多様な運用方法が可能に

なります。使用環境に最適なライセンス契約をご検討ください。ご契約に関しては株式会社ラ

イフボートにお問い合わせください。 

 

5-1. ライセンスの種類 

ライセンスは以下の種類に分かれています。 

Remote Backup Manager：バックアップサーバ用管理ソフトウェア 

Remote Backup Client：クライアント用バックアップソフトウェア 

 

5-2. ライセンスのご購入後のアクティベーション手続き 

アクティベーション手続きではご購入いただいたライセンスの認証と登録を行います。バック

アップサーバがインターネットに接続されている場合は自動的にアクティベーション手続き

を完了しますが、バックアップサーバがインターネットに未接続の場合は手動でアクティベー

ションの手続きをおこないます。詳しくは 第 2 章 3. アクティベーション（ライセンスの認

証と登録手続き）をご確認ください。 

 

5-3. 評価版の使用期限と制限 

評価版の使用期間はインストール後 30 日間です。ライセンスの上限は Remote Backup Client

は 10 ライセンスです。期限を過ぎるとほぼすべての機能が使用できなくなります。（ただし既

に評価版でバックアップしたデータを評価版の使用期限後にリストアすることは可能です） 
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6. 日常的なリスクに対応する多彩なバックアップ機能 

6-1. ネットワーク回線接続が瞬間的に途切れても… 

バックアップソフトウェアに大きな影響を及ぼす通信状態。ブロードバンド化が進む現代にお

いてもネットワーク回線の通信が瞬間的に未接続状態になることが十分考えられます。そんな

環境下でもデータの効率的なバックアップを保証する機能が「レジューム機能」です。 

LB リモート バックアップ の「レジューム機能」は、たとえば大きなデータのバックアップ

中に突然ネットワーク回線の接続が途切れてしまいバックアップ転送中のデータのすべて送

信できなかったとしても、ネットワーク回線の接続が回復すると、途中まで送ったファイルの

残りを送信するだけでバックアップを完了する仕組みになっています。この「レジューム機能」

によって LB リモート バックアップ は、時間というコストを無駄なく最大限に活用するバッ

クアップソフトウェアになっています。 

 

6-2. ノート PC を持って外出しても… 

普段はネットワークに接続してバックアップしているコンピュータを、一時的にネットワーク

から切り離して持ち出し、次にネットワークへ再接続するまでの間に作成または更新したデー

タを、再接続後に確実かつスムーズにバックアップしてほしい、という強いニーズがありまし

た。それに応えた機能が「オートコンプリータ機能」です。 

LB リモート バックアップ は未接続状態からネットワークに接続した場合や起動されるたび

に、最初にまずそれまでバックアップできなかったデータをバックアップサーバへバックアッ

プします。この仕組みによってユーザはバックアップサーバに未接続状態の間に作成、更新さ

れたデータのバックアップを無意識に保証されます。 
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6-3. PC が故障しても… 

LB リモート バックアップ に接続していたユーザのコンピュータのハードディスクが突然故

障し、新しいハードディスクに交換しなければならなくなった、ついにはデータがすべて消え

てしまった… そんな恐ろしい事態が現代の IT 環境では不思議な出来事ではなくなってしま

いました。各コンピュータメーカはその対策用にリカバリ CD-ROM を付属してシステムを再イ

ンストールできるように備えました。しかし残念ながら消えてしまったユーザの固有のデータ

についてはあきらめなければならなかったのです。しかし、そんな厳しい一大事にも活躍でき

るのが LB リモート バックアップ です。 

LB リモート バックアップ はそんな万一の事態のために、リストア機能を備えています。ユ

ーザが Remote Backup Client を再インストールし通常のリストア作業を実行すれば、バック

アップ済みのデータをバックアップサーバからユーザのコンピュータへ確実にデータを戻し

ます。 

さらに LB リモート バックアップ は新しく便利な機能を装備しました。ユーザのコンピュー

タは故障しなくても新しく高度なスペックのコンピュータに交換が必要なケースが発生しま

す。そんな場合でもユーザを強力に支援する機能が「Remote Backup Client インストール時

のオートリストア機能」です。 

交換された新しいコンピュータに Remote Backup Client をインストールし、バックアップサ

ーバへ最初に接続すると、Remote Backup Client は以前と同じユーザであることを認証した

うえで、かつ、既にバックアップされたデータが存在した場合であれは、旧コンピュータから

バックアップされたデータをリストアするかどうかをユーザにたずねます。ユーザが「はい」

を選択すれば、バックアップ済みデータのリストアを自動的に開始。ユーザは面倒な作業をす

ることなく旧コンピュータのデータを新コンピュータへ移行することができるのです。 

詳しくは 第 6 章 4. Remote Backup Client インストール時のオートリストア機能 を参照く

ださい。 
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7. 困ったときは・・・ 

7-1. Q & A 

7-1-1. パスワード 

Q. Remote Backup Manager のパスワードを忘れてしまった。 

A. 株式会社ライフボートにお問合せください。 

 

7-1-2. ユーザ設定 

Q. タスクトレイに Remote Backup Client のアイコンが表示されません。 

A. 動作モードを[ステルス]に設定すると、タスクトレイに Remote Backup Client のアイコ

ンは表示されなくなります。Remote Backup Manager のユーザ設定画面で動作モードを[通常]

に設定するとタスクトレイにアイコンが表示されます。 

 

7-1-3. バックアップ設定 

Q. 多くのコンピュータを 1台ずつ設定するのは大変ですがバックアップ設定を一括して設定

できませんか？ 

A. Remote Backup Manager のユーザ管理グループ設定を活用してください。ユーザをグルー

プに所属させるとグループ毎に同じバックアップ設定に一括設定することが可能です。また、

ユーザ設定のインポート機能を活用して CSV ファイルからすべてのユーザのユーザ設定をイ

ンポートすることも可能です。 

 

Q. バックアップ設定の内容が変更されています。 

A. Remote Backup Manager のグループ設定を実行した場合はグループに所属するユーザすべ

てのバックアップ設定を行単位で一括して設定します。よって、所属するユーザの同じ行に設

定されているバックアップ設定の値はすべて変更されます。 

 

Q. バックアップ設定したはずのフォルダがまったくバックアップされません。 

A. Remote Backup Manager のバックアップ設定画面の個別設定欄のバックアップ元はフルパ

スで指定してください。存在しないフォルダをバックアップ元に設定するとユーザ側でエラー

メッセージが表示されます。または、除外フォルダに同名のフォルダを設定しているとすべて

バックアップされませんので Remote Backup Manager のバックアップ設定画面をもう一度確認

してください。 

 

Q. 編集中のファイルがバックアップされません。 

A. バックアップ対象のファイルが排他的に開かれている状態では、Remote Backup Client は

バックアップしません。保存してもう一度確認してください。 

 

Q. 今日保存したファイルの世代が１世代ファイルしか残っていません。 

A. Remote Backup Manager のバックアップ設定の高度な設定で「同一日付の世代を１世代に

限定する」に設定していると、世代ファイルはその日の最後に保存した１世代のみの保存とな

ります。 

 



28 

7-1-4. リストア 

Q. リストアしようとしたがバックアップ先のディスク領域に該当するファイルが見あたり

ません。 

A. Remote Backup Manager の設定の方法によっていくつかの原因が考えられます。１つめに、

高度な設定画面で「レプリケーションモード」に設定している場合です。コンピュータで既に

削除したファイルはバックアップサーバからも自動的に削除されますので以前にバックアッ

プしてあったファイルは消えています。２つめに、Remote Backup Manager のリストア画面で

バックアップサーバから誤って消してしまった場合です。リストア画面で削除する場合は注意

して実行してください。３つめに除外フォルダや除外ファイルに指定されている条件に一致す

る場合にバックアップは実行されません。 

 

Q. リストアしたファイルをダウンロードしたが、同じファイル名のファイルがみつからない。 

A. Remote Backup Manager と MyPage のリストア画面からリストアしたファイルは指定したフ

ォルダに ZIP で保存されます。ZIP ファイルのファイル名は「リストアファイル＋今日の日

付.rb3.restore.zip」です。 

 

Q. リストアしたファイルをダウンロードでません。 

A. 既知の問題で「Microsoft Windows XP を実行しているコンピュータで Windows Internet 

Explorer 7 を使用してファイルをダウンロードできない」場合が発見されています。たとえ

ば、[ファイルのダウンロード]ダイアログボックスで[保存]をクリックした後に、ファイルが

ダウンロードされません。その場合は、 Microsoft 社ののサポートオンライン 

http://support.microsoft.com/kb/932823/ja（※2008 年 3 月 25 日現在） をご確認くださ

い。 

 

Q：リストアがなかなか終わりません。 

A：Remote Backup Manager と MyPage のリストア画面からリストアする場合は復号化と圧縮処

理をおこなうため、リストア対象のファイル（フォルダ）の合計サイズが大きかったり、ファ

イル数が多かったりする場合は時間がかかることがあります。時間がかかるように感じられる

場合は一度にリストアするファイルの数量を絞ってください。通常は、Remote Backup Client

からのリストア、あるいは Remote Backup Notifier からのリストアを使用してください。 

 

7-1-5. アクセス権 

Q. 共有フォルダに設定したアクセス権はバックアップ後にどうなりますか？ 

A. バックアップ先のフォルダにはアクセス権は設定されていません。それゆえ、リストアし

てもフォルダのアクセス権は元の状態には戻りません。リストアしたフォルダのアクセス権を

設定しなおしてください。 

 

7-1-6. アカウント 

Q. Remote Backup Manager で「このままログインしますと、ログイン中の他の管理者はログ

アウトされます。」というメッセージが表示されます。 

A. Remote Backup Manager へ複数の Web ブラウザで同時にログインすることはできません。 

 

7-1-7. シャットダウン 

Q. バックアップ中にコンピュータをシャットダウンしてもよいですか？ 

A. Remote Backup Manager のバックアップ設定高度な設定画面の「シャットダウン設定」で

「実行中のバックアップの終了を待ってシャットダウン」に設定してあればバックアップが終

了すると自動的にシャットダウンします。他に「実行中のバックアップを停止してシャットダ

ウン」に設定することも可能です。 
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7-1-8. ログエクスポート 

Q. ログをエクスポートしたがデータを見つけられない。 

A. ログのエクスポート先はバックアップサーバの指定されたドライブです。ログは ZIP(圧縮

ファイル)で出力され、改ざん確認用に MD5 にてフィンガプリントを生成しログと一緒にエク

スポートします。 

 

7-1-9. その他 

Q：「バックアップサーバの接続に失敗しました」と表示されます。 

A：LANケーブルは抜けていませんか？LANケーブルが抜けていた場合はケーブルを差し、Remote 

Backup Clientのコンテキストメニューから「ログインし直す」をクリックしてください。 

ファイアウォールでRemote Backup Clientの通信が遮断されていませんか？まずファイアウォ

ールでRemote Backup Clientが遮断されているかどうかを確認するか、一時無効にし、Remote 

Backup Clientが正常に動作するかご確認ください。無効にしてRemote Backup Clientが動作

するようであればファイアウォールの設定を変更してください。 

※ファイアウォールの設定変更は危険が伴いますので注意しておこなってください。 

 

Q. ログにエラーが表示されました。 

A. 巻末のログ一覧を参照してください。それでも解決しない場合はご購入いただいた製品購

入先にお問い合わせください。 

 

Q. 「パス名が長すぎます」というエラーが表示されます。どうしたらよいでしょうか？ 

A. パス名の長さとは、「ドライブ名＋フォルダ名＋ファイル名」の長さです。パス名の長さは

最長 255 文字と決まっています。これは Windows の OS が扱える長さが 255 文字だからです。

ファイルの場所を階層の浅いフォルダに移動するなど、ファイル名が短くなる工夫をしてくだ

さい。 

 

Q. Remote Backup Manager や My Page で画面表示が崩れてしまいます。 

A. Internet Explorer で JavaScript の設定が無効だと正しく動作しません。有効に設定する

方法は巻末の参考資料を確認してください。 

 

7-1-10. 増設・契約 

Q. バックアップするコンピュータの最大数を増やしたい。  

A. バックアップする台数を増やすには Remote Backup Client ライセンスを必要分ご購入く

ださい。株式会社ライフボートにお問合せください。 

 

Q. ソフトウェアライセンスを増やしたい 

A.ソフトウェアライセンスの契約を変更するには、株式会社ライフボートにお問合せください。 
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8. メッセージ一覧表 

 

8-1. LB リモート バックアップ インストーラ・メッセージ 

上段太字行：メッセージ内容 

下段細字行：意味または対応のしかた 

 

管理者権限を持つユーザで実行してください 

インストールは管理者権限のあるユーザでおこなってください。 

 

このサーバの OS は動作要件を満たしていないためサポート対象外となります。インストール

を続行しますか？ 

動作要件は 第 2 章 1-1. Remote Backup Manager の動作要件 を参照してください。 

Remote Backup Notifier をインストール中にこのメッセージが表示される場合は、第 4 章 1-1. 

Remote Backup Notifier 動作要件 に従ってインストールを継続してください。 

 

このコンピュータには、「FSRM」がインストールされていないため Remote Backup Manager で

ユーザ毎に上限領域を設定することができませんがその他の機能は問題なくご利用可能です。

※「FSRM」をインストールすれば、ユーザ毎の上限領域の設定が可能になります。 

FSRM ＝ ファイル サーバ リソース マネージャ  

FSRM 機能は、Windows Server 2003 R2 以降の OS でご利用可能です。 

 

Remote Backup Manager で使用する通信ポート（80 番）は、既に別のサービスが使用中です。

インストールステップの各種設定画面でポート番号を変更することが出来ますので、80 番以

外のポート番号を設定してください。 

http 通信ポートは、「ライセンスキーの入力と各種設定画面」で設定することが可能ですので、

80 番以外のポート番号を設定してください。 

 

ライセンスキーが正しくありません 

正しい値を入力してください。 

 

｛ドライブ名｝：ドライブは、NTFS フォーマットではないため、バックアップ領域または

CRYPTO-GATE 領域に設定することはできません。 

バックアップ領域、CRYPTO-GATE として設定することはできません。他のドライブを設定して

ください。Remote Backup Manager、MySQL、ログ用のドライブとして設定可能です。 

 

http 通信ポートには 1～65535 の値を指定してください 

http 通信ポートには 0 や 65536 以上の値を指定することはできません。 

1～65535 の範囲で、別のサービスによって未使用の番号を指定してください。 

 

同じポート番号は指定できません 

http 通信ポート、MySQL ポート、内部通信ポート 1、内部通信ポート 2 には、それぞれ違うポ

ート番号を指定してください。 

 

Apache が動作している環境にはインストールできません 

Apache などが既に動作しているとインストールできません。 

不要であればアンインストールしていただくか、別サーバを用意していただく必要があります。 

 

指定した http 通信ポートは、別のサービスが使用中です 

別のネットワークアプリケーション等が指定した http 通信ポートを使用しています。不要で

あればアンインストールしていただくか、別の番号を指定してください。 
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インターネットの接続を確認しています。しばらくお待ちください… 

接続確認が終わるまで、しばらくお待ちください。 

 

プロキシサーバに接続出来ませんでした 

Windows のネットワーク接続を確認してください。または、InternetExplorer のツール＞イン

ターネットオプション＞接続タブ＞ローカルエリアネットワーク(LAN)の設定＞プロキシサー

バの設定を確認してください。 

 

Remote Backup Manager をアンインストールしてください 

Remote Backup Manager をアンインストールしてから、Apache または MySQL をアンインストー

ルしてください。 

 

RBM サービスを削除してください 

RBM サービスを削除してから、Remote Backup Manager をアンインストールしてください。 

 

RBM サービスを停止してください 

RBM サービスを停止してから、RBM サービスを削除してください。 

 

ドライブの空き容量が不足しています。｛移動元フォルダ｝からの移動は失敗しました。 

移動先のドライブの容量が不足しています。容量が十分にあるドライブを指定してください。 

 

dirquota コマンドが利用できません 

Windows Server 2003 R2 の「ファイル サーバー リソース マネージャ」をインストールして

ください。このままインストールしても、容量制限が効かなくなるなど LB リモート バック

アップ が正しく動きません。 

 

MySQL サーバが動作している環境にはインストールできません 

MySQL が既に動作しているとインストールできません。 

不要であればアンインストールしていただくか、別サーバを用意していただく必要があります。 

 

8-2. Remote Backup Notifier メッセージ 

 

Remote Backup Notifier の新しいインストーラが見つかりました。ダウンロードしてインス

トールを実行します。 

OK をクリックしてください。 

 

Remote Backup Notifier を終了して新しいインストーラ Remote Backup Notifier.msi を実行

します。 

OK をクリックしてください。 

 

インストーラの URL {URL} が不正です 

Remote Backup Manager を再起動してください。 

 

Remote Backup Notifier の新しいインストーラを{ファイル名}に保存することができません

でした。 

テンポラリフォルダの在るドライブ(一般には C ドライブ)のディスクの空き領域をご用意い

ただき再実行してください。 

 

Remote Backup Notifier の新しいインストーラをダウンロードすることができませんでした。 

ネットワークが正しく接続されているか確認して再実行してください。 



32 

保存するファイルが作成できません 

保存先を変更して再実行してください。 

 

バックアップサーバ の接続情報をレジストリに格納するときにエラーが発生しました。 

Remote Backup Notifier を再起動してください。またはコンピュータを再起動してください。 

 

※以降はお知らせで通知されるメッセージです。 

{バックアップサーバ|*:ドライブ}の残容量が少なくなっています（残り *** MB）。 

バックアップサーバ、ドライブのデータを整理するか、容量を確認、変更してください。 

 

{CRYPTO-GATE|}の空き領域が不足しているのでバックアップを継続できません。 

CRYPTO ゲートのデータを整理するか、容量を確認、変更してください。 

 

ユーザ{ユーザ番号}のテンポラリフォルダ{フォルダ名}の容量が少なくなっています。この

ままではバックアップが継続できなくなりますのでユーザ{ユーザ番号}のテンポラリフォル

ダの変更をお願いします。 

該当するユーザが使用する PC の Remote Backup Client のコンテキストメニューから[テンポ

ラリフォルダの変更]をクリックしてテンポラリフォルダを変更してください。 

 

バックアップサーバの空き領域が不足しているので No.{ユーザ番号}のバックアップを継続

できません。 

このままではバックアップできません。バックアップサーバの空き領域を確保してください。 

 

複数のユーザアカウントが同一 ID番号{ユーザ番号}でバックアップを実行しようとしていま

す。 

複数のユーザアカウントで同一 ID 番号を使用すると正しくバックアップできません。ユーザ

アカウントとログイン ID を必ず１対１にして運用してください。 

 

バックアップサーバの空き領域が不足しているのでバックアップログを転送できません。 

このままではすべてのログをバックアップできません。バックアップサーバの空き領域を確保

してください。 

 

8-3. Remote Backup Manager メッセージ 

上段太字行：メッセージ内容 

下段細字行：意味または対応のしかた 

 

Page not found 

Remote Backup Manager に存在しないアドレスにアクセスしているか、システムに異常がある

可能性があります。アドレス、ネットワークの接続状態を確認し、Remote Backup Manager を

再起動してください。 

 

設定の保存ができませんでした 

MySQL の動作が異常、またはデータベースのテーブルが破損している可能性があります。

Remote Backup Manager を再起動してください。 

 

 [※※※※] 取得できませんでした 

メッセージの最初に表示されている項目の情報を取得できない状態です。ネットワークの接続

状態を確認するか、Remote Backup Manager を再起動してください。 
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8-4. Remote Backup Client メッセージ 

メッセージと対応方法の一覧です。 

メッセージ 対応方法 

{ID|パスワード|IP アドレス|ID とパスワード|
パスワードと IPアドレス|IDとパスワードと IP
アドレス}が未入力です。 

正しい値を入力してください。 

{サービスアカウント|サービスパスワード|サ

ービスアカウントとパスワード}が未入力です。 
正しい値を入力してください。 

バックアップサーバ の接続情報をレジストリ

に格納するときにエラーが発生しました。 

Remote Backup Client を再起動してくだ

さい。またはコンピュータを再起動して

ください。 

サービスモードの実行アカウント情報を{保存|
削除}するときにエラーが発生しました。 

Remote Backup Client を再起動してくだ

さい。またはコンピュータを再起動して

ください。 

ログインできませんでした。ID、パスワードを

確認してください。 
管理者にお問い合わせください。 

バックアップの設定がまだおこなわれていませ

ん。 

Remote Backup Manager でバックアップ設

定してください。 

Remote Backup Client の新しいインストーラを

ダウンロードすることができませんでした。 

ネットワーク接続を確認してください。

それでも解決しない場合はコンピュータ

または Remote Backup Manager を再起動

してください。 

Remote Backup Client の新しいインストーラを

{ファイル名} に保存することができませんで

した。 

テンポラリフォルダの在るドライブ(一

般には Cドライブ)のディスクの空き領域

をご用意いただき再実行してください。 

設定ファイルの取得に失敗しました。終了しま

す。 

ネットワーク接続を確認してください。

それでも解決しない場合はコンピュータ

または Remote Backup Manager を再起動

してください。 

このコンピュータに設定された別のユーザアカ

ウントで Remote Backup Client が既に実行され

ています。同一の接続情報でログインをおこな

うと、別のユーザアカウントからバックアップ

されたデータは削除または上書きされます。ロ

グインしますか? 

管理者にお問い合わせください。実行中

のユーザアカウントが異なるとマイドキ

ュメントなどバックアップ先フォルダが

共通のファイルは、他のユーザの同じ名

前のファイルを上書きします。 

バックアップ元フォルダが見つかりません{フ
ォルダ名}バックアップ元の設定をおこなって

ください。 

管理者にお問い合わせください。任意の

バックアップ元のフォルダ名が間違って

いる場合があります。 

バックアップサーバと通信ができませんでし

た。終了します。 

ネットワーク接続を確認してください。

それでも解決しない場合はコンピュータ

または Remote Backup Manager を再起動

してください。 

Remote Backup Client が初めて起動されました。

以前バックアップしたファイルをバックアップ

サーバからオートリストアしますか? 

PC を交換した場合などで、すでにバック

アップしたデータを PCに戻したい場合は

オートリストアをおこなってください。 
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{メールクライアント名} のメールフォルダは

システムに登録されていないか存在しません。

メールをオートリストアする場合はフォルダを

選択してください。キャンセルするとメールは

オートリストアされません。 

新しい PCでまだお使いのメールクライア

ントをインストール/起動していないと、

メールフォルダがシステムに登録されて

いない場合があります。このような時は

フォルダを選んでそこにオートリストア

してください。 

{メールクライアント名}を終了できませんでし

た。メールはオートリストアされていません。 

メールをオートリストアしたい場合は一

旦オートリストアを中止し、｛メールク
ライアント名｝を終了させてから Remote 

Backup Client を起動してオートリスト

アを再実行してください。 

{メールクライアント名}のホスト接続が 10分以

内に完了しませんでした。メールはオートリス

トアされていません。 

メールをオートリストアしたい場合は一

旦オートリストアを中止し、｛メールク

ライアント名｝を終了させてから Remote 

Backup Client を起動してオートリスト

アを再実行してください。 

{メールクライアント名}のフォルダ最適化が 10

分以内に完了しませんでした。メールはオート

リストアされていません。 

メールをオートリストアしたい場合は一

旦オートリストアを中止し、｛メールク
ライアント名｝を終了させてから Remote 

Backup Client を起動してオートリスト

アを再実行してください。 

{メールクライアント名}の保存フォルダ変更が

10 分以内に完了しませんでした。メールはオー

トリストアされていません。 

メールをオートリストアしたい場合は一

旦オートリストアを中止し、｛メールク
ライアント名｝を終了させてから Remote 

Backup Client を起動してオートリスト

アを再実行してください。 

{メールクライアント名}のメール受信が 10分以

内に完了しませんでした。メールはオートリス

トアされていません。 

メールをオートリストアしたい場合は一

旦オートリストアを中止し、｛メールク
ライアント名｝を終了させてから Remote 

Backup Client を起動してオートリスト

アを再実行してください。 

{メールクライアント名}のメール送信が 10分以

内に完了しませんでした。メールはオートリス

トアされていません。 

メールをオートリストアしたい場合は一

旦オートリストアを中止し、｛メールク
ライアント名｝を終了させてから Remote 

Backup Client を起動してオートリスト

アを再実行してください。 

{メールクライアント名}のメール送受信が 10分

以内に完了しませんでした。メールはオートリ

ストアされていません。 

メールをオートリストアしたい場合は一

旦オートリストアを中止し、｛メールク
ライアント名｝を終了させてから Remote 

Backup Client を起動してオートリスト

アを再実行してください。 

Remote Backup Client オートリストア実行に必

要な情報を取得しています。 

このダイアログ表示が 1 分以上消えない場合は

管理者にお問い合わせください。 

オートリストアを中止する場合は[キャ

ンセル]を選択します 

ダイアログ表示が 1 分以上続く場合は、

管理者にお問い合わせください。 

Remote Backup Client オートリストア処理中 

オートリストア先 : {フォルダ名|ファイル名} 

オートリストア元 : {フォルダ名|ファイル名} 

オートリストアを中止する場合は[キャ

ンセル]を選択します 
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オートリストア先のフォルダ {フォルダ名} に

アクセスできません。ほかのフォルダをオート

リストア先に指定するか、必要なドライブを接

続してからオートリストアを再度実行してくだ

さい。 

新しい PCでドライブの構成などが異なる

などで、フォルダにアクセスできません。

別のフォルダ・ドライブ等を選択してオ

ートリストアしてください。 

オートリストア先フォルダ {フォルダ名} は既

に存在しています。ほかのフォルダをオートリ

ストア先に指定しますか。 

新しい PCで以前と同じバックアップ元フ

ォルダがすでに存在する場合は上書きし

てオートリストアするか別のフォルダを

選択してオートリストアしてください。 

オートリストア先フォルダ作成でエラーが発生

しました。 

オートリストア元のフォルダ {フォルダ名} 

オートリストア先のフォルダ {フォルダ名} 

エラー {エラーコード-エラー内容} 

続行しますか。  

エラーとなったファイル・フォルダを無

視してオートリストアを続けるか、エラ

ー の 対 処 を お こ な っ た 後 で Remote 

Backup Clinet を起動して再度オートリ

ストアをおこなってください。 

オートリストアレジストリインポートでエラー

が発生しました。 

インポートファイル {ファイル名}  

エラー {エラー内容} 

エラー内容をご確認ください。 

オートリストアを中止する場合は[いい

え]を、続行する場合は[はい]を選択して

ください。 

オートリストア転送でエラーが発生しました。 

オートリストア元のファイル {ファイル名} 

オートリストア先のファイル {ファイル名} 

エラー {エラ- エラー内容}  

続行しますか。 

エラーとなったファイル・フォルダを無

視してオートリストアを続けるか、エラ

ー の 対 処 を お こ な っ た 後 で Remote 

Backup Clinet を起動して再度オートリ

ストアをおこなってください。 

オートリストア元フォルダ {フォルダ名} にア

クセスできません。  

エラー {エラーコード-エラー内容}  

続行しますか。 

ネットワーク接続を確認してください。

それでも解決しない場合はコンピュータ

または Remote Backup Manager を再起動

してください。 

オートリストア先 {フォルダ名} に同じ名前の 

{フォルダ フォルダ名|ファイル ファイル名} 

があります。オートリストア先の {ファイル名/

フォルダ名} にオートリストア元の {ファイル
名/フォルダ名} を上書きしますか? 

上書きしない場合はオートリストア元の

ファイル・フォルダはオートリストアさ

れません。 

今回のオートリストアではスキップされたファ

イルがありました。次回 Remote Backup Client 

起動時にもう一度オートリストアをおこないま

すか? 

もう一度オートリストアをやり直すこと

も、ここでオートリストアを終了するこ

ともできます。終了するとスキップした

ファイルはオートリストアできません。 

{メールクライアント名}を終了できませんでし

た。メールはバックアップされていません。 

次回のメールバックアップまで待つか、

{メールクライアント名}を手動で終了し

今すぐバックアップを実行してメールを

バックアップします。 

{メールクライアント名}のホスト接続が 10分以

内に完了しませんでした。メールはバックアッ

プされていません。 

次回のメールバックアップまで待つか、

{メールクライアント名}を手動で終了し

今すぐバックアップを実行してメールを

バックアップします。 

{メールクライアント名}のフォルダ最適化が 10

分以内に完了しませんでした。メールはバック

アップされていません。 

次回のメールバックアップまで待つか、

フォルダ最適化後に今すぐバックアップ

実行をしてメールをバックアップしま

す。 
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{メールクライアント名}の保存フォルダ変更が

10 分以内に完了しませんでした。メールはバッ

クアップされていません。 

次回のメールバックアップまで待つか、

保存フォルダ変更後に今すぐバックアッ

プを実行してメールをバックアップしま

す。 

{メールクライアント名}のメール受信が 10分以

内に完了しませんでした。メールはバックアッ

プされていません。 

次回のメールバックアップまで待つか、

{メールクライアント名}を手動で終了し

今すぐバックアップを実行してメールを

バックアップします。 

{メールクライアント名}のメール送信が 10分以

内に完了しませんでした。メールはバックアッ

プされていません。 

次回のメールバックアップまで待つか、

{メールクライアント名}を手動で終了し

今すぐバックアップを実行してメールを

バックアップします。 

{メールクライアント名}のメール送受信が 10分

以内に完了しませんでした。メールはバックア

ップされていません。 

次回のメールバックアップまで待つか、

{メールクライアント名}を手動で終了し

今すぐバックアップを実行してメールを

バックアップします。 

バッテリ動作中です.余計な電力消費削減の為、

バックアップ処理を保留しますか? 

バッテリ動作中はバックアップを停止す

ることができます。ＡＣ動作に切り替わ

ると自動的にバックアップ停止が解除さ

れます。 

{バックアップサーバ|{ドライブ名}ドライブ}

の残容量が少なくなっています（残り {空き容

量} MB）。 

管理者にお問い合わせください。 

以下の大きなファイルをコピーしようとしてい

ます{ファイル名}{サイズ} KBytesよろしいです

か?(処理に暫く時間を要します) 

このファイルをバックアップしたくない

ときは、キャンセルしてください。 

{{ドライブ名}ドライブ|バックアップサーバ

|CRYPTO-GATE} の空き領域が不足しているので

バックアップを継続できません。 

管理者にお問い合わせください。 

バックアップ設定の取得に失敗しました。 

ネットワーク接続を確認してください。

それでも解決しない場合はコンピュータ

または Remote Backup Manager を再起動

してください。 

ID または PASSWORD が取得できませんでした。終

了します。 

ネットワーク接続を確認してください。

それでも解決しない場合はコンピュータ

または Remote Backup Manager を再起動

してください。 

現在の設定から変更されていない為、申請でき

ません。 

バックアップ設定を変更して申請してく

ださい。 

申請が完了しました。 
バックアップ元の申請が正常におこなわ

れました。 

申請に失敗しました。 

ネットワーク接続を確認してください。

それでも解決しない場合はコンピュータ

または Remote Backup Manager を再起動

してください。 

Outlook の追加されたデータファイル {フォル
ダ名}のパス名が長すぎます。バックアップする

にはもっと短いパス名のフォルダに移動してく

ださい。 

Outlook に追加されたデータファイルの

パス名を変更してください。 
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メールファイル {ファイル名} がロックされて

読み出せません。リトライしますか? 

リトライする場合は「はい」を選択して

ください。 

バックアップを開始します。終了後自動的にシ

ャットダウンされます。 

[バックアップ完了後に再起動] or [バッ

クアップ完了後に終了] or [すぐに終了] 

を選択してください。 

メールバックアップテンポラリフォルダの空き

容量が少ないかアクセスできません。 

別のフォルダを選択しますか。 

バックアップを中止する場合は[いいえ]

を、別のフォルダを選択する場合は[は

い]を選択してください。 

選択されたテンポラリフォルダは空でないか空

き容量が少ないかアクセスできません。 

 別のフォルダを選択してください。 

テンポラリフォルダ変更を中止する場合

は[キャンセル]を、変更をやり直す場合

は[OK]を選択してください。 

選択したテンポラリフォルダをレジストリに保

存できませんでした。 

テンポラリフォルダ変更を中止する場合

は[キャンセル]を、変更をやり直す場合

は[OK]を選択してください。 

既存のデータを選択したテンポラリフォルダに

移動できませんでした。 

テンポラリフォルダ変更を中止する場合

は[キャンセル]を、変更をやり直す場合

は[OK]を選択してください。 

{Outlook Express|Windows Mail}のメッセージ

ルールがリストアされました。レジストリへイ

ンポートしますか? 

レジストリへインポートする場合は[OK]

を選択してください。 
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第 2 章 Remote Backup Manager のインストール 

この章では Remote Backup Manager の導入方法と、インストール時の特別な機能、必要な設

定方法、操作方法、および注意点などをご説明いたします。 

 

1. インストール前にご確認ください 

1-1. Remote Backup Manager の動作要件 

以下の最低システム要件を満たす コンピュータ をご用意ください。 

 

オペレーティングシステム（32 ビット/64 ビット 日本語版のみ） 

Windows Server 2003 R2 Standard Edition（SP1 以降を含む） 

Windows Storage Server 2003 R2（SP1 以降を含む） 

Windows Server 2008 Standard Edition（SP1 以降を含む） 

Windows Server 2008 R2 Standard Edition 

Windows Storage Server 2008 

※Windows の FSRM(ファイル サーバー リソース マネージャ)のインストール必須条件 

 

※ NAS に搭載された Windows Storage Server 2003 R2 または Windows Storage Server 2008

の中には、FSRM を使用できない物があります。FSRM を使用できない OS が搭載された NAS に

Remote Backup Manager をインストールした場合、上限領域設定機能およびディスク管理機能

全般を使用できません。お使いの NAS に FSRM をインストールできるかどうかは、NAS メーカ

ーにお問い合わせください。 

 

プロセッサ 

Pentium 4 3GHz 以上（デュアルコアプロセッサ推奨） 

メモリ 

1GB 以上の RAM 

ハードディスク空き容量 

C ドライブに 2GB 以上の空き容量が必要です。 

ハードディスクの構成 

任意のドライブをシステム領域、バックアップ領域に使用します。 

※バックアップ領域に設定するドライブは NTFS 必須。 

通信ポート 

インバウンドポート：HTTP(TCP80※1)、ファイル転送(TCP26706) 

バックアップサーバ内部通信ポート：TCP8888※1、TCP8889※1、TCP3306※1 

※1 インストール時に任意のポートに変更可能 

アウトバウンドポート：HTTPS(TCP443※2) SMTP(TCP25※3） 

※2 アクティベーション時のみ。 

※3 メール送信機能利用時のみ。お使いの SMTP サーバに合わせて任意のポートを指定可能 

その他 

LAN に接続されていること。（※インターネットにアクセスできるように LAN 接続されている

と、ソフトウェアアップデータのダウンロードやアクティベーションが自動化されます。） 

内蔵または外付けの CD-ROM ドライブが必要 

Apache、PHP、MySQL（それぞれ各バージョン）がインストールされていないこと 
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1-2. 対応 Web ブラウザ 

以下の Web ブラウザ以外の環境では正常に表示しない、または、正常に動作しない場合があり

ます。 

Microsoft Internet Explorer 6.0 SP2 以降 

※JavaScript を利用しています。JavaScript の設定を有効にしてください。設定方法は巻末

の参考資料をご確認ください。 

 

2.Remote Backup Manager をセットアップする 

Remote Backup Manager をバックアップサーバにセットアップします。 

※注意：インストール時にウィルスチェッカやファイアウォールのソフトが動作している状態

ではインストールが正しく完了しない場合があります。ウィルスチェッカやファイアウォール

のソフトを一時停止、もしくはブロックを解除する設定の上でインストール作業をおこなって

ください。 

 

2-1. 添付された CD－R を使用してインストールする 

添付された LB リモート バックアップ インストール用 CD-R を使ってインストールします。 

1. CD-R をコンピュータに挿入します。自動再生が起動しインストール画面が表示されます。

自動再生しない場合は、マイコンピュータ内の CD ドライブのアイコンをダブルクリックする

か、Windows のスタートメニューから「ファイル名を指定して実行」をクリックします。

「 CD-ROM ドライブ名: ￥LB09Installer.exe 」と入力し[OK]をクリックまたは Enter キーを

押してインストーラを起動します。 

 

2-2. インストーラを起動する 

インストーラを起動すると「LB リモート バックアップ インストーラ」のメニュー画面を表

示します。 

 

注意！ OS の動作要件を満たさない場合はサポート対象外となります 

以下の警告ダイアログが表示された場合はサーバの OS が動作要件を満たしていません。この

場合はサポート対象外となります。 

 
 

「LB リモート バックアップ インストーラ」のメニュー画面 
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2-3. 動作ログを表示 

インストーラ画面左下の[詳細表示》]ボタンをクリックすると各機能実行時の動作ログを確認

できます。 

 
 

2-4. 標準インストールする 

「標準インストール」ではすべてのプログラムを一括してインストールします。 

1. [バックアップサーバセットアップ]ボタンをクリックしてバックアップサーバセットアッ

プのメニューを表示します。 

2. [標準インストール]ボタンをクリックします。 

 
 

3. 「インストール適合診断 」画面を表示します。 
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問題点が見つかった場合は、たとえば以下の参照画面のように該当項目に赤色の文字で[×]

を表示します。診断された内容を確認して必要な場合は対応を検討してください。 

「FSRM」の欄に[×]が表示された場合は、資料 9. FSRM をインストールする手順 

を参考に FSRM をインストールしてください。「http 通信ポート」欄に[×]が表示された場合

は、この後に表示される「ライセンスキーの入力と各種設定]画面の. 「Remote Backup Manager

通信設定」欄で「http 通信ポート」を他の通信ポートに設定してください。 

 
表示された内容を確認後に[次へ].をクリックします。 

インストールを中止する場合は[キャンセル].をクリックします。 

 

4. 「Remote Backup Manager 使用許諾への同意確認]画面を表示します。必ずお読みくださ

い。インストールされた時点で利用条件にご承諾いただいたものとし本製品を使用することを

許諾いたします。内容を確認して同意いただける場合は[同意する].をクリックします。 

] 

インストールを中止する場合は[同意しない].をクリックします。 
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5. 「ライセンスキーの入力と各種設定]画面を表示します。 

「ライセンスキーの入力]ではライセンスキーを入力します。 

 
 

注意！ ライセンスキーについて 

株式会社ライフボートから発行されるユーザ登録カードやライセンス証書に記載されていま

す。入力したライセンスキーが正しくない場合、インストーラは動作しません。同一のライセ

ンスキーでは複数のバックアップサーバを構築することはできません。 

 
 

6. 「インストール先ドライブの設定」では各ドライブを設定します。 

ドライブはプルダウンメニューから選択します。 

 
Remote Backup Manager：LB リモート バックアップ 全体を管理するプログラムです。イン

ストール先をプルダウンメニューから選択します。 

MySQL データベース：Remote Backup Manager の動作に必要なデータベースです。インストー

ル先をプルダウンメニューから選択します。 

バックアップ領域：Remote Backup Client やファイルサーバから転送された大切なデータを

保管する領域です。インストール先をプルダウンメニューから選択します。 

Crypto Gate 領域：Remote Backup Client を使用しないでデータを保管して暗号化するため

の領域です。インストール先をプルダウンメニューから選択します。 

ログファイル作成領域：Remote Backup Manager から出力されるバックアップログをファイル

形式で作成する領域です。インストール先をプルダウンメニューから選択します。 
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7. 「Remote Backup Manager 通信設定」の各値を設定します。 

 
http 通信ポート：http 通信に使用するポートを設定します。 

MySQL ポート：MySQL に使用するポートを設定します。 

内部通信ポート１：内部通信ポート１に使用するポートを設定します。 

内部通信ポート２：内部通信ポート２に使用するポートを設定します。 

http 通信ログファイル作成フォルダ：http 通信ログファイルを作成するフォルダを設定しま

す。[参照]ボタンをクリックしてフォルダを選択します。 

 

8. [Remote Backup Manager 設定の復元]を実行する場合は、インストールを実行する前に[参

照]ボタンをクリックして復元する設定ファイルを選択します。 

 
 

Point！ 設定ファイルを復元してインストールする 

LB リモート バックアップ は Remote Backup Manager 設定ファイルを復元してインストール

することが可能です。設定ファイルはあらかじめ Remote Backup Notifier のリストア機能を

使って入手してください。※詳細は 第 5 章 4-4. Remote Backup Manager 設定ファイルをリ

ストアする を参照してください。 

 

9. 設定が正しければ[この設定でインストールを開始する]をクリックします。インストール

を開始します。 

すべての値を初期値に戻したい場合は[初期値に戻す]をクリックします。 

インストールを中止する場合は[キャンセル]をクリックします。 

 

「ようこそ！Remote Backup 」画面が表示された場合は 3. インストール時のアクティベーシ

ョン手続き  を参照してください。 
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2-5. ステップインストールする 

「ステップインストール」ではそれぞれのプログラムをひとつずつ確認しながらインストール

します。 

1. [バックアップサーバセットアップ]ボタンをクリックしてバックアップサーバセットアッ

プのメニューを表示します。 

 

2. [ステップインストール]ボタンをクリックします。 

 
 

3. 「インストール適合診断 」画面を表示します。 

 
 

問題点が見つかった場合は、たとえば以下の参照画面のように該当項目に赤色の文字で[×]

を表示します。診断された内容を確認して必要な場合は対応を検討してください。 
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「FSRM」の欄に[×]が表示された場合は、資料 9. FSRM をインストールする手順を参考に FSRM

をインストールしてください。「http 通信ポート」欄に[×]が表示された場合は、この後に表

示される「ライセンスキーの入力と各種設定]画面の. 「Remote Backup Manager 通信設定」

欄で「http 通信ポート」を他の通信ポートに設定してください。 

 
表示された内容を確認後に[次へ].をクリックします。 

インストールを中止する場合は[キャンセル].をクリックします。 

 

4. 「Remote Backup Manager 使用許諾への同意確認]画面を表示します。必ずお読みくださ

い。インストールされた時点で利用条件にご承諾いただいたものとし本製品を使用することを

許諾いたします。内容を確認して同意いただける場合は[同意する].をクリックします。 

 
インストールを中止する場合は[同意しない].をクリックします。 
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5. 「ライセンスキーの入力と各種設定]画面を表示します。 

「ライセンスキーの入力]ではライセンスキーを入力します。 

 
 

注意！ ライセンスキーについて 

株式会社ライフボートから発行されるユーザ登録カードやライセンス証書に記載されていま

す。入力したライセンスキーが正しくない場合、インストーラは動作しません。同一のライセ

ンスキーでは複数のバックアップサーバを構築することはできませんので注意が必要です。 

 
 

6. 「インストール先ドライブの設定」では各ドライブを設定します。 

ドライブはプルダウンメニューから選択します。 

 
Remote Backup Manager：LB リモート バックアップ 全体を管理するプログラムです。イン

ストール先をプルダウンメニューから選択します。 

MySQL データベース：Remote Backup Manager の動作に必要なデータベースです。インストー

ル先をプルダウンメニューから選択します。 

バックアップ領域：Remote Backup Client やファイルサーバから転送された大切なデータを

保管する領域です。インストール先をプルダウンメニューから選択します。 

Crypto Gate 領域：Remote Backup Client を使用しないでデータを保管して暗号化するため

の領域です。インストール先をプルダウンメニューから選択します。 

ログファイル作成領域：Remote Backup Manager から出力されるバックアップログをファイル

形式で作成する領域です。インストール先をプルダウンメニューから選択します。 
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7. 「Remote Backup Manager 通信設定」の各値を設定します。 

 
http 通信ポート：http 通信に使用するポートを設定します。 

MySQL ポート：MySQL に使用するポートを設定します。 

内部通信ポート１：内部通信ポート１に使用するポートを設定します。 

内部通信ポート２：内部通信ポート２に使用するポートを設定します。 

http 通信ログファイル作成フォルダ：http 通信ログファイルを作成するフォルダを設定しま

す。[参照]ボタンをクリックしてフォルダを選択します。 

 

8. [Remote Backup Manager 設定の復元]を実行する場合は、インストールを実行する前に[参

照]ボタンをクリックして復元する設定ファイルを選択します。 

 
 

Point！ 設定ファイルを復元してインストールする 

LB リモート バックアップ は Remote Backup Manager 設定ファイルを復元してインストール

することが可能です。設定ファイルはあらかじめ Remote Backup Notifier のリストア機能を

使って入手してください。※詳細は 第 5 章 4-4. Remote Backup Manager 設定ファイルをリ

ストアする を参照してください。 

 

9. 設定が正しければ[この設定でインストールを開始する]をクリックします。インストール

を開始します。 

すべての値を初期値に戻したい場合は[初期値に戻す]をクリックします。 

インストールを中止する場合は[キャンセル]をクリックします。 

 

10. 「ステップインストール」画面を表示します。 
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11. 「基本ソフトウェア Apache」をインストールします。[インストール]ボタンをクリック

します。 

 
 

12. 「基本ソフトウェア MySQL」をインストールします。[インストール]ボタンをクリックし

ます。 

 
 

13. 「Remote Backup Manager」をインストールします。[インストール]ボタンをクリックし

ます。 

 
 

14. 「RBM サービス登録」をおこないます。[登録]をクリックします。RBM サービスを登録し

ます。 
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15. 「RBM サービス起動」をおこないます。[起動]をクリックします。RBM サービスを起動し

ます。 

 
「ようこそ！Remote Backup 」画面が表示された場合は 3. インストール時のアクティベーシ

ョン手続き  を参照してください。 

 
 

2-6. 修復インストールする 

「修復インストール」では Remote Backup Manager セットアップ後に何らかの問題が生じた場

合にインストール済みのプログラムを修復します。 

 

1. [バックアップサーバセットアップ]ボタンをクリックしてバックアップサーバセットアッ

プのメニューを表示します。 

 

2. [修復インストール]ボタンをクリックします。 
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3. 「ステップインストール 」画面を表示します。 

 
 

4. 「基本ソフトウェア Apache」をアンインストールします。[アンインストール]ボタンをク

リックします。 

 
注意！ Apache をアンインストール前に Remote Backup Manager をアンインストールしてくだ

さい。 

 

5. 「基本ソフトウェア Apache」を再設定します。[再設定]ボタンをクリックします。 

 
 

6. 「基本ソフトウェア MySQL」をアンインストールします。[アンインストール]ボタンをク

リックします。 
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[はい]ボタンをクリックします。 

 
 

注意！ MySQL をアンインストールするとデータが完全に削除されます。削除したくないデー

タがある場合は実行前にバックアップをおこなってください。 

 

注意！ MySQL をアンインストール前に Remote Backup Manager をアンインストールしてくだ

さい。 

 

7. 「基本ソフトウェア MySQL」を再設定します。[再設定]ボタンをクリックします。 

 
 

8. 「Remote Backup Manager」をアンインストールします。[アンインストール]ボタンをクリ

ックします。 

 
注意！ Remote Backup Manager をアンインストールするとバックアップフォルダも削除され

ます。 

バックアップフォルダに削除したくないデータがある場合は実行前にバックアップをおこな

うか、バックアップ領域に設定したドライブにある LB フォルダを LB_old などの別のフォルダ

名にリネームしてから Remote Backup Manager をアンインストールしてください。 

 

注意！ Remote Backup Manager をアンインストールする前に RBM サービスを削除してくださ

い。 
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9. 「RBM サービス登録」を削除します。[削除]をクリックします。RBM サービスを削除します。 

 
注意！ RBM サービスを削除する前に RBM サービスを停止してください。 

 

10. 「RBM サービス起動」を停止します。[停止]をクリックします。RBM サービスを停止しま

す。 

 
 

「ようこそ！Remote Backup」画面が表示された場合は 3. インストール時のアクティベーシ

ョン手続き  を参照してください。 

 
 

11. 「バックアップフォルダ」を削除します。[削除]をクリックします。バックアップフォル

ダを削除します。 

 



53 

2-7. Remote Backup Manager を開く 

 「Remote Backup Manager」を開きます。[Remote Backup Manager を開く]ボタンをクリック

します。 

 
 

Remote Backup Manager 画面を表示します。 
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2-8. システムメンテナンスする 

すでにセットアップされたシステムのメンテナンスをおこないます。 

1. [バックアップサーバセットアップ]ボタンをクリックして[システムメンテナンス]をクリ

ックします。 

 
 

2. 「システムメンテナンス」画面を表示します。 
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3. 「インストール先ドライブの設定」では各ドライブを設定します。 

ドライブはプルダウンメニューから選択します。 

 
Remote Backup Manager：LB リモート バックアップ 全体を管理するプログラムです。イン

ストール先をプルダウンメニューから選択します。 

MySQL データベース：Remote Backup Manager の動作に必要なデータベースです。インストー

ル先をプルダウンメニューから選択します。 

バックアップ領域：Remote Backup Client やファイルサーバから転送された大切なデータを

保管する領域です。インストール先をプルダウンメニューから選択します。 

Crypto Gate 領域：Remote Backup Client を使用しないでデータを保管して暗号化するため

の領域です。インストール先をプルダウンメニューから選択します。 

ログファイル作成領域：Remote Backup Manager から出力されるバックアップログをファイル

形式で作成する領域です。インストール先をプルダウンメニューから選択します。 

 

4. 「Remote Backup Manager 通信設定」の各値を設定します。 

 
http 通信ポート：http 通信に使用するポートを設定します。 

MySQL ポート：MySQL に使用するポートを設定します。 

内部通信ポート１：内部通信ポート１に使用するポートを設定します。 

内部通信ポート２：内部通信ポート２に使用するポートを設定します。 

http 通信ログファイル作成フォルダ：http 通信ログファイルを作成するフォルダを設定しま

す。[参照]ボタンをクリックしてフォルダを選択します。 
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5. 設定が正しければ[設定を反映]をクリックします。 

変更前の値に戻す場合は[リセット]をクリックします。 

システムメンテナンスを中止する場合は[キャンセル]をクリックします。 

 

2-9. テストデータを初期化する 

インストール済みのソフトウェア本体はそのままの状態で残し、バックアップサーバにバック

アップされたデータ、バックアップ設定、データベース、ログなどのデータを削除してインス

トール直後の初期状態に戻します。導入時のテスト後に使用すると便利です。 

 

1. [バックアップサーバセットアップ]ボタンをクリックして [テストデータを初期化する]

をクリックします。 

 
 

2. [はい]をクリックします。テストデータが初期化されます。 
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2-10. Remote Backup Manager をアンインストールする 

1. [バックアップサーバセットアップ]ボタンをクリックして[アンインストール]をクリック

します。 

 
 

2. [はい]をクリックします。Remote Backup Manager のアンインストールを開始します。バ

ックアップされたデータを含めてソフトウェアすべてのデータが削除されます。 

 
 

注意！ アンインストールするとバックアップされたデータを含めてソフトウェアのすべて

のデータが削除されます。削除したくないデータがある場合は実行前にバックアップをおこ

なってください。 
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3. インストール時のアクティベーション手続き 

LB リモート バックアップ のインストーラは自動的にアクティベーション（ライセンスの認

証と登録）をおこないます。バックアップサーバがインターネットに接続されている場合は自

動的に完了します。バックアップサーバがインターネットに接続されていない場合、または

同じライセンスキーを使用して別のバックアップサーバにインストールする場合は[アクテ

ィベーション]画面が表示されます。 

 
 

1. 評価版をご利用になる場合はアクティベーションをおこなう必要はありません。[評価を開

始する]ボタンをクリックします。 

ライセンスは登録されず製品版として動作しません。そのまま一定の期間が過ぎるとほぼすべ

ての機能をご使用いただけなくなります。 

※期限後はバックアップ済みデータをリストアすることのみ可能です。 

 

2. 製品版をご利用になる場合はアクティベーションをおこないます。[製品版のご利用登録

（アクティベーション）]ボタンをクリックします。 
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3. [アクティベーション]画面が表示された場合は、「お電話によるアクティベーション手続

き」をおこないます。 

 
4. サポートデスク０３－３２６５－１２６０へお電話ください。 

5. 画面に表示されている「要求キー」をオペレータにお伝えください。弊社にてキーを確認

後、折り返しオペレーターから「アクティベーションキー」をご案内いたします。 

6. オペレータより伝えられた「アクティベーションキー」を入力してください。 

7. 入力した値に間違いがないかご確認のうえ[アクティベーションキーを登録]をクリックし

てください。 

 

表示されたライセンス内容に間違いがないか、ご契約内容をお確かめください。 

以上でアクティベーションの手続きは完了です。 

 

注意！ アクティベーションをキャンセルすると評価版として動きます 

バックアップサーバがインターネットに接続されていない状態でアクティベーション手続き

をキャンセルした場合はご購入いただいたライセンスは登録されず製品版として動作しませ

ん。そのまま一定の期間が過ぎるとほぼすべての機能をご使用いただけなくなります。 

※期限後はバックアップ済みデータをリストアすることのみ可能です。 
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4. アクティベーション（ライセンスの認証と登録手続き） 

ライセンスご契約手続き後はライセンスの認証と登録のためにアクティベーション手続きを

おこないます。バックアップサーバがインターネットに接続されている場合は自動的に完了し

ます。バックアップサーバがインターネットに接続されていない場合は手動でアクティベー

ション手続きをおこなってください。 

1. バックアップサーバのデスクトップにて LB Remote Backup アクティベーションのショー

トカットをクリックします。 

 
2. [アクティベーション]画面が開きます。 

 
3.「お電話によるアクティベーション手続き」をおこないます。 

4. サポートデスク０３－３２６５－１２６０へお電話ください。 

5. 画面に表示されている「要求キー」をオペレータにお伝えください。 

6. オペレータより伝えられた「アクティベーションキー」を入力してください。 

7. 入力した値に間違いがないかご確認のうえ[アクティベーションキーを登録]をクリックし

てください。 

表示されたライセンス内容に間違いがないか、ご契約内容をお確かめください。 

以上でアクティベーションの手続きは完了です。 
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第 3 章 Remote Backup Manager を使用する 

Remote Backup Manager はバックアップサーバに接続しているコンピュータのデータをバック

アップサーバへバックアップするシステム全体を管理します。 

この章では LB リモート バックアップ の管理者のために Remote Backup Manager のすべての

機能と、必要な設定方法、操作方法、および注意点などをご説明いたします。 

 

1. Remote Backup Manager の起動画面 

Internet Explorer のアドレスバーに http://{バックアップサーバの IP アドレス } 

/admin/login/ を入力後 Enter します。 

Remote Backup Manager 起動画面が表示されます。 

＜Remote Backup Manager 起動画面＞ 

 
 

Point！ お気に入りへ 

URL を Internet Explorer のお気に入りに入れておくと大変便利です。 

 

1-1. Remote Backup Manager にログインする 

 
1. ID を入力します。 

2. Password を入力します。 

3. [Login]ボタンをクリック(または Enter キーを押下)します。 

 

ID と Password について 

購入時は ID の初期値は“admin”で登録されています。Password の初期値は“admin”で登録

されています。ID、Password はログイン後に「システム管理＞管理者設定」画面にて小メニ

ューから「管理者」をクリックして任意の ID と Password に変更してください。 
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1-2. Remote Backup Manager からログアウトする 

画面右上の[ログアウト]ボタンをクリックすると Remote Backup Manager からログアウトしま

す。 

 

[ログアウト]ボタンは中メニューの右側にあります。 

 
 

注意！ 複数の Web ブラウザで同時にログイン状態になりません 

Remote Backup Manager へログインできるのはひとつの Web ブラウザからのみ有効です。二つ

以上の Web ブラウザから同時にログインすることはできません。 

また、Remote Backup Manager へ長時間アクセスしない状態が続くと、セッションタイムアウ

トとなり自動的にログアウトします。 

 

1-3. Remote Backup Notifier 未インストール時および未起動時は警告メッセージが表示され

ます 

 
管理用お知らせツール Remote Backup Notifier がインストールされていないと上記警告メッ

セージが表示されます。 

Remote Backup Notifier（管理者用お知らせツール）は管理に不可欠な情報を提供するツー

ルです。管理者は管理用 PC に必ずインストールしてください。 

 
管理者用お知らせツールの Remote Backup Notifier が起動されないまま 30 日(初期設定値)

以上経過すると上記警告メッセージが表示されます。 

Remote Backup Notifier（管理者用お知らせツール）は管理に不可欠な情報を提供するツー

ルです。警告メッセージが表示されたら必ず Remote Backup Notifier を起動してください。 
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2. Remote Backup Manager の画面構成 

Remote Backup Manager の画面は、大メニュー、中メニュー、小メニュー、詳細画面で構成さ

れています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-1. 大メニューについて 

大メニューは機能別に７つのアイコン・ボタンがあります。アイコン・ボタンをクリックする

と該当画面へ移動します。 

 
1.ユーザ管理 

2.バックアップ設定 

3.リストア 

4.ディスク管理 

5.ログ管理 

6.システム管理 

7.ヘルプ 

 

2-2. 中メニューについて 

中メニューには大メニューの機能をさらに細分化したアイコン・ボタンが用意されています。 

アイコン・ボタンをクリックするとそれぞれの詳細画面に切り替わります。 

例：大メニューが「ユーザ管理」の場合 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大メニュー 

中メニュー 

小メニュー 

詳細画面 
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2-3. 小メニューについて 

小メニューで表示したいグループやユーザを選択、クリックすると、選択したグループ、ユー

ザの内容を詳細画面に表示します。選択したグループ、ユーザは他画面に引き継がれます。 

 
Point！ 小メニューを閉じる 

小メニューの右上にある矢印ボタンをクリックすると小メニューが閉じます。もう一度クリッ

クすると開きます。 

 
 

2-4. 詳細画面について 

詳細画面は大メニューまたは中メニューで選択された機能について設定や内容を表示、変更で

きます。 

 

3. ユーザ管理 

「ユーザ管理」画面の中メニューには 4 つの機能があります。 

ユーザ設定１、ユーザ設定２、グループ設定、お知らせ、状態管理、通知メールのいずれかの

ボタンをクリックすると該当画面へ移動します。 

「システム管理」画面の「メール送信設定」でメールサーバとメール送信元の設定がされてい

ない場合は、中メニューに「通知メール」ボタンは表示されません。 
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3-1. 「ユーザ設定 1」画面について 

「ユーザ設定 1」画面ではユーザの表示、登録、削除、各項目の変更をおこないます。 

※登録できるユーザ数はご購入いただいた「Remote Backup Client のライセンス数」が上限

です。保有ライセンス数は画面右上にも表示されます。 
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3-1-1. 「ログイン ID」を設定する 

 
各ユーザのログイン ID を任意の文字列で入力します。No.と同じ値は入力できません。同じロ

グイン ID を別のユーザで使用することはできません。 

 
[設定を保存]をクリックします。入力前に戻したい場合は[リセット]をクリックします。 

 

3-1-2. ユーザを「ログイン ID」で検索する 

タイトル行「ログイン ID」の下段のボックスに検索したい文字列を入力して[絞り込み]ボタ

ンをクリックします。入力した文字列を含んだユーザの一覧が表示されます。 

 
 

3-1-3. 「パスワード」を設定する 

 
任意のパスワードを入力します。自動設定[6 桁][8 桁]ボタンをクリックすると自動的にパス

ワードが設定されます。 

 
[設定を保存]をクリックします。入力前に戻したい場合は[リセット]をクリックします。 

 

 

注意！ パスワードの変更を許可した場合のパスワード表示 

3-2-3. パスワードの変更を許可する でパスワードの変更を許可した場合はパスワードの管

理はユーザ本人の責任となりますのでパスワードは●表示となります。 

 
 

3-1-4. 「動作モード」を設定する 

 
「通常」、「通常＋ステルス」から選択します。 

 

「通常」＝ Remote Backup Client を通常モードで使用します。 

「ステルス」＝ タスクトレイに Remote Backup Client アイコンを表示しません。 
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[設定を保存]をクリックします。入力前に戻したい場合は[リセット]をクリックします。 

 

Point！ 動作モード「ステルス」 

動作モードを[ステルス]に変更して設定を保存すると、タスクトレイに Remote Backup Client

のアイコンは表示されなくなります。ユーザのコンピュータでは Remote Backup Client のコ

ンテキストメニューを操作できなくなり、かつ、動作状態が見えなくなります。 

 

3-1-5. 「上限領域」を設定する 

 
バックアップサーバへバックアップする上限領域を入力します。バックアップサーバのデータ

領域の上限を超えて選択できますが、実際の領域を超えてバックアップできません。 

 
[設定を保存]をクリックします。入力前に戻したい場合は[リセット]をクリックします。 

 

3-1-6. 「上限帯域」を設定する 

 
データ転送速度（バックアップの周波数帯域）の上限を選択します。 

※注意：インターネットやメールに影響が無いように注意して上限帯域を設定してください。 

 
[設定を保存]をクリックします。入力前に戻したい場合は[リセット]をクリックします。 

 

Point！ 上限帯域 

LB リモート バックアップ は非常に効率の良い転送エンジンを搭載しています。それゆえネ

ットワークに高い負荷がかかることがあります。導入時など、すべてのユーザが同時に多量の

データをバックアップする場合は、上限帯域の設定値を小さくしてご使用ください。 

 

3-1-7. 「優先バックアップ」を設定する 

 
優先的にバックアップする権限を与える場合は「有効」を、権限を与えない場合は「無効」を

クリックします。優先バックアップを有効にすると、同時転送許可セッション数の制限を受け

ないで常に優先してバックアップします。 

 
[設定を保存]をクリックします。入力前に戻したい場合は[リセット]をクリックします。 
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3-1-8. ユーザを削除する 

「選択」にチェックを入れ[選択したユーザの削除」をクリックしてユーザを削除します。 

タイトル行の「選択」にチェックを入れるとすべてのユーザを選択します。 

 

 
 

3-1-9. ユーザ設定 1 をグループ単位で表示する 

ユーザ設定 1 を所属するグループ単位で表示します。 

小メニューから選択したグループに所属するすべてのユーザを表示します。 

「グループ無し」を選択するとどのグループにも所属しないすべてのユーザを表示します。 

 
 

3-1-10. ユーザ設定 1 の表示順序を並び替える 

タイトル行の ▲▼ ボタンをクリックすると該当項目の内容で昇順または降順に並び替えて

表示します。 

 

 

 

 

3-1-11. ユーザ設定 1 の表示件数を変更する 

タイトル行右上の表示件数を選択して変更します。20 件、50 件、100 件を選択できます。 

 
 

3-1-12. ブランク行を表示 or 非表示に変更する 

タイトル行右上の[ブランクを非表示／ブランクを表示]ボタンをクリックするとユーザが設

定されていない行の表示／非表示が切り替わります。 
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3-1-13. ユーザ設定を CSV ファイルへエクスポートする 

すでに入力済みのすべてのユーザ設定データの詳細を CSV ファイルへエクスポートする機能

です。ユーザ設定データの保存に役立ちます。インポートする前の準備として CSV ファイルの

フォーマットを活用する場合にも便利です。 

＜エクスポートした CSV ファイルの例＞ 

 
 

1. ユーザ設定 1 画面で[ユーザ設定のインポート／エクスポート]ボタンをクリックします。 

 
 

2. エクスポート欄の[現在のユーザ設定をダウンロード]をクリックします。 

 
 

3. ファイルのダウンロード画面で[保存]をクリックします。 

 

4. 任意の場所に保存します。 

 

注意！ パスワードの変更を許可した場合はパスワードをエクスポートしません 

3-2-3. パスワードの変更を許可する でパスワードの変更を許可した場合はパスワードの管

理はユーザ本人の責任となりますのでパスワードの値はエクスポートされません。 
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3-1-14. ユーザ設定を CSV ファイルからインポートする 

ユーザ設定の詳細入力を Remote Backup Manager の画面から直接入力せず CSV ファイルからイ

ンポートします。LB リモート バックアップ の導入時にユーザ登録を一括して行う場合に便

利です。 

 

1. インポート用のファイルはカンマ区切り、タブ区切りの CSV ファイルで作成します。以下

の表に従って項目を設定してください。 

設定項目 値 

項目の記述順 

No.,グループ名,ログイン ID,パスワード,メールアド

レス,申請機能,動作モード,上限領域,上限帯域,パスワ

ード変更許可,パスワード有効期限,優先バックアップ 

No., 

1～50 の範囲で設定。 

※既存ユーザと値が同じ場合はインポートデータで上

書きします。 

グループ名 任意のグループ名 

ログイン ID 

任意のログイン ID 

※すでに登録したログイン ID を別の No.のログイン ID

に登録することはできません 

パスワード 任意のパスワード 

メールアドレス 任意のメールアドレス 

申請機能 
1: 申請機能有効、0: 申請機能無効 

※上記以外の値は「申請機能無効 」 

動作モード 
1: 通常 

2: 通常+ステルス 

上限領域 1 以上の数値 

上限帯域 半角数字で記述。0 で無制限 

パスワード変更許可 

1: パスワード変更を許可する 

0: パスワード変更を許可しない 

※上記以外の値は「パスワード変更を許可しない」 

パスワード有効期限 有効な日数を半角数字で記述。0 で無期限。 

優先バックアップ 

1: 優先バックアップの対象とする 

0: 優先バックアップの対象としない 

※上記以外の値は「優先バックアップの対象としない」 

暗号化 

1: バックアップデータを暗号化して保存します 

0: バックアップデータは暗号化されません 

※1,0 以外の値はすべて暗号化するとみなされます。 

圧縮 

1: バックアップデータを圧縮して保存します 

0: バックアップデータは圧縮されません 

※1,0 以外の値はすべて圧縮するとみなされます。 

注意！ CSV ファイルを Microsoft Excel で編集した場合 

CSV ファイルを Microsoft Excel で編集する場合は以下の事象について注意が必要です。ログ

イン ID、パスワードなどを”0”で始まる数で保存した場合は最初の桁からの”0”が省かれること

があります。そのままインポートした場合は”0”が省かれたまま登録されます。これを避ける

には Microsoft の Notepad などを使用して編集および保存してください。 
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2. [ユーザ設定のインポート／エクスポート]をクリックします。 

 
3. インポート欄の[参照]ボタンをクリックしてインポート用の CSV ファイルを選択します。 

 
4. [CSV ファイル読み込み]をクリックします。 

 
5. 表示された内容が正しければ[登録]をクリックします。 
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3-2. 「ユーザ設定 2」画面について 

「ユーザ設定 2」画面ではバックアップデータの保存形式、申請機能、パスワードの変更の許

可、パスワード有効期限、E-mail アドレスの変更をおこないます。 

 
 

3-2-1. バックアップデータの保存形式を設定する 

バックアップサーバへバックアップするデータを暗号化するかしないか、圧縮するかしないか

を設定します。圧縮機能を使用するとバックアップデータの容量を最大 90%削減することが可

能です。 

 
暗号化する場合はチェックボックスをクリックしてチェックを入れます。暗号化しない場合は

チェックボックスをもう一度クリックしてチェックをはずします。すべてのユーザを一括して

暗号化する場合は、タイトル行の [□暗号化する]のボックスをクリックしてすべてのユーザ

にチェックを入れます。 

圧縮する場合はチェックボックスをクリックしてチェックを入れます。圧縮しない場合はもう

一度チェックボックスをクリックしてチェックをはずします。すべてのユーザを一括して圧縮

する場合は、タイトル行の [□圧縮する]のボックスをクリックしてすべてのユーザにチェッ

クを入れます。 

 
 

Point！ 暗号化 or 非暗号化データと圧縮 or 非圧縮データが混在可能 

バックアップサーバにバックアップされたデータが暗号化 or 非暗号化データ、あるいは圧縮

or 非圧縮データとで混在しても問題ありません。それぞれ個別の方式で安全にバックアップ

され正しくリストア可能となります。 

 

[設定を保存]をクリックします。入力前に戻したい場合は[リセット]をクリックします。 

「暗号化する」の初期値 暗号化する 

「圧縮する」の初期値 圧縮する 
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3-2-2. 申請機能を設定する 

ユーザ自身がバックアップ設定を申請する権限を与える場合は「有効」をクリックしてチェッ

クを入れます。もう一度クリックしてチェックを外すと申請する権限はなくなります。 

 
すべてのユーザを一括して権限を与える場合は、タイトル行の申請機能の下段のボックス[□

有効]をクリックしてすべてのユーザにチェックを入れます。 

 
[設定を保存]をクリックします。入力前に戻したい場合は[リセット]をクリックします。 

「申請機能」の初期値 有効 

 

3-2-3. パスワードの変更を許可する 

ユーザ自身がパスワードを変更する権限を許可する場合に変更します。パスワードを変更する

場合は変更欄をクリックしてチェックを入れます。 

 
すべてのユーザを一括して許可する場合は、タイトル行のパスワードの変更の下段のボックス

[□許可する]をクリックしてすべてのユーザにチェックを入れます。 

 
[設定を保存]をクリックします。入力前に戻したい場合は[リセット]をクリックします。 

「パスワードの変更」の初期値 許可しない 

 

3-2-4. パスワードの有効期限を設定する 

変更されたパスワードの有効期限を設定します。 

 
パスワードの有効期限は日数で設定します。設定した日数を過ぎるとパスワードは無効になり

バックアップ動作は停止します。ただし、有効期限に設定した日数に本日は含まれません。 

すべてのユーザのパスワード有効期限を一括して変更したい場合は、タイトル行のパスワード

有効期限の下段のボックス[□日]に日数を入力して[↓入力]をクリックします。 

[設定を保存]をクリックします。入力前に戻したい場合は[リセット]をクリックします。 

 
[設定を保存]をクリックします。入力前に戻したい場合は[リセット]をクリックします。 

 

3-2-5. 各ユーザの E-mail アドレスを設定する 

通知メールのあて先となるユーザの E-mail アドレスを入力します。 

 
 

 
[設定を保存]をクリックします。入力前に戻したい場合は[リセット]をクリックします。 
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3-2-6. ユーザ設定 2 をグループ単位で表示する 

ユーザ設定 2 を所属するグループ単位で表示します。 

小メニューから選択したグループに所属するすべてのユーザを表示します。 

「グループ無し」を選択するとどのグループにも所属しないすべてのユーザを表示します。 

 
 

3-2-7. ユーザ設定 2 の表示の順序を並び替える 

タイトル行の ▲▼ ボタンをクリックすると該当項目の内容で昇順または降順に並び替えて

表示します。 

 
 

3-3. 「グループ設定」画面について 

「グループ設定」画面ではグループの追加、グループの編集をおこないます。 

 
 

3-3-1. グループを作成する 

1. 小メニューから[グループの追加]をクリックします。 
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2.「グループの追加」画面が表示されます。 

 
 

3. 「グループ名」を入力します。 （入力例：営業部） 

 
 

4. [設定を保存]をクリックします。 

以上でグループ名が保存されます。 
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3-3-2. グループを追加する 

1. 小メニューの[グループの追加」をクリックすると「グループの追加」画面が表示されます。 

2. 「グループ名」を入力します。（入力例：社長室） 

 
3. [設定を保存]をクリックします。 

以上でグループ名が保存されます。 

 

3-3-3. グループ名を変更する 

1. 小メニューから「グループ」をクリックすると「グループの編集」画面が表示されます。 

 
2. [グループ名]を修正します。 

3. [設定の保存]をクリックします。 

以上でグループ名が修正されます。 

 

3-3-4. グループを削除する 

1. 小メニューから「グループ」をクリックすると「グループの編集」画面が表示されます。 

 
2. [グループの削除]をクリックします。以上でグループが削除されます。 
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3-3-5. グループにユーザを登録する 

1. 小メニューからユーザを登録する「グループ」をクリックして「グループの編集」画面を

表示します。 

 
2. 「グループ無し」からグループに追加したいユーザをクリックします。 

3. [追加]ボタンをクリックすると「所属ユーザ」に追加されます。 

4. さらにユーザを追加したい場合は 3. を繰り返します。 

5. [設定を保存]をクリックします。 

以上でグループにユーザが追加されます。 

 

3-3-6. グループからユーザを削除する 

1. 小メニューからユーザを削除する「グループ」をクリックして「グループの編集」画面を

表示します。 

 
2. 右側の「所属ユーザ」からグループから削除したいユーザをクリックします。 

3. [削除]ボタンをクリックすると「所属ユーザ」から削除されます。 

4. さらにユーザを削除したい場合は 3. を繰り返します。 

5. [設定を保存]をクリックします。 

以上でグループからユーザが削除されます。 
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3-3-7. ユーザの所属グループを変更する 

3-3-6.グループからユーザを削除する をおこなってから 3-3-5. グループにユーザを登録

する をおこないます。 

 

3-4. 「お知らせ」画面について 

「お知らせ」画面では管理者から各ユーザ宛にお知らせを配信します。 

 

3-4-1. お知らせを配信する 

1. 小メニューで配信先をクリックします。グループ別、ユーザ別に配信することが可能です。 

2. お知らせ内容を入力します。 

3. [配信する]をクリックします。 

 
 

4. 配信対象のユーザへお知らせが配信されます。 

 
以上で、お知らせの配信は完了です。 

 

Point！ お知らせ配信のタイミング 

お知らせが配信されるタイミングは、ユーザが Remote Backup Client を起動した直後に、ま

たは、Remote Backup Client 起動中の場合はバックアップ動作が完了して 2 分後です。バッ

クアップ動作が継続している間お知らせ配信機能は待機します。 

② ① 

③ 
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3-4-2. 配信したお知らせの履歴を確認する 

配信したお知らせの履歴一覧と詳細内容の確認が可能です。 

 
1. 一覧表ではお知らせの配信日、配信先、内容、配信状況、を確認できます。 

2. 小メニューで履歴を表示させたいグループ、または、ユーザを選択してクリックします。 

3. [未読以外を削除]をクリックすると、配信先すべてに配信済みのお知らせを一覧から削除

します。 

 
4. [次のページ][前のページ]をクリックするとページを移動します。 

5. １ページの表示件数を 20 件、50 件、100 件から選択できます。 

 
 

6. [詳細]をクリックすると「お知らせ詳細」画面を表示します。 

 
「お知らせの詳細」画面ではお知らせの登録日、お知らせ内容、受取日、配信状況、配信した

宛先のログイン ID を表示します。 

 

7. [お知らせ履歴に戻る]をクリックすると前画面へ戻ります。 
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3-5. 「状態管理」画面について 

「状態管理」画面では各ユーザの動作状況、接続環境、使用状況などを一覧できます。 

 
 

注意！ 表示データが初期化される条件 

「状態管理」画面で表示されるデータは、ユーザを登録または削除した場合（ 3-1. 「ユー

ザ設定 1」画面について を参照）に該当するユーザの表示データのみ初期化します。ユーザ

設定をインポートした場合（ 3-1-14. ユーザ設定を CSV ファイルからインポートする を参

照）では、同じ No.のユーザに上書きする、かつ、ログイン ID を変更する場合にのみ該当す

るユーザの表示データを初期化します。 

 

3-5-1. ユーザの状態を表示する 

1. 小メニューで表示されるユーザが所属するグループをクリックします。 

2. 各ユーザの状態の一覧が表示されます。 

3. [前のページ] [次のページ]をクリックするとページを移動します。 

4. [ブランクを非表示]をクリックすると空白行を詰めて表示します。 

 
5. １ページの表示件数を 20 件、50 件、100 件から選択できます。 

 
 

3-5-2. ユーザの状態情報 

最終ログイン日時：ユーザが最後にログインした日時を示しています。 

最終接続日時：ユーザが最後に接続した日時を示しています。 

利用 Ver. ：ユーザが利用している Remote Backup Client のバージョンを示しています。 

パスワード更新日 ：パスワードを最後に更新した日付を示しています。 

IP アドレス：ユーザが最後に接続した IP アドレスを示しています。 

上限領域：現在設定されている上限の領域を示しています。 

使用領域：現在使用している領域を示しています。 

空き領域：現在空いている領域を示しています。 

上限帯域：ユーザの通信帯域幅の上限を示しています。 
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3-6. 「通知メール」画面について 

「通知メール」画面では各ユーザへ通知メールを配信します。 

 

Point！メールサーバとメール送信元を設定済みの場合に設定 

8-2-1. メールサーバとメール送信元を設定する でメールサーバとメール送信元を設定済み

の場合にのみ通知メールの送信が可能です。メールサーバとメール送信元を設定されていない

場合はこの画面は表示されません。 

 
 

3-6-1. 通知メールを送信する 

1. 小メニューで送信先をクリックします。全体、グループ別、ユーザ別に配信することが可

能です。選択された送信先は[To]欄に表示されます。 

2. [From]を入力します。 

3. [件名]を入力します。 

4. [本文]を入力します。すでにテンプレートを登録済みの場合は[挿入]欄の[テンプレートか

ら]選択して本文に挿入することが可能です。また、[挿入]欄の[ログイン ID]、[パスワード]、

[管理者メールアドレス]、[送信日]、[Remote Backup Client ダウンロードアドレス]をクリ

ックして本文に自動的に挿入することも可能です。 

5. [送信確認へ]をクリックします。 
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6. 正しければ[送信する]をクリックします。[修正する]をクリックすると入力画面に戻りま

す。 

 
7. 送信した内容をテンプレートに登録したい場合は、送信後の画面で[テンプレートとして登

録する]をクリックします。登録しない場合は[テンプレートに登録しない]をクリックします。 

 

3-6-2. メールテンプレートを管理する 

1. [メールテンプレートの管理]をクリックします。 

 
 

2. メールテンプレート画面では通知メール用のテンプレートの新規登録、編集、削除をおこ

ないます。 

 
 

3-6-3. メールテンプレートを新規登録する 

1. [メールテンプレートを新規登録する]をクリックします。 
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2. テンプレートの[名前]を入力します。 

 
3. [内容]を入力します。必要な場合は[挿入]欄の[ログイン ID]、[パスワード]、[管理者メ

ールアドレス]、[送信日]、[Remote Backup Client ダウンロードアドレス]をクリックして本

文に自動的に挿入することが可能です。 

4. [テンプレートを登録する]をクリックします。入力前に戻す場合は[リセット]をクリック

します。 

5. [通知メール画面に戻る]をクリックすると前画面に戻ります。 
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3-6-4. メールテンプレートを編集する 

1. 編集するテンプレート名の行の[編集]をクリックします。 

 
2. テンプレートの[名前]を変更します。 

3. [内容]を変更します。必要な場合は[挿入]欄の[ログイン ID]、[パスワード]、[管理者メ

ールアドレス]、[送信日]、[Remote Backup Client ダウンロードアドレス]をクリックして本

文に自動的に挿入することが可能です。 

4. [テンプレートを更新する]をクリックします。入力前に戻す場合は[リセット]をクリック

します。 

5. [通知メール画面に戻る]をクリックすると前画面に戻ります。 

 

3-6-5. メールテンプレートを削除する 

1. 削除するテンプレート名の行の[削除]をクリックします。 

 
2. 確認ダイアログが表示されたら[OK]をクリックします。 

 
3. [通知メール画面に戻る]をクリックすると前画面に戻ります。 
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4. バックアップ設定 

「バックアップ設定」画面の中メニューには 4 つの機能があります。 

基本設定、高度な設定、全体設定、Crypto ゲート、申請承認、を管理します。 

それぞれのボタンをクリックすると該当画面へ移動します。 

 
 

4-1. 「基本設定」画面について 

「基本設定」画面ではバックアップ設定の基本項目を設定します。 

 
 

4-1-1. ユーザごとに「基本設定」を設定する 

「基本設定」画面ではユーザごとにバックアップ基本設定を設定、表示します。すでに設定隋

のグループ共通に設定された内容も変更されます。小メニューから設定するユーザを選択して

クリックすると選択したユーザの基本設定の詳細を表示します。 

 
 

Point！グループ名の上にカーソルを移動すると所属ユーザを表示 

グループ名の上にカーソルを移動して所属しているユーザを展開表示します。もう一度グルー

プ名の上にカーソルを移動するとグループ名だけの表示に戻ります。 
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4-1-2. 「バックアップ元」を選択および設定する 

「有効」欄にチェックを入れると設定行の内容に従いバックアップサーバへバックアップしま

す。「有効」欄のチェックを外した行の設定内容は反映されません。 

以下の規定のバックアップ元が用意されています。 

 

マイドキュメント Remote Backup Client がインストールされたコンピュータのマイドキュ

メントをバックアップします。ただしマイドキュメントのプロパティでマイドキュメントのタ

ーゲットフォルダを移動した場合は Remote Backup Client を再ログインしてからバックアッ

プを再開してください。 

デスクトップ Remote Backup Client がインストールされたコンピュータのデスクトップを

バックアップします。 

Outlook Remote Backup Client がインストールされたコンピュータの Outlook のデータをバ

ックアップします。 

Outlook Express Remote Backup Client がインストールされたコンピュータの Outlook 

Express（メッセージとメッセージルール、アドレス帳）をバックアップします。 

Windows メール Remote Backup Client がインストールされたコンピュータの Windows メー

ル（メッセージとメッセージルール、Windows アドレス帳）をバックアップします。 

Windows Live メール Remote Backup Client がインストールされたコンピュータの Windows 

Live メール（メッセージとメッセージルール、アドレス帳）をバックアップします。 

Internet Explorer のお気に入り Remote Backup Client がインストールされたコンピュー

タの Internet Explorer のお気に入りをバックアップします。ただしお気に入りのプロパティ

で場所を移動した場合は Remote Backup Client を再ログインしてからバックアップを再開し

てください。 

 

個別設定では、任意のフォルダをフルパスで入力します。最大 5 件まで設定が可能です。 

 
 

Point！ フルパスとは？ 

フルパスとは、フォルダ名やファイル名を指定するときに、ドライブ名から始めてすべてのデ

ィレクトリ名を指定して入力することです。たとえば、下の図のようにエクスプローラでフォ

ルダを表示した場合は、アドレス欄の「C:￥Users￥Admin￥Desktop￥Remote Backup￥テスト

￥見積書」を指します。 

 
 

4-1-3. 「世代」を設定する 

プルダウンメニューから選択します。0 から 10 まで設定可能です。設定行のバックアップ元

のデータを、設定された数だけ世代ファイルを保存します。0 に設定した場合は世代ファイル

を保存せず、以降は最新のファイルのみ保存します。 

http://extension.sophia-it.com/content/%E3%83%89%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%83%96�
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4-1-4. 「バックアップ方式」を設定する 

設定行のバックアップ元をどのようにバックアップするかをバックアップ方式で設定します。 

以下のプルダウンメニューから選択します。 

 
バックアップ方式の種類 

 
リアルタイム：バックアップ元の変化を検知して即座にバックアップを開始します。 

※Outlook 、Windows Live メールではリアルタイム方式を選択できません。 

 

注意！ 例外的にリアルタイムバックアップできないファイルについて 

Outlook Express でメインユーザ以外に追加したユーザのデータに関してはリアルタイムバ

ックアップ以外のバックアップ方式を選択してください。 

 

シャットダウン：コンピュータのシャットダウンや再起動を実行するとバックアップを開始し、

バックアップ完了後に自動的にコンピュータをシャットダウンします。なお「バックアップ完

了後に終了」を選択した後に Windows のスタートからシャットダウンした場合はバックアップ

されません。 

 

スケジュール：「スケジュールの設定」画面でバックアップする時間をスケジュールします。 

「毎週」か「指定」のいずれかを選択した後、曜日と時刻を設定します。 

毎週：表に指定した曜日の時刻に毎週バックアップを開始します。 

指定：第１から第５のチェックされた週の指定された曜日の時刻にバックアップを開始します。

（複数指定可）。 

第１：毎月第１週目の指定した曜日の時刻にバックアップを開始します。 

第２：毎月第２週目の指定した曜日の時刻にバックアップを開始します。 

第３：毎月第３週目の指定した曜日の時刻にバックアップを開始します。 

第４：毎月第４週目の指定した曜日の時刻にバックアップを開始します。 

第５：毎月第５週目の指定した曜日の時刻にバックアップを開始します。 

 
最後に[設定する]をクリック→[ウィンドウを閉じる]をクリックします。設定後は指定したス

ケジュールでバックアップを開始します。 
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4-1-5. ユーザごとの「基本設定」を保存する 

4-1-1. ユーザごとに「基本設定」を設定する から 4-1-4. 「バックアップ方式」を設定す

る の各項目を設定したら[設定を保存]をクリックします。入力前に戻したい場合は[リセッ

ト]をクリックします。 

 
 

4-1-6. グループ共通の「基本設定」を設定する 

「基本設定」画面ではグループ共通のバックアップ基本設定を設定、表示します。 

グループに所属するすべてのユーザを一括して共通の設定にします。 

 

小メニューからグループを選択してクリックします。 

 
「有効」欄にチェックを入れた設定行の内容はグループに所属するすべてのユーザのバックア

ップ設定を変更します。「有効」欄のチェックを外した設定行の内容は入力されますがバック

アップ動作自体は有効にはなりません。 

以降の手順は 4-1-1. ユーザごとに「基本設定」を設定する から 4-1-5. ユーザごとの「基

本設定」を保存する と同様です。 

 

Point！ ユーザそれぞれのバックアップ設定が設定済みの場合の表示 

画面に以下のようなメッセージが表示された場合はすでにグループ内のひとつ以上のユーザ

がバックアップ設定を設定済みの状態です。そのまま登録更新すると新しいグループ共通の設

定の内容におきかわります。 
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4-2. 「高度な設定」画面について 

「高度な設定」画面ではバックアップ設定の高度な設定項目を設定します。 

 
 

4-2-1. ユーザごとに「高度な設定」を設定する 

「高度な設定」画面ではユーザごとに設定された高度な設定を設定、表示します。 

（※すでにグループ共通で設定された内容も更新します） 

1. 小メニューから設定するユーザを選択してクリックします。 

 
 

4-2-2. 「除外ファイル設定」を設定する 

「除外ファイル設定」を設定します。 

 
除外したいファイルがある場合はリストから選択して[↓に追加]をクリックします。または直

接入力します。 

Ctrl キーを押しながら複数を選択することも可能です。 

「除外ファイル設定」の初期値 *.lnk;*.part;Thumbs.db; 

 

注意！ 除外ファイルは最大 20 まで設定可能です。 

ただしファイル名には/   \   "   <   >   |  : の文字は使用できません。 
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Point！ 拡張子または直接入力でファイルを除外する方法 

ファイルの種類で一括してバックアップ対象から除外したい場合は拡張子で指定します。たと

えば JPG 形式の画像ファイルをすべて除外したい場合は「*.JPG」と入力して設定を保存して

ください。ファイル名で除外したい場合は、ファイル名を直接入力します。たとえば「見積書

0110.xls」と入力して設定を保存します。この場合、バックアップ対象のすべてのフォルダに

ある「見積書 0110.xls」はバックアップ対象から除外されます。パスを含まないファイル名

で入力してください。複数指定する場合は半角セミコロン(;)で区切ります。 

入力形式ではワイルドカード指定ができます。ワイルドカードとは、ファイル名やフォルダ名

を指定するときに使う、「任意の文字」を意味する特殊文字です。「*」が任意の長さの任意の

文字を、「?」が任意の 1 文字を意味します。 

 

各項目を設定したら[設定を保存]をクリックします。入力前に戻したい場合は[リセット]をク

リックします。 

 
4-2-3. 「圧縮しないファイルタイプ」を設定する 

「圧縮しないファイルタイプ」を設定します。 

 
 

圧縮しないファイルタイプがある場合はリストから選択して[↑に追加]をクリックします。ま

たは直接入力します。 

Ctrl キーを押しながら複数を選択することも可能です。 

拡張子または直接入力の方法、ワイルドカードの扱いについては 4-2-2 「除外ファイル設

定」を設定する と同様です。 

「圧縮しないファイルタイプ」の初期値 

*.gif;*.jpeg;*.jpg;*.png;*.tif;*.tiff;*.

pdf;*.wav;*.mp3;*.aif;*.aiff;*.wma;*.m4?

;*.zip;*.lzh 

 

各項目を設定したら[設定を保存]をクリックします。入力前に戻したい場合は[リセット]をク

リックします。 

 
 

http://e-words.jp/w/E38395E382A1E382A4E383AB.html�
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4-2-4. 「シャットダウン設定」を設定する 

「シャットダウン設定」を設定します。 

 
データをバックアップしている途中にシャットダウン、または再起動した直後のバックアップ

の動作の方法を選択してラジオボタンをオンにします。 

「シャットダウン設定」の初期値 実行中のバックアップの終了を待ってシャットダウン 

 

各項目を設定したら[設定を保存]をクリックします。入力前に戻したい場合は[リセット]をク

リックします。 

 
 

[確認ダイアログを出して選択する]に設定した場合は、シャットダウン、または再起動時に以

下の確認ダイアログが表示されますのでいずれかを選択してください。選択せずダイアログを

放置した場合はバックアップ完了後にシャットダウンします。 

 
 

Point！ いろいろ便利なシャットダウン設定 

ファイルをバックアップしている途中にコンピュータを電源オフして、それまでバックアップ

していたバックアップ動作を中断してしまうのは時間の無駄！そんなケースの多い方は「実行

中のバックアップの終了を待ってシャットダウン」が便利です。コンピュータをすぐにネット

ワークから切断して移動するケースが多い方は「実行中のバックアップを停止してシャットダ

ウン」が便利です。 

 

注意！ バックアップ中に再起動した場合の特例動作 

「実行中のバックアップ終了を待ってシャットダウン」に設定している場合に、バックアップ

中のＰＣを再起動するとバックアップは完了しますが再起動されずシャットダウンします。残

念ながら、Windows からプログラムが再起動するサインを受け取ることができないためです。 
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4-2-5. 「同一日付の世代進行を１世代に限定する」を設定する 

「同一日付の世代進行を１世代に限定する」を設定します。 

 
限定する：同じファイルを何度更新しても、その日の世代ファイルは最新の世代ファイルのみ

が世代ファイルとして保存されます。その日より前の日付の世代ファイルは変更されずにその

まま残ります（ただし、基本設定で設定された世代数まで）。日付ごとに世代ファイルを保存

したい場合に便利です。 

 

限定しない：同じファイルを更新保存するたびに世代ファイルを追加します。結果、その日に

更新保存した回数と同じ回数分の世代ファイルを世代ファイルとして保存します（ただし、基

本設定で設定された世代数まで）。修正した履歴を世代ファイルとして保存したい場合に便利

です。 

 

「同一日付の世代進行を１世代に限定する」の初期値 限定する 

 

各項目を設定したら[設定を保存]をクリックします。入力前に戻したい場合は[リセット]をク

リックします。 

 
 

4-2-6. 「属性による除外設定」を設定する 

「属性による除外設定」を設定します。 

 
システムやアプリケーションが自動的、あるいは一時的に作成するファイルには隠し属性ファ

イルやシステム属性ファイルなどがあります。これらのファイルがバックアップ領域を無駄に

消費することがあります。そういった場合に「属性による除外設定」を上手に利用するとバッ

クアップ領域を効率的に活用できます。 

隠し属性ファイルをバックアップする場合はチェックボックスをオンにします。 

システム属性ファイルをバックアップする場合はチェックボックスをオンにします。 

 

「属性による除外設定」の初期値 すべてオフ 

 

各項目を設定したら[設定を保存]をクリックします。入力前に戻したい場合は[リセット]をク

リックします。 
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4-2-7. 「バックアップ元から削除したファイルの設定」を設定する 

「バックアップ元から削除したファイルの設定」を設定します。 

 
 

Point！ バックアップモードとレプリケーションモードの違い 

「バックアップモード」は、バックアップ元のファイルを削除しても、バックアップ先のバッ

クアップサーバからは削除されません。うっかり消してしまった時でもバックアップ領域に保

存されたままですから安心です。一方、「レプリケーションモード」はバックアップ元のファ

イルを削除するとバックアップサーバからも即座に削除されます。バックアップ領域を効率的

に活用するのに適していますが、一度削除してしまったファイルはリストアできませんので

注意してください。 

 

「バックアップ元から削除したファイルの

設定」の初期値 
バックアップモード 

 

各項目を設定したら[設定を保存]をクリックします。入力前に戻したい場合は[リセット]をク

リックします。 

 
 

4-2-8. 「レプリケーションモード時の世代ファイル」を設定する 

「レプリケーションモード時の世代ファイル」を設定します。 

 
4-2-7 「バックアップ元から削除したファイルの設定」を設定する でレプリケーションモー

ドを選択した場合に設定します。 

すでに保存されている世代ファイルを残す場合は、[世代を残す]のラジオボタンをオンにしま

す。世代ファイルを残さない場合は[世代を残さない]のラジオボタンをオンにします。 

 

「レプリケーションモード時の世代ファイル」

の初期値 
世代を残す 

 

各項目を設定したら[設定を保存]をクリックします。入力前に戻したい場合は[リセット]をク

リックします。 
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4-2-9. 「除外フォルダ」を設定する 

 バックアップする対象フォルダの階層下からバックアップを除外するフォルダを設定します。 

マイドキュメント、デスクトップ、Internet Explorer のお気に入り、個別設定ではバックア

ップ元からバックアップしないフォルダを除外フォルダ入力欄に設定します。複数指定する場

合は半角セミコロン(;)で区切ります。 

 
 

「除外フォルダ」の初期値 すべて未設定 

たとえばデスクトップの部課フォルダを除外したい場合は、デスクトップの除外ファイル欄に

「部課」と入力します。 

 
 

Outlook Express は「削除済みアイテムを除外」ボックスにチェックを入れると「削除済みア

イテム」フォルダごとバックアップ対象から除外します。 

 
 

「Outlook Express」の初期値 削除済みアイテムを除外 

 

Windows メールは「ごみ箱と迷惑メールを除外」ボックスにチェックを入れると「ごみ箱」フ

ォルダと「迷惑メール」フォルダごとバックアップ対象から除外します。 

 
 

「Windows メール」の初期値 ごみ箱と迷惑メールを除外 
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Windows Live  メールは「ごみ箱と迷惑メールを除外」ボックスにチェックを入れると「ごみ

箱」フォルダと「迷惑メール」フォルダごとバックアップ対象から除外します。 

 
 

「Windows Live  メール」の初期値 ごみ箱と迷惑メールを除外 

 

 各項目を設定したら[設定を保存]をクリックします。入力前に戻したい場合は[リセット]を

クリックします。 
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4-2-10. グループ共通の「高度な設定」を設定する 

「高度な設定」画面ではグループ共通のいくつかの「高度な設定」を設定、表示します。グル

ープに所属するすべてのユーザに一括して共通に設定します。 

 

※ユーザそれぞれに設定済みの高度な設定は上書きまたは消去されます。 

 

1. 小メニューからグループを選択してクリックします。 

 
2. 以降の手順は 4-2-1 ユーザごとに「高度な設定」を設定する .から 4-2-9 「除外フォル

ダ」を設定する と同様です。 

3. 各項目を設定したら[設定を保存]をクリックします。入力前に戻したい場合は[リセット]

をクリックします。 

 
 

4-3. 「全体設定」画面について 

「全体設定」画面はバックアップの方法全体に関する「転送ブロックサイズ」、「同時転送許可

セッション数」を設定します。 
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4-3-1. 「転送ブロックサイズ」を設定する 

バックアップ速度を最適化するために「転送ブロックサイズ」をプルダウンメニューから選択

します。 

 
32KB から 2048KB の間で選択します。LB リモート バックアップ をインストールした環境に

最適なブロックサイズを設定してください。目安として 2048KB（ハイエンドサーバ向け）、

512KB（推奨）、128KB（SOHO LAN 向け）、32KB（モバイルユーザ向け）が選択できます。 

 

選択後に [更新]をクリックします。 

 
 

「転送ブロックサイズ」の初期値 2048KB 

 

4-3-2. 「同時転送許可セッション数」を設定する 

バックアップ速度を最適化するために「同時転送許可セッション数」を入力します。 

 
0 から 999 の間で選択します。LB リモート バックアップ をインストールしたネットワーク

環境に最適なセッション数を検討してください。0 を設定した場合は無制限(転送数の制限を

しない)となります。ユーザ設定 1 画面で「優先バックアップ」を有効（3-1-7. 「優先バッ

クアップ」を設定する を参照）にしたユーザを除いたすべてのユーザを、ここで設定したセ

ッション数を上限に同時転送を許可します。 

 

選択後に [更新]をクリックします。 

 
 

「同時転送許可セッション数」の初期値 0 （無制限） 

 



98 

4-4. 「Crypto ゲート」画面について 

「Crypto ゲート」画面では Crypto ゲートのディスク使用状況・上限領域、バックアップデー

タの保存形式、圧縮しないファイルタイプ、を設定します。 

※Crypto ゲートの活用方法は 第 1 章 2-3. Crypto ゲートについて を参照してください。 

 
 

4-4-1. Crypto ゲートのディスク使用状況・上限を設定する 

プルダウンメニューから上限領域を選択します。使用領域、空き領域、グラフ（％）が表示さ

れます。上限領域はバックアップサーバの全容量を超えて選択できますが、実際の容量を超え

てバックアップはできません。 

 
最後に [設定を保存]をクリックします。入力前に戻したい場合は[リセット]をクリックしま

す。 

 
 

「Crypto ゲートのディスク上限領域」の初期値 無制限 

 

4-4-2. Crypto ゲートの保存形式を設定する 

Crypto ゲートからバックアップサーバへバックアップするデータを暗号化するかしないか、

圧縮するかしないかを設定します。 

 
暗号化する場合はチェックボックスをクリックしてチェックを入れます。暗号化しない場合は

チェックボックスをもう一度クリックしてチェックをはずします。 

圧縮する場合はチェックボックスをクリックしてチェックを入れます。圧縮しない場合はもう

一度チェックボックスをクリックしてチェックをはずします。 

 
最後に [設定を保存]をクリックします。入力前に戻したい場合は[リセット]をクリックしま

す。 
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4-4-3. Crypto ゲートの「圧縮しないファイルタイプ」を設定する 

「圧縮しないファイルタイプ」を設定します。 

 
圧縮しないファイルタイプがある場合はリストから選択して[↑に追加]をクリックします。ま

たは直接入力します。Ctrl キーを押しながら複数を選択することも可能です。 

拡張子または直接入力の方法、ワイルドカードの扱いについては 4-2-2 「除外ファイル設

定」を設定する を参照してください。 

 

「圧縮しないファイルタイプ」

の初期値 

*.gif;*.jpeg;*.jpg;*.png;*.tif;*.tiff;*.pdf;*.wav;*.m

p3;*.aif;*.aiff;*.wma;*.m4?;*.zip;*.lzh 

 
最後に[設定を保存]をクリックします。入力前に戻したい場合は[リセット]をクリックします。 

 

4-5. 「申請承認」画面について 

「申請承認」画面ではユーザから申請されたバックアップ設定を承認または拒否します。承認

後は申請したユーザのバックアップ設定に新たに承認した申請内容でバックアップ設定が追

加、更新されます。 

また、管理者による承認、拒否の処理結果は申請したユーザの Remote Backup Client のバッ

クアップ元申請フォームに表示されます。 

 
 

4-5-1. 申請承認を一括処理する 

「一括処理・設定」を設定します。 

全て承認：申請内容をすべて承認します。 

全て拒否：申請内容をすべて拒否します。 

以降、申請を同様に処理する：次回からの申請を設定された方法で自動的に処理します。 

 

設定後、[一括処理を実行する]をクリックします。 
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4-5-2. 申請承認を個別処理する 

申請を個別に処理します。 

 
[詳細]をクリックする場合 

1. 処理する申請行の「詳細」をクリックします。 

2. 申請内容を確認して[承認]か[拒否]のいずれかにチェックを入れます。 

3. [承認/拒否を実行]をクリックします。 

 

[詳細を閉じる]をクリックした場合 

1. 処理する申請行の「承認」か[拒否]のいずれかをクリックすると実行されます。 

 

＜項目の説明＞ 

申請者ログイン ID：申請したユーザのログイン ID 

受付日：申請した日付 

コメント：申請者からのコメント 
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5. リストア 

「リストア」画面の中メニューには 2 つの機能があります。Remote Backup Client、Crypto

ゲートを管理します。ボタンをクリックすると該当画面へ移動します。 

バックアップ時に暗号化されているデータは復号化したうえでリストアします。 

 
 

注意！ 複数のリストアを同時に実行することはできません 

すでにリストアを実行中にリストアを実行すると、「他のプロセスがリストア実行中のため要

求をキャンセルしました。しばらくして、再度実行してください」とメッセージが表示されエ

ラーとなります。バックアップサーバへのリストアが集中すると過大な負荷がかかります。バ

ックアップサーバにバックアップされたデータを保証するために LB リモート バックアップ 

はリストア動作を適切にコントロールしています。 

 

注意！ リストアしたファイルをダウンロードできない？ 

Microsoft Windows XP の既知の問題として Microsoft Windows XP を実行しているコンピュー

タで Windows Internet Explorer 7 を使用してファイルをダウンロードできないことがあり

ます。たとえば、[ファイルのダウンロード] ダイアログ ボックスで [保存] をクリックした

後に、ファイルがダウンロードされません。 

その場合は、Microsoft のサポートオンライン 

http://support.microsoft.com/kb/932823/ja （※2008 年 3 月 25 日現在） をご確認くだ

さい。 

 

Point！ Remote Backup Notifier からのリストアを活用してください 

WebブラウザからRemote Backup Managerを利用してリストアする方法以外に、管理者がRemote 

Backup Notifier をインストールしたコンピュータからリストアする場合は、Remote Backup 

Notifier のコンテストメニューから起動できる「バックアップサーバからのリストア」が便

利です。Remote Backup Manager では不可能な 2GB 以上のデータをリストアが可能です。 
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5-1. 「バックアップサーバ」画面について 

「バックアップサーバからのリストア」画面ではバックアップサーバにバックアップされてい

るファイルをリストア、または削除します。 

 
 

5-1-1. リストアするバックアップ元を選択する 

1. 小メニューからリストアするユーザを選択してクリックします。 

※グループは選択できません。 

 
 

2. バックアップ元をプルダウンメニューから選択します。 

 
3. プルダウンメニューの最新、世代、のいずれかを選択します。 
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4. [絞り込み]をクリックします。条件に合ったファイルが表示されます。入力前に戻したい

場合は[リセット]をクリックします。 

 
 

5-1-2. バックアップサーバからデータをリストアする 

1. リストアしたいフォルダをクリックしてファイルを表示します。 

 

 
※上記の図の様にテキスト表示されたフォルダ階層からリストアするフォルダを選択してく

ださい。 
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2. リストアしたいファイルの選択ボックスにチェックを入れます。 

[全て選択]をクリックすると自動的にすべての項目にチェックが入ります。 

※種類、名前、サイズ、最終更新日、各項目で[▽][▲]をクリックすると昇順、降順で並び替

えをおこないます。 

 
3. [リストア]をクリックするとチェックを入れたファイルのリストアが始まります。 

入力前の状態に戻したい場合は[リセット]をクリックします。 

4. 復号化ウィンドウが開かれ、暗号化されたデータの場合は復号化を開始します。 

※復号化とは暗号化されたデータを元のデータに戻すことをいいます。 

 
5. [ダウンロード]をクリックします。 
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6. [名前を付けて保存]をクリックして任意の保存先を選んで保存します。 

 
7. [このウィンドウを閉じる]をクリックします。 

 
8. ダウンロードされたリストアファイルは ZIP で圧縮されていますので展開します。 

 

注意！ 復号化中に異常終了する場合 

復号化中に Remote Backup Manager の画面を操作すると復号化が異常終了することがあります。

その場合は Remote Backup Manager を再起動させてください。 

 

Point！ リストアした ZIP のファイル名は？ 

バックアップサーバからリストアした場合は「リストアファイル＋日付.rb3.restore.zip」、

というファイル名でダウンロードされます。ZIP ファイルから展開するフォルダは「リストア

ファイル＋日付.rb3.restore」というフォルダ名で展開されます。 

 

5-1-3. 2GB 以上のデータをリストアする 

2GB を超えるサイズのデータは ZIP ファイルの制限により（※第 1 章 4-1. 2GB を超えるデー

タのリストアについて を参照）圧縮しないでリストアします。また、リストアするデータ

はバックアップサーバの任意に選択されたドライブに出力されます。 

1. 選択ボックスをチェックし[バックアップサーバへリストア]をクリックします。 

 
 2. ダウンロード先のバックアップサーバのドライブ名を選択します。 

  
3. [リストア開始]をクリックします。 
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4. 復号化ウィンドウが開かれ、暗号化されたデータの場合は復号化を開始します。 

※リストア処理中は Remote Backup Manager の画面を操作しないでください。 

 
5. 復号化が完了します。[このウィンドウを閉じる]をクリックします。 

 
6. リモートデスクトップなどを利用してバックアップサーバの選択したドライブからリスト

アしたデータを入手してください。 

 

5-1-4. リストアするデータを条件で絞り込む 

細かく絞り込む条件として、バックアップ元以外に期間指定、拡張子、ファイル名、を用意し

ています。 

1. バックアップサーバからリストアするバックアップ元を選択します。選択する方法の詳細

は 5-1-1. リストアするバックアップ元を選択する を参照してください。 

2. カレンダの日付をクリックして期間指定します。 

 
3. 拡張子を直接入力します。（※空白時は拡張子の絞り込みはありません） 

4. ファイル名を直接入力します。（※空白時はファイル名の絞り込みはありません） 

 
5. [絞り込み]をクリックします。条件に合ったファイルが表示されます。入力前に戻したい

場合は[リセット]をクリックします。 
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5-1-5. バックアップサーバからデータを削除する 

1. 「バックアップサーバからのリストア」画面でデータを絞り込みます。（※5-1-1. リスト

アするバックアップ元を選択する または 5-1-4. リストアするデータを条件で絞り込む 

を参照）  

 

2. 削除したいフォルダまたはファイルの選択ボックスにチェックを入れます。 

[全て選択]をクリックすると自動的にすべての項目にチェックが入ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. [削除]をクリックするとチェックを入れたフォルダまたはファイルが削除されます。入力

前の状態に戻したい場合は[リセット]をクリックします。 
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5-2. 「Crypto ゲート」画面について 

「Crypto ゲート」画面ではバックアップサーバの Crypto ゲート専用のフォルダにバックアッ

プされたデータをリストア、または削除します。 

 
 

5-2-1. Crypto ゲートからデータをリストアする 

1. リストアするフォルダをクリックしてファイルを表示します。 

 
 

 
※上記の図の様にテキスト表示されているフォルダ階層からリストアしたいフォルダを選択

して移動してください。 
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2. リストアしたいファイルの選択ボックスにチェックを入れます。 

[全て選択]をクリックすると自動的にすべての項目にチェックが入ります。 

※種類、名前、サイズ、最終更新日、各項目で[▼][△]をクリックすると昇順、降順で並び替

えをおこないます。 

 
 

3. [リストア]をクリックするとチェックを入れたファイルのリストアが始まります。 

入力前の状態に戻したい場合は[リセット]をクリックします。 

 
 

4. 復号化ウィンドウが開かれ、暗号化されたデータの場合は復号化を開始します。 

※復号化とは暗号化されたデータを元のデータに戻すことをいいます。 

 
 

5. [ダウンロード]をクリックします。 
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6. [名前を付けて保存]をクリックして任意の保存先を選んで保存します。 

 
 

7. [このウィンドウを閉じる]をクリックします。 

 
 

8. ダウンロードされたリストアファイルは ZIP で圧縮されていますので展開してください。

以上でリストアは完了です。 

 

※注意：復号化中に Remote Backup Manager の画面を操作すると復号化が異常終了することが

あります。その場合は Remote Backup Manager を再起動させてください。 

 

5-2-2. 2GB 以上のデータをリストアする 

2GB を超えるサイズのデータは ZIP ファイルの制限により（※第 1 章 4-1. 2GB を超えるデー

タのリストアについて を参照）データを圧縮しないで復号化のみおこないリストアします。

さらに、リストアされたデータはバックアップサーバの任意に選択されたドライブに出力さ

れます。リストアする方法は 5-1-3.2GB 以上のデータをリストアする と同様です。参照く

ださい。 
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5-2-3. リストアするデータを条件で絞り込む 

1. Crypto ゲートのファイルを絞り込む条件を設定します。 

 
 

2. カレンダの日付をクリックして期間指定します。 

 
 

3. 拡張子を直接入力します。（※空白時は拡張子の絞り込みはありません） 

 

4. ファイル名を直接入力します。（※空白時はファイル名の絞り込みはありません） 

 
 

5. [絞り込み]をクリックします。条件に合ったファイルが表示されます。入力前に戻したい

場合は[リセット]をクリックします。 

 

5-2-4. Crypto ゲートからデータを削除する 

1. 「Crypto ゲートからのリストア」画面でデータを絞り込みます。（※5-2-3. リストアする

データを条件で絞り込む を参照）  

 

2. 削除したいフォルダまたはファイルの選択ボックスにチェックを入れます。 

[全て選択]をクリックすると自動的にすべての項目にチェックが入ります。 

 
 

3. [削除]をクリックするとチェックを入れたフォルダまたはファイルが削除されます。入力

前の状態に戻したい場合は[リセット]をクリックします。 
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6. ディスク管理 

「ディスク管理」画面ではバックアップサーバを管理します。 

 
POINT！ ディスク使用領域の計算方法 

ディスク単位で容量を集計した結果と、フォルダ単位で容量を計算した結果が場合によって違

うことがあります。ディスク単位の場合、隠しフォルダ、システムフォルダ、ごみ箱などのデ

ータが多く含まれています。Remote Backup Manager が表示するのはディスクの使用領域であ

り、エクスプローラでファイルやフォルダのプロパティを見た場合の「ディスク上のサイズ」

に相当します。ディスクフォーマットによって異なりますが通常 1 バイトのファイルであって

も 4096 バイトのディスクを使用します。 

 

6-1. ディスク管理画面について 

ディスク管理画面ではバックアップサーバのディスク管理をおこないます。グループ単位、ユ

ーザ単位でディスクの使用状況を把握し、ディスクの運用を管理します。 

 
 

6-1-1. 全体のディスク使用状況の表示 

バックアップサーバの D ドライブのディスク全体の使用状況を確認します。横棒グラフによっ

て使用領域と空き領域、不足領域の全体に対する割合を比較します。 

 
[容量計算開始]をクリックすると最新のディスク使用領域を再計算します。上限領域に割り当

てられた容量よりディスクの空き領域が不足する場合は不足領域の割合も表示されます。 

 
「容量計算開始」後に[ページを更新する]をクリックすると 1 分毎に最新のデータ量を表示し

ます。 
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6-1-2. グループ単位のディスク使用状況を表示 

1. 小メニューから表示するグループをクリックします。 

 
 

2. グループ単位でディスク使用状況の一覧が表示されます。 

 
 

6-1-3. ユーザ単位のディスク使用状況を表示 

1. 小メニューから表示するユーザをクリックします。 
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2. ユーザ単位でディスク使用状況の一覧が表示されます。 

 
 

バックアップ元ごとの使用領域を表示します。任意のバックアップ元合計には現在設定されて

いるバックアップ元フォルダ以外に、過去に指定したバックアップ元フォルダの既にバックア

ップされたデータを加えた合計使用領域を表示しています。 

 



115 

7. ログ管理 

「ログ管理」画面の中メニューには 4 つの機能があります。 

バックアップログ、オペレーションログ、アップデートログ、ログエクスポート、未転送一覧

などの画面でシステム全体の動作情報を記録、閲覧します。ボタンをクリックすると該当画面

へ移動します。 

 
 

7-1. 「バックアップログ」画面について 

「バックアップログ」画面ではバックアップログをステータス別に表示します。 

バックアップログは、時刻併記の通信とステータス、バックアップ動作の結果を報告します。

バックアップ設定、バックアップ方式、ファイルの転送結果と対象ファイル名、ディスク空き

領域、警告・エラーメッセージなどの動作結果が記録されています。 

 
 

7-1-1. バックアップ先を選択する 

表示したいバックアップログを[Remote Backup Client]、[Crypto ゲート]から選択します。

ボタンをクリックするとそれぞれの動作で記録されたログの件数と詳細を表示します。 

 
 

Remote Backup Client ユーザのコンピュータとバックアップサーバとの動作ログを表示しま

す。バックアップ先ディスクはインストール時に設定されたバックアップサーバのディスク領

域です。 

Crypto ゲート Crypto ゲートとバックアップサーバとの動作ログを表示します。バックアッ

プ先ディスクはインストール時に設定されたバックアップサーバのディスク領域です。 
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7-1-2. バックアップログを絞り込む 

1. 表示するログが「Remote Backup Client」の場合は、小メニューからグループまたはユー

ザを選択してクリックします。 

 
 

2. ログ表示のファイル形式を CSV 形式（UTF-8）、CSV 形式（SJIS）、テキスト形式から選択し

ます。 

 
注意：CSV 形式の場合、Microsoft Excel（2003 まで）では 65,536 行より大きいログの表示は

できません。「生ログ」は常時テキスト形式で出力されます。 

 

3. カレンダの日付をクリックして期間指定します。 

 
 

4. [絞り込み]をクリックします。条件で絞り込んだログの件数を表示します。設定前に戻す

には[リセット]をクリックします。 

 

7-1-3. バックアップログの詳細を表示する 

7-1-2. バックアップログを絞り込む でログを絞り込むと、条件に適合したログの件数をス

テータス別に表示します。 

 
転送数：バックアップに成功したファイル総数とその詳細を表示します。 

情報：エラーと警告を除いた処理内容をすべて表示します。バックアップ動作の結果、処理の

種類、読み込んだ設定、空き領域などの処理結果の数とその詳細を表示します。 

警告：自動的に回復可能ではあるが報告が必要な処理結果の数とその詳細を表示します。 

エラー：条件に従って処理を実行したが機能的に想定外の結果となった数とその詳細を表示し

ます。内容によっては調査が必要な場合があります。 

生ログ：ログとして出力されたすべて結果の数とその詳細を一括表示します（※常時テキスト

形式で出力されます）。 



117 

表示したいステータスの右に表示された[表示]ボタンをクリックすると、ログ詳細の表示方法

で選択された表示形式（CSV 形式（UTF-8）、CSV 形式（SJIS）、テキスト形式 のいずれか）で

ログの詳細を表示します。 

 
 

[ファイルを開く]を選択するとファイル形式に適したソフトで開きます。 

 
 

[名前を付けて保存]を選択した場合は任意の場所に保存します。 
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7-1-4. Remote Backup Client のログの詳細を表示する 

7-1-1. バックアップログのバックアップ先を選択する でバックアップ先「Remote Backup 

Client」を選択した後[表示]ボタンをクリックします。選択されている表示形式（CSV 形式

（UTF-8）、CSV 形式（SJIS）、テキスト形式 ）でログの詳細をダウンロードします。詳しい方

法は、7-1-2. バックアップログを絞り込む  7-1-3. バックアップログの詳細を表示する 

を参照してください。 

 
 

Point！ バックアップ元別にログを表示する 

「Remote Backup Client」を選択してユーザ別にログを絞り込んだ場合に限り、選択したユー

ザのログをバックアップ元別に表示します。 
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7-1-5. Crypto ゲートのログの詳細を表示する 

7-1-1.バックアップ先を選択する でバックアップ先「Crypto ゲート」を選択した後[表示]

ボタンをクリックします。選択されている表示形式（CSV 形式（UTF-8）、CSV 形式（SJIS）、テ

キスト形式 ）でログの詳細をダウンロードします。詳しい方法は、7-1-2. バックアップロ

グを絞り込む  7-1-3. バックアップログの詳細を表示する を参照してください。 

 
 

7-2. 「メンテナンスログ」画面について 

「メンテナンスタスクログ」画面ではメンテナンスタスク（詳細は 8-4. 「メンテナンスタス

ク」画面について を参照)   を実行して生成されたログを閲覧します。 
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7-2-1. メンテナンスログを絞り込む 

１. カレンダの日付をクリックして期間指定します。 

 
2. [絞り込み]をクリックします。条件に合ったログが表示されます。設定前に戻したい場合

は[リセット]をクリックします。 

 

7-2-2. バックアップデータの複製のログを表示する 

１. 「バックアップデータの複製」の[表示]ボタンをクリックします。 

 
 

2.[ファイルを開く]を選択するとファイル形式に適したソフトで開きます。 
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3. [保存]→[名前を付けて保存]を選択した場合は任意の場所に保存します。 

 
 

 
 

7-2-3. 世代データの移動と削除のログを表示する 

１. 「世代データの移動と削除」の[表示]ボタンをクリックします。 

 
 

2.[ファイルを開く]を選択するとファイル形式に適したソフトで開きます。 

 
 

 
 

3. [保存]→[名前を付けて保存]を選択した場合は任意の場所に保存します。 
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7-2-4. ログデータの移動と削除ログを表示する 

１. 「ログデータの移動と削除」の[表示]ボタンをクリックします。 

 
2.[ファイルを開く]を選択するとファイル形式に適したソフトで開きます。 

 
 

 
 

3. [保存]→[名前を付けて保存]を選択した場合は任意の場所に保存します。 
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7-3. 「オペレーションログ」画面について 

「オペレーションログ」画面ではオペレーションの操作内容とその結果を閲覧します。または

詳細な内容を表示します。 

LB リモート バックアップ の管理者とユーザが Remote Backup Manager と My Page、または

Remote Backup Notifier 、Remote Backup Client にログインしてからログアウトするまでの

間に操作したすべての履歴をオペレーションログとして記録します。 

 
 

7-3-1. オペレーションログを絞り込む 

１. 操作画面をプルダウンメニューから選択してクリックします。 

 
 

2. 内容をプルダウンメニューから選択してクリックします。 
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3. カレンダの日付をクリックして期間指定します。 

 
 

4. [絞り込み]をクリックします。条件に合ったファイルが表示されます。設定前に戻したい

場合は[リセット]をクリックします。 

 

7-3-2. オペレーションログを確認する 

7-3-1. オペレーションログを絞り込む で絞り込んだ条件に適合したオペレーションログを

表示します。※実際に操作された内容を表示します。 

操作画面：Remote Backup Manager 管理者、Remote Backup Manager、Remote Backup Notifier、

RemoteBackup Client、My Page のいずれかを操作した画面 

日時：操作された日時（バックアップサーバのタイムスタンプ） 

IP アドレス：Remote Backup Manager、Remote Backup Notifier、Remote Backup Client、My 

Page を操作したコンピュータの IP アドレス 

対象ユーザ：操作内容がユーザに限定されている動作についてはユーザ名、限定されない場合

は表示なし 

内容：操作の内容を表示（ユーザ情報の更新、バックアップ設定、リストア、ファイルの削除、

ログイン、ログアウトなど） 

成否：処理結果、「成功」または「失敗」 

 
 

1. 表示件数の変更が可能です。 

 
 

2. ページの移動が可能です。[前のページ]、[次のページ]をクリックすると該当ページの一

覧を表示します。 
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7-3-3. オペレーションログの詳細の見方 

内容欄の[詳細]をクリックするとオペレーションログの詳細を下段に展開します。[閉じる]

で戻ります。 

掲載されるオペレーションは以下のとおりです。 

 

ログイン：ログイン ID とパスワード、実行結果 

 
ログアウト：実行結果 

ユーザ情報の更新：変更前の設定、変更後の設定。変更箇所は赤文字で表示されます。 

ユーザ情報の削除：実行結果 

バックアップ設定：変更前の設定、変更後の設定。変更箇所は赤文字で表示されます。 

 
高度な設定：変更前の設定、変更後の設定。変更箇所は赤文字で表示されます。 

申請承認／拒否：申請内容、承認／拒否の結果 

ログのエクスポート：エクスポートした実行結果 

バックアップサーバのシャットダウン：実行結果 

バックアップサーバの再起動：実行結果 

Remote Backup Manager の再起動：実行結果 

リストア：対象ファイル、実行結果 

 
ファイルの削除：対象ファイル、実行結果 

管理者設定：変更前の設定、変更後の設定。変更箇所は赤文字で表示されます。 

システムのアップデート：アップデート前のバージョン、実行結果 

Remote Backup Notifier リストア：対象ファイル、実行内容／結果、リストア先 

Remote Backup Client リストア：対象ファイル、実行内容／結果、リストア先 

ユーザ情報のインポート：インポートした内容と実行結果 

 
※[ダウンロード]をクリックするとインポートした CSV ファイルをダウンロードします。 

通知メール送信：実行結果 

メンテナンスタスク：変更前の設定、変更後の設定。変更箇所は赤文字で表示されます。 

※実際に操作された内容を表示します。 
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7-4. 「アップデートログ」画面について 

「アップデートログ」画面ではシステムのアップデート履歴を一覧表示します。 

 
バージョン：Remote Backup Manager のバージョンを表示します 

日付：アップデートされた日付を表示します。 

アップデート内容：アップデートされた内容の詳細を表示します。 

 

ページの移動が可能です。 
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7-5. 「ログエクスポート」画面について 

「ログエクスポート」画面ではログのエクスポート(ファイルとして保存)を実行します。 

以下のログを ZIP ファイルに圧縮してエクスポートします。 

・ユーザ別の Remote Backup Client のログ 

・Crypto ゲートのログ 

 
 

7-5-1. エクスポートするログを絞り込む 

１. 期間指定をカレンダから選択してクリックします。 

 
2. エクスポート先のドライブをプルダウンメニューから選択しクリック、フォルダ名を直接

入力します。 

 
7-5-2. ログエクスポートを実行する 

１. [エクスポート実行]をクリックします。設定前に戻す場合は[リセット]をクリックします。 
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Point！ ログエクスポート先はバックアップサーバ 

ログのエクスポート先はバックアップサーバの指定されたドライブです。ログは ZIP(圧縮フ

ァイル)で出力され、改ざん確認用に MD5 にてフィンガプリントを生成しログと一緒にエクス

ポートします。同時にオペレーションログに履歴を残します。 

MD5 は認証やデジタル署名などに使われるハッシュ関数(一方向要約関数)のひとつです。ユー

ザは配布元と比較して通信途中で原文が改ざんされていないかを検出することができます。 

 
ZIP のファイルを展開してエクスポートしたログファイルを確認してください。 

注意！ ログの総容量が 2GB を超える場合は期間で絞り込んでエクスポートしてください。 
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7-6. 「未転送一覧」画面について 

「未転送一覧」画面では、何らかの障害が原因でバックアップされなかったバックアップ対象

のファイルを一覧で表示します。 

 
 

7-6-1. 未転送一覧を絞り込む 

1. 表示したい未転送一覧のユーザを小メニューから選択してクリックします。グループは選

択できません。 

 
 

2. カレンダの日付をクリックして期間指定します。 

 
 

3. [検索]をクリックします。条件で絞り込んだ未転送一覧を表示します。設定前に戻すには

[リセット]をクリックします。 
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7-6-2. 未転送一覧の詳細を表示する 

7-6-1. 未転送一覧を絞り込む で設定した期間条件に適合した未転送一覧を日付別に表示し

ます。 

 
1. [表示]をクリックすると、未転送一覧の詳細を表示します。 

 

2.[ファイルを開く]を選択するとファイル形式に適したソフトで開きます。 

 
 

 
未転送となったファイル名を表示します。 

 

3. [名前を付けて保存]を選択した場合は任意の場所に保存します。 
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8. システム管理 

「システム管理」画面の中メニューには 5 つの機能があります。管理者設定、メール送信設定、

システム制御、メンテナンスタスク、ダウンロードを管理します。ボタンをクリックすると該

当画面へ移動します。 

 
 

8-1. 「管理者設定」画面について 

「管理者設定」画面では Remote Backup Manager の管理者と制限付き管理者が Remote Backup 

Manager にログインするための ID とパスワード、管理できる権限を設定および変更します。 
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8-1-1. 管理者の ID を変更する 

 
1. 小メニューの管理者をクリックします。 

2. [現在の ID]に現在の ID を入力します。 

3. [新しい ID]に新しい ID を入力します。ID を変更しない場合は未入力のままにします。 

4. [確認のためにもう一度]に新しい ID を入力します。ID を変更しない場合は未入力のまま

にします。 

5. [設定を保存]をクリックします。入力前に戻したい場合は[リセット]をクリックします。 

※IDを変更したら正しく IDが更新された事を確認するために必ずもう一度ログインしてくだ

さい。 

 

8-1-2. 管理者のパスワードを変更する 

1. 小メニューの管理者をクリックします。 

2. [現在のパスワード]に現在のパスワードを入力します。 

3. [新しいパスワード]に新しいパスワードを入力します。パスワードを変更しない場合は未

入力のままにします。 

4. [確認のためにもう一度]に新しいパスワードを入力します。パスワードを変更しない場合

は未入力のままにします。 

5. [設定を保存]をクリックします。入力前に戻したい場合は[リセット]をクリックします。 

※パスワードを変更したら正しくパスワードが更新された事を確認するために必ずもう一度

ログインし直して下さい 
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8-1-3. 制限付き管理者を追加する 

制限付き管理者は、たとえばユーザが大変多い場合に、管理者の作業をグループごとに分担す

る場合にとても便利な機能です。権限の分担は機能別、グループ別に任意の設定が可能です。 

 
1. 小メニューの[制限付き管理者を追加]をクリックします。 

2. [管理者名]を入力します。 

3. [ID]を入力します。 

4. [パスワード]を入力します。 

5. [各機能の特権]と、[各機能の特権]を与える [グループ権限]を選択します。設定方法の詳

細は 8-1-4. 制限付き管理者の権限を設定する を参照してください。 

6. [設定を保存]をクリックします。入力前に戻したい場合は[リセット]をクリックします。 

 

8-1-4. 制限付き管理者の権限を設定する 

制限付き管理者に与える権限を設定します。[各機能の特権]と、[各機能の特権]を与える [グ

ループ権限]を選択します。 

1. [各機能の特権]は、[ユーザ管理]、[バックアップ設定]、[リストア]、[ディスク管理]、[ロ

グ管理]、[システム管理]の左側の各ボックスにチェックを入れて選択します。 

2. [グループ権限]は表示されたグループから前項で設定済みの[各機能の特権]を与えるグル

ープを選択します。グループを設定していない場合は、[グループ無し]にユーザ全員が含まれ

ます。 
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Point！ グループ権限によって与えられる機能の特権 

グループ権限によって与えられる機能の特権は以下の表のとおりです。 

○すべての権限 ●ログインしている管理者のみ △グループに所属するユーザのみ ×権

限なし 

大メニュー 中メニュー 権限の有無 

ユーザ管理 ユーザ設定１ △ 

ユーザ設定２ △ 

グループ設定 × 

お知らせ △ 

状態管理 △ 

通知メール △ 

バックアッ

プ設定 

基本設定 △ 

高度な設定 △ 

全体設定 × 

Crypto ゲート × 

申請承認 △ 

リストア Remote Backup Client △ 

Crypto ゲート × 

ディスク管

理 

バックアップサーバ △ 

ログ管理 バックアップログ × 

メンテナンスログ × 

オペレーションログ × 

アップデートログ ○ 

ログエクスポート × 

未転送一覧 △ 

システム 管理者設定 ● 

メール送信設定 △ 

システム制御 × 

メンテナンスタスク × 

ダウンロード ○ 

アップデート × 

ヘルプ システム情報 ○ 

ライフボートへの問い合わせ ○ 
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8-1-5. 制限付き管理者の設定を変更する 

すでに設定済みの制限つき管理者の ID、パスワード、各機能の特権、グループ権限を変更し

ます。 

 
1. 小メニューに表示された[制限付き管理者]のなかから変更する[制限付き管理者]をクリッ

クして選択します。 

2. [管理者名]を変更します。 

3. [ID]を変更します。 

4. [パスワード]を変更します。 

5. [各機能の特権]と、[各機能の特権]を与える [グループ権限]を変更します。設定方法の詳

細は 8-1-4. 制限付き管理者の権限を設定する を参照してください。 

6. [設定を保存]をクリックします。変更前に戻したい場合は[リセット]をクリックします。 

 

8-1-6. 制限付き管理者を削除する 

 
1. 小メニューに表示された[制限付き管理者]のなかから削除する[制限付き管理者]をクリッ

クして選択します。 

2. [削除する]をクリックします。 

3. [OK]をクリックします。 
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8-2. 「メール送信設定」画面について 

「メール送信設定」画面では Remote Backup Manager からメールを送信する場合に使用するメ

ールサーバとメール送信元を設定します。 

 

 

8-2-1. メールサーバとメール送信元を設定する 

メールサーバとメール送信元の各値にはお客様がお使いのメールサーバとメールアカウント

の値を設定します。 

 
1. [設定の更新]をクリックします。 

2. [SMTP サーバアドレス]を入力します。 

3. [ポート]を入力します。 

4. [SMTP 認証]をプルダウンメニューから選択します。 

 
5. [SMTP ユーザ]を入力します。 

6. [SMTP パスワード]を入力します。 

7. [メールの送信元]を入力します。※管理者の E-mail アドレスを入力します 

8. [メール機能の利用を停止する]を設定します。チェックを入れると Remote Backup Manager

からメール通信はできなくなります。 

9. [設定の更新]をクリックします。 
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8-2-2. メール機能の利用を停止する 

 
1. [設定の更新]をクリックします。 

2. [メール機能の利用を停止する]にチェックを入れます。 

3. [設定の更新]をクリックします。 

 

8-3. 「システム制御」画面について 

「システム制御」画面ではシステム全般の設定と制御をおこないます。 

 

 

8-3-1. システムをアップデートする 

入手したアップデートファイルを使ってシステムをアップデートします。アップデートファイ

ルはライフボートのホームページ（http://www.lifeboat.jp/download/download.php）から入

手できます。インターネット環境がない場合はご購入先またはライフボートにご確認ください。 

 
1. [参照]ボタンをクリックしてアップデートファイルを選択します。 

2. [アップデート実行]ボタンをクリックします。 

3. 指示に従い進めます。 

 

※アップデートを実行すると、サーバが自動的に再起動されますので、実行される際にはご注

意ください。 
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8-3-2. Remote Backup Manager を再起動する 

通常の運用中であれば Remote Backup Manager を再起動する必要はほとんどありません。 

サーバ OS アップデート、あるいは LB リモート バックアップ のサポートから再起動の指示

を受けた場合など、Remote Backup Manager と関連するアプリケーションを、起動直後の状態

に戻したい場合にご使用ください。 

[Remote Backup Manager 再起動]をクリックします。 

 
[OK]をクリックすると Remote Backup Manager を再起動します。 

 
 

8-3-3. バックアップサーバを再起動する 

通常の運用中であればバックアップサーバを再起動する必要はほとんどありません。 

サーバ OS アップデートなどサーバの管理上で必要な場合、あるいは、LB リモート バックア

ップ のサポートから再起動の指示を受けた場合など、バックアップサーバのシステム全体を

あらためて起動直後の状態に戻す場合にご使用ください。 

[バックアップサーバ再起動]をクリックします。 

 
[OK]をクリックするとバックアップサーバを再起動します。 

 
 

8-3-4. バックアップサーバをシャットダウンする 

通常の運用中であればバックアップサーバをシャットダウンする必要はほとんどありません。 

サーバの物理的な移動による理由、電源管理上の理由、あるいはサーバ OS アップデートなど、

サーバ管理上バックアップサーバを一時的にシャットダウンする必要がある場合にご使用く

ださい。 

 

[バックアップサーバシャットダウン]をクリックします。 

 
 

[OK]をクリックするとバックアップサーバをシャットダウンします。 
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8-4. 「メンテナンスタスク」画面について 

「メンテナンスタスク」画面では[バックアップデータの複製]、[世代データの移動と削除]、

[ログデータの移動と削除]をおこないます。暗号化または圧縮されたバックアップサーバのデ

ータを複製または削除して、ストレージの冗長化、あるいは保存領域の確保が可能となります。

各機能は月次、週次、日次でスケジュールが可能です。 
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8-4-1. 「バックアップデータの複製」を設定する 

Remote Backup Manager を運用中に保存したバックアップデータを複製する機能です。 

「バックアップデータの複製」設定画面では複製の詳細な方法を設定します。 

 

各設定項目の内容と手順は次の通りです。 

1. [バックアップデータの複製]、をクリックします。 

 
2. [この設定の有効／無効]を設定します。[有効]を選択すると[バックアップデータの複製]

で設定された内容を実行します。[無効]を選択すると設定された内容を実行しません。 

 
3. [バックアップ元]を表示します。 

4. [対象ユーザ]を選択します。[確認／選択する]をクリックすると[グループ／ユーザ選択ウ

ィンドウ]が表示されます。 

 
5. バックアップの対象にするグループをクリックして選択すると、右の欄にグループに所属

するユーザ名が表示されます。バックアップ対象としたいユーザ名の左ボックスをチェックし

て選択します。[すべてのユーザ]をクリックすると表示しているグループに所属するユーザす

べてに自動的にチェックが入ります。 

6. 対象ユーザを選択したら[設定する]をクリックします。 

 
7. [複製先]を設定します。[複製先ドライブ設定]をクリックすると[複製先ドライブ設定ウィ

ンドウ]が表示されます。 

[ローカルドライブ]か[ネットワークドライブ]を選択します。 

 

[ローカルドライブ]を選択した場合は、バックアップサーバのドライブをプルダウンメニュー

から選択してフォルダ名をフルパスで指定します。C ドライブは表示されません。 
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[ネットワークドライブ]を選択した場合はネットワークドライブの[アドレス]を UNC の表記

法で入力します。 

 
ネットワークドライブにログオンするために必要な[ユーザ名]と[パスワード]を入力します。 

 
8. [世代ファイルを対象とするか]を設定します。世代ファイルをバックアップの対象とする

場合は、[対象とする]のラジオボタンにチェックを入れます。世代ファイルをバックアップの

対象としない場合は、[対象としない]のラジオボタンにチェックを入れます。 

9. [ログファイルを対象とするか]を設定します。ログファイルをバックアップの対象とする

場合は、[対象とする]のラジオボタンにチェックを入れます。ログファイルをバックアップの

対象としない場合は、[対象としない]のラジオボタンにチェックを入れます。 

10. バックアップを実行する[スケジュール]を設定します。スケジュールはプルダウンメニュ

ーから選択します。 

 
[日次]にスケジュールを設定する場合は、下段の[実行時間]でバックアップを実行する時刻を

選択します。バックアップを毎日設定された時刻に実行します。 

 
[月次]にスケジュールを設定した場合は、下段のカレンダにバックアップを実行する日をクリ

ックして文字を反転表示します。かつ、下段の[実行時間]でバックアップを実行する時刻を選

択します。バックアップを毎月設定された日の実行時間に実行します。 

 
[週次]でスケジュールを設定した場合は、下段の表でバックアップを実行する週と曜日をクリ

ックして文字を反転表示します。かつ、下段の[実行時間]でバックアップを実行する時刻を選

択します。バックアップを設定された週の曜日、かつ、時刻に実行します。 

 
11. [設定を保存]をクリックします。入力前に戻したい場合は[リセット]をクリックします。 
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8-4-2. 「バックアップデータの複製」を編集する 

「バックアップデータの複製」設定画面で設定済みの内容を編集します。 

1. [バックアップデータの複製]、をクリックします。 

 
2. [バックアップデータの複製]、の各項目を編集します。各項目の設定方法の詳細は 8-4-1. 

「バックアップデータの複製」を設定する を参照してください。 

3. [編集する]をクリックします。入力前に戻したい場合は[リセット]をクリックします。 

 

8-4-3. 「バックアップデータの複製」を今すぐ実行する 

「バックアップデータの複製」設定画面で設定済みの内容を今すぐ実行します。 

1. [バックアップデータの複製]、をクリックします。 

 
2. [今すぐ実行]をクリックします。 
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8-4-4. 「世代データの移動と削除」を設定する 

「世代データの移動と削除」機能は Remote Backup Manager を運用中にバックアップしたバッ

クアップ領域の世代データを移動または削除（クリーンアップ）する機能です。 

バックアップ領域の空き領域が残り少なくなった場合に空き領域を確保する方法として有効

です。「世代データの移動と削除」設定画面では移動と削除の詳細な方法を設定します。 

 

各設定項目の内容と手順は次の通りです。 

1. [世代データの移動と削除]、をクリックします。 

 

 
2. [この設定の有効／無効]を設定します。[有効]を選択すると[世代データの移動と削除]で

設定された内容が実行されます。[無効]を選択すると設定された内容は実行されません。 

3. [クリーンアップ元]を表示します。 

4. [対象ユーザ]を選択します。[確認／選択する]をクリックすると[グループ／ユーザ選択ウ

ィンドウ]が表示されます。 

 
5. クリーンアップの対象にするグループをクリックして選択すると、右の欄にグループに所

属するユーザ名が表示されます。クリーンアップ対象のユーザ名の左ボックスをチェックして

選択します。[すべてのユーザ]をクリックすると表示しているグループに所属するユーザすべ

てに自動的にチェックが入ります。 

6. 対象ユーザを選択したら[設定する]をクリックします。 

 
7. [バックアップ元からの移動／削除]を設定します。 

クリーンアップ対象データを移動先ドライブへコピー後に削除する場合は、[移動先へコピー

後、対象を削除]のラジオボタンにチェックを入れます。 

クリーンアップ対象データを削除のみおこなう場合は [削除のみ]のラジオボタンにチェック

を入れます。 

8. [移動先ドライブ]を設定します。[移動先ドライブ設定]をクリックすると[移動先ドライブ

設定ウィンドウ]が表示されます。 
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移動先ドライブは最高 3 箇所まで設定可能です。1st に指定したドライブの容量が不足した場

合、あるいは壊れた場合、またはネットワークに接続していない場合などのドライブを利用で

きない状態になった場合に 1st から 2nd のドライブへ移動します。同様に 2nd のドライブから

3rdr のドライブへ順次送ります。 

[ローカルドライブ]か[ネットワークドライブ]を選択します。 

 
[ローカルドライブ]を選択した場合は、バックアップサーバのドライブをプルダウンメニュー

から選択してフォルダ名をフルパスで指定します。C ドライブは表示されません。 

 
[ネットワークドライブ]を選択した場合はネットワークドライブの[アドレス]を UNC の表記

法で入力します。 

 
ネットワークドライブにログオンするために必要な[ユーザ名]と[パスワード]を入力します。 

9. [除外ファイル名]を設定します。クリーンアップの対象から除外するファイルを指定しま

す。複数指定する場合は半角セミコロン(;)で区切ります。 

 
 

Point！ 拡張子または直接入力でファイルを除外する方法 

ファイルの種類で一括してクリーンアップ対象から除外したい場合は拡張子で指定します。フ

ァイル名で除外したい場合は、ファイル名を直接入力します。パスを含まないファイル名で入

力してください。入力形式ではワイルドカード指定ができます。 

 

10. [除外フォルダ名]を設定します。クリーンアップの対象から除外するフォルダを指定しま

す。複数指定する場合は半角セミコロン(;)で区切ります。 

11. [クリーンアップ対象の世代ファイルの経過日]を設定します。設定した日数より古い世代

ファイルをクリーンアップします。 

12. [クリーンアップ対象の世代ファイルの世代数]を設定します。設定した世代数以上の古い

世代ファイルをクリーンアップします。 

13. クリーンアップを実行する[スケジュール]を設定します。スケジュールはプルダウンメニ

ューから選択します。 
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[日次]にスケジュールを設定する場合は、下段の[実行時間]でバックアップを実行する時刻を

選択します。クリーンアップを毎日設定された時刻に実行します。 

 
[月次]にスケジュールを設定した場合は、下段のカレンダにクリーンアップを実行する日をク

リックして文字を反転表示します。かつ、下段の[実行時間]でクリーンアップを実行する時刻

を選択します。クリーンアップを毎月設定された日の実行時間に実行します。 

 
[週次]でスケジュールを設定した場合は、下段の表でクリーンアップを実行する週と曜日をク

リックして文字を反転表示します。かつ、下段の[実行時間]でクリーンアップを実行する時刻

を選択します。クリーンアップを設定された週の曜日、かつ、時刻に実行します。 

 
14. [設定を保存]をクリックします。入力前に戻したい場合は[リセット]をクリックします。 

 
 

8-4-5. 「世代データの移動と削除」を編集する 

「世代データの移動と削除」設定画面で設定済みの内容を編集します。 

1. [世代データの移動と削除]、をクリックします。 

 
2. [世代データの移動と削除]、の各項目を編集します。各項目の設定方法の詳細は 8-4-4. 

「世代データの移動と削除」を設定する を参照してください。 

3. [編集する]をクリックします。入力前に戻したい場合は[リセット]をクリックします。 

 

8-4-6. 「世代データの移動と削除」を今すぐ実行する 

「世代データの移動と削除」設定画面で設定済みの内容を今すぐ実行します。 

1. [世代データの移動と削除]、をクリックします。 

 
2. [今すぐ実行]をクリックします。 
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8-4-7. 「ログデータの移動と削除」を設定する 

「ログデータの移動と削除」機能は Remote Backup Manager を運用中に保存したログ領域のデ

ータを移動または削除（クリーンアップ）する機能です。 

バックアップ領域の空き領域が残り少なくなった場合などに空き領域を確保する場合に有効

です。「ログデータの移動と削除」設定画面ではログデータの移動と削除の詳細な方法を設定

します。 

各設定項目の内容と手順は次の通りです。 

1. [ログデータの移動と削除]、をクリックします。 

 

 
2. [この設定の有効／無効]を設定します。[有効]を選択すると[ログデータの移動と削除]で

設定された内容が実行されます。[無効]を選択すると設定された内容は実行されません。 

3. [クリーンアップ元]を表示します。 

4. [対象ユーザ]を選択します。[確認／選択する]をクリックすると[グループ／ユーザ選択ウ

ィンドウ]が表示されます。 

 
5. クリーンアップの対象にするグループをクリックして選択すると、右の欄にグループに所

属するユーザ名が表示されます。クリーンアップ対象のユーザ名の左ボックスをチェックして

選択します。[すべてのユーザ]をクリックすると表示しているグループに所属するユーザすべ

てに自動的にチェックが入ります。 

6. 対象ユーザを選択したら[設定する]をクリックします。 

 
7. [バックアップ元からの移動／削除]を設定します。 

クリーンアップ対象データを移動先ドライブへコピー後に削除する場合は、[移動先へコピー

後、対象を削除]のラジオボタンにチェックを入れます。 

クリーンアップ対象データを削除のみおこなう場合は [削除のみ]のラジオボタンにチェック

を入れます。 
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8. [移動先ドライブ]を設定します。[移動先ドライブ設定]をクリックすると[移動先ドライブ

設定ウィンドウ]が表示されます。 

 

移動先ドライブは最高 3 箇所まで設定可能です。1st に指定したドライブの容量が不足した場

合、あるいは壊れた場合、またはネットワークに接続していない場合などのドライブを利用で

きない状態になった場合に 1st から 2nd のドライブへ移動します。同様に 2nd のドライブから

3rd のドライブへ順次送ります。 

[ローカルドライブ]か[ネットワークドライブ]を選択します。 

 

 
[ローカルドライブ]を選択した場合は、バックアップサーバのドライブをプルダウンメニュー

から選択してフォルダ名をフルパスで指定します。C ドライブは表示されません。 

 
[ネットワークドライブ]を選択した場合はネットワークドライブの[アドレス]を UNC の表記

法で入力します。 

 
ネットワークドライブにログオンするために必要な[ユーザ名]と[パスワード]を入力します。 

9. [除外ファイル名]を設定します。クリーンアップの対象から除外するファイルを指定しま

す。複数指定する場合は半角セミコロン(;)で区切ります。 

10. [クリーンアップ対象のログファイルの経過日]を設定します。設定した日数より古い世代

ファイルをクリーンアップします。 

 
11. [Crypto ゲートログファイルを対象とするか]を設定します。Crypto ゲートのログファイ

ルをクリーンアップの対象とする場合は、[対象とする]のラジオボタンにチェックを入れます。

Crypto ゲートのログファイルをクリーンアップの対象としない場合は、[対象としない]のラ

ジオボタンにチェックを入れます。 
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12. クリーンアップを実行する[スケジュール]を設定します。スケジュールはプルダウンメニ

ューから選択します。 

 
[日次]にスケジュールを設定する場合は、下段の[実行時間]でバックアップを実行する時刻を

選択します。クリーンアップを毎日設定された時刻に実行します。 

 
[月次]にスケジュールを設定した場合は、下段のカレンダにクリーンアップを実行する日をク

リックして文字を反転表示します。かつ、下段の[実行時間]でクリーンアップを実行する時刻

を選択します。クリーンアップを毎月設定された日の実行時間に実行します。 

 
[週次]でスケジュールを設定した場合は、下段の表でクリーンアップを実行する週と曜日をク

リックして文字を反転表示します。かつ、下段の[実行時間]でクリーンアップを実行する時刻

を選択します。クリーンアップを設定された週の曜日、かつ、時刻に実行します。 

 
13. [設定を保存]をクリックします。入力前に戻したい場合は[リセット]をクリックします。 

 
 

8-4-8. 「ログデータの移動と削除」を編集する 

「ログデータの移動と削除」設定画面で設定済みの内容を編集します。 

1. [ログデータの移動と削除]、をクリックします。 

 
2. [ログデータの移動と削除]、の各項目を編集します。各項目の設定方法の詳細は 8-4-7. 

「ログデータの移動と削除」を設定する を参照してください。 

3. [編集する]をクリックします。入力前に戻したい場合は[リセット]をクリックします。 

 

8-4-9. 「ログデータの移動と削除」を今すぐ実行する 

「ログデータの移動と削除」設定画面で設定済みの内容を今すぐ実行します。 

1. [ログデータの移動と削除]、をクリックします。 

 
2. [今すぐ実行]をクリックします。 
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8-4-10. 複製したバックアップデータをリストアする 

複製したバックアップデータはバックアップサーバの D:\LB 以下にコピーするとリストアで

きます。なお D:\はインストール時にバックアップ領域として設定したドライブです。別のド

ライブを設定している場合は変更してください。 

 
このディレクトリ構造を変更しないようにコピーしてください。 

8-5. 「ダウンロード」画面について 

「ダウンロード」画面ではユーザ一覧、インストーラ、マニュアル、使用許諾契約書のファイ

ルをダウンロードします。 
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8-5-1. Remote Backup Manager マニュアルをダウンロードする 

[ダウンロード]をクリックして Remote Backup Manager マニュアルをダウンロードします。 

 
ダウンロードしたファイルを保存します。 

 
 

8-5-2. Remote Backup Client インストーラをダウンロードする 

[ダウンロード]をクリックして Remote Backup Client インストーラをダウンロードします。 

 
ダウンロードしたファイルを保存します。 

 
 

8-5-3. Remote Backup Client マニュアルをダウンロードする 

[ダウンロード]をクリックして Remote Backup Client マニュアルをダウンロードします。 

 
ダウンロードしたファイルを保存します。 

 
 

8-5-4. Remote Backup 使用許諾契約書をダウンロードする 

[ダウンロード]をクリックして Remote Backup 使用許諾契約書をダウンロードします。 

 
ダウンロードしたファイルを保存します。 
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9. ヘルプ 

「ヘルプ」画面ではシステム情報の閲覧が可能です。 

 
 

9-1. 「システム情報」画面について 

「システム情報」画面ではシステムの基本情報を表示します。 

 
9-1-1. ライセンス情報を確認する 

 
ライセンス ID を表示します。 

ライセンスキーを表示します。 

アクティベーションキーを表示します。 

Remote Backup Client のライセンス数を表示します。 

Remote Backup Notifier のライセンス数を表示します。 
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9-1-2. 動作チェックする 

 
Remote Backup Manager バージョンを表示します。最新でない場合はアップデートをお薦め

します。 

Remote Backup Manager アップデート実施日を表示します。 

Remote Backup Manager MySQL 動作を表示します。正常の場合は「OK」が表示されます。「NG」

の場合は Remote Backup Manager は正常に動作しません。その場合 MySQL サービスの状況を確

認してサービスが止まっている場合は MySQL サービスの再起動をしてください。それでも起動

しない時は、Remote Backup Manager の再インストール、またはバックアップサーバの OS の

再インストールが必要な場合があります。 

Remote Backup Manager クォータ処理の状態を表示します。正常の場合は「OK」が表示され

ます。「NG」の場合はユーザごとのバックアップ領域の上限設定ができなくなっています。

Remote Backup Manager の再インストール、またはバックアップサーバの OS の再インストー

ルが必要な場合があります。 
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第 4 章 Remote Backup Notifier のインストール 

 

この章では LB リモート バックアップ の管理者のために Remote Backup Notifier の導入の

方法と、必要な設定方法、操作方法、および注意点などをご説明いたします。 

 

1. インストール前にご確認ください 

1-1. Remote Backup Notifier 動作要件 

以下の最低システム要件を満たすコンピュータをご用意ください。 

 

オペレーティングシステム（32 ビット/64 ビット 日本語版のみ） 

Windows XP Home/Pro （SP1 以降を含む） 

Windows Vista 各エディション（SP1 以降を含む） 

Windows 7 各エディション 

 

プロセッサ 

Intel Pentium、Xeon、AMD または互換プロセッサ 

 

メモリ 

512MB 以上の RAM 

※お使いの OS やソフトウェアによって必要なメモリは異なります。 

 

ハードディスク空き容量 

5MB 以上の空き容量 

 

その他 

LAN に接続されていること。 

内蔵または外付けの CD-ROM ドライブ 

 

2. Remote Backup Notifier のセットアップ 

Remote Backup Notifier は管理者専用のツールです。管理者のコンピュータ 1 台のみで利用

可能です。複数台のコンピュータからの同時接続はライセンス上できません。万一、Remote 

Backup Notifier をインストールしたコンピュータが故障しコンピュータを新しくした場合は、

必ずインストール用 CD-ROM を使用して Remote Backup Notifier をインストールしてくださ

い。 

※注意：インストール時にウィルスチェッカやファイアウォールソフトが動作している状態で

はインストールが正しく完了しない場合があります。ウィルスチェッカやファイアウォールソ

フトを一時停止、もしくはブロックを解除した上でインストール作業をおこなってください。 

 

2-1.インストール CD－ROM を挿入 

同梱されている LB リモート バックアップ インストール用 CD-ROM をコンピュータに挿入し

ます。自動再生が起動しインストール画面が表示されます。自動再生しない場合は、第 2 章 

Remote Backup Manager のインストール を参照してください。 
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2-2. Remote Backup Notifier をインストールする 

1. [管理者用 PC セットアップ] ボタンをクリックして、管理者用 PC セットアップのメニュー

を表示します。 

 
 

2. [Remote Backup Notifier インストール]ボタンをクリックします。 

 
 

3. 「使用許諾への同意確認」が表示されます。必ずお読みください。インストールされた時

点で下記利用条件にご承諾いただいたものとし本製品を使用することを許諾いたします。内容

を確認して「同意してインストールする」をクリックするとインストールを開始します。 
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4. [次へ]をクリックします。 

 
 

5. 必要な場合は「インストール終了時に Remote Backup Notifier を起動」にチェックを入れ

ます。[次へ]をクリックします。 

 
 

6. インストールするフォルダと使用できるユーザを選択します。必要に応じて変更します。

[次へ]をクリックします。 
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7. [次へ]をクリックします。 

 
 

8. インストールを開始します。 

 
 

9. インストールが完了しました。[閉じる]をクリックしてインストール作業は終了です。 
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3. Remote Backup Notifier をアンインストールする 

1. [管理者用 PC セットアップ] ボタンをクリックします。[アンインストール]ボタンをクリ

ックします。 

 
 

2. Remote Backup Notifier がアンインストールされます。 

 
 

3. フォルダを削除します。アンインストールの完了です。 
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第 5 章 Remote Backup Notifier を使用する 
 

Remote Backup Notifier は Remote Backup Manager の管理において必要な情報を管理者が受

け取り Remote Backup Manager を円滑に管理するためのソフトウェアです。また、バックアッ

プデータをバックアップサーバからリストアすることも可能です。 

この章では Remote Backup Manager の管理者のために Remote Backup Notifier のすべての機

能と、必要な設定方法、操作方法、および注意点などをご説明いたします。 

 

1. Remote Backup Notifier と管理者権限 

Remote Backup Notifier は Remote Backup Manager の管理者権限のもとで管理されます。ロ

グインは Remote Backup Manager と同じ管理者 ID と Password が必要です。 

Remote Backup Notifier が動作している環境のもとで Remote Backup Manager は協調して動

作し、管理者に適切な情報を通知します。必ず Remote Backup Notifier を稼働させた状態で

LB リモート バックアップ を運用してください。Remote Backup Notifier をインストールさ

れていない、または、起動されていない期間が一定の期間を超えると Remote Backup Manager

起動時に警告メッセージが表示されます。 

＜警告メッセージ例＞ 
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2. Remote Backup Notifier の起動 

2-1. Remote Backup Notifier をはじめて起動する 

Remote Backup Notifier のインストール後にはじめて起動すると「Remote Backup Notifier」

ダイアログが表示されます。Remote Backup Manager の ID とパスワード、バックアップサー

バの IP アドレスを入力します。 

チェック周期：Remote Backup Notifier で表示するお知らせの有無を確認する周期です。 

RBM 未ログイン警告：Remote Backup Manager の未ログイン状態が設定日以上続くと警告メッ

セージを配信します。 

 
[ログイン設定を保存]をクリックすると Remote Backup Notifier が起動します。 

[キャンセル][×]をクリックすると何もしないで閉じます。 

 

2-2. Remote Backup Notifier を起動する 

コンピュータ起動と同時に起動されます。または手動でプログラムメニューから起動します。 

インストール後にプログラムメニューに登録されている Remote Backup Notifier にカーソル

を合わせてクリックします。 

 
 

2-3. タスクトレイで起動を確認する 

Remote Backup Notifier が起動するとデスクトップのタスクトレイにアイコンを表示します。 

Remote Backup Notifier のアイコンは  です。 
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3. Remote Backup Notifier コンテキストメニューの操作 

タスクトレイに表示された Remote Backup Notifier のアイコンを右クリックするとコンテキ

ストメニューが開きます。 

コンテキストメニューの実行したい行にカーソルを合わせてクリックします。 

 
 

3-1. お知らせを開く 

Remote Backup からのお知らせを表示するダイアログを開きます。お知らせを取得した日時と、

お知らせの内容と、お知らせの配信日時が表示されます。 

 
[Remote Backup Manager を開く] ：Web ブラウザで Remote Backup Manager 起動画面を開き

ます。 

[テキストファイルに保存]：表示されているお知らせのすべてをテキストファイルに保存し

ます。「お知らせ保存」ダイアログが開き、保存先とファイル名を指定して保存します。 

[お知らせ履歴をクリア]：表示されているすべてのお知らせを消します。 

[この画面を閉じる]：お知らせダイアログを閉じます。 

 

3-2. Remote Backup Manager を開く 

Web ブラウザで Remote Backup Manager 起動画面を開きます。 

 

3-3. バックアップサーバからのリストア 

バックアップサーバにバックアップされているデータをリストアします。暗号化されているデ

ータは復号化してダウンロードします。圧縮されているデータは展開してダウンロードします。

ファイル単位、フォルダ単位でリストア可能です。詳しくは ４. Remote Backup Notifier リ

ストア を参照してください。 
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3-4. ログイン設定 

ログイン設定画面を開きます。 

ID とパスワード、バックアップサーバの IP アドレスを入力します。 

チェック周期：Remote Backup Notifier で表示するお知らせの有無を確認する周期です。 

RBM 未ログイン警告：Remote Backup Manager の未ログイン状態が設定日以上続くと警告メッ

セージを配信します。 

 
 

[ログイン設定を保存]をクリックすると Remote Backup Notifier が再起動します。 

[キャンセル][×]をクリックすると何もしないで閉じます。 

 

3-5. バージョン情報 

現在使用中の Remote Backup Notifier のバージョン情報とログイン ID を表示します。 

 
 

3-6. 終了 

Remote Backup Notifier を終了します。 

 

 



162 

4. Remote Backup Notifier リストア 

バックアップサーバからリストアを実行する画面を表示します。LB リモート バックアップ 

のインストーラ CD-ROM から任意のコンピュータに Remote Backup Notifier をインストール

してください。バックアップサーバからのリストアが可能になります。 

各ユーザのバックアップデータは、ユーザの[No.]をフォルダ名としたフォルダに含まれます。 

 
 

Point！ アイコンの説明 

 
リストア：選択したフォルダ、ファイルをリストアします 

削除：選択したフォルダ、ファイルを削除します 

表示：リスト表示方法を「アイコン」形式、「一覧」形式、「詳細」形式から選択します 

更新：バックアップサーバの表示を最新の状態に更新します 

上へ：ひとつ上の階層のフォルダを表示します 

検索：検索画面へ移動します 
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4-1. バックアップサーバからリストアする 

1. コンテキストメニューの[バックアップサーバからのリストア]を選択してリストア画面を

表示します。 

2. リストアするフォルダまたはファイルのあるフォルダを左側のフォルダツリーから選択し

てフォルダ内容を右側にリスト表示します。 

 
3. 右側のリスト表示からリストアするフォルダまたはファイルを選択します。 

 
4. [リストア]アイコンをクリックしてリストアを実行します。 

 
5. リストア先のフォルダを選択します。または新しいフォルダを作成します。[OK]をクリッ

クします。 
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6. リストアを実行します。 

 
 

4-2. バックアップサーバから削除する 

1. コンテキストメニューの[バックアップサーバからのリストア]を選択してバックアップサ

ーバからのリストア画面を表示します。 

2. 削除するフォルダまたはファイルのあるフォルダを左側のフォルダツリーから選択してフ

ォルダの内容を右側にリスト表示します。 

 
3. 右側のリスト表示から削除するフォルダまたはファイルを選択します。 

 
4. [削除]アイコンをクリックします。 

 
5. [OK]をクリックして削除を実行します。 
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4-3. バックアップサーバから検索する 

1. コンテキストメニューの[バックアップサーバからのリストア]を選択してリストア画面を

表示します。 

2. 検索するフォルダまたはファイルのあるフォルダを左側のフォルダツリーから選択してフ

ォルダの内容を右側にリスト表示します。 

 
3. [検索]アイコンをクリックします。 

 
4. 検索画面が表示されます。 

 
5. 検索条件を選択または入力します。 

複数の条件を指定した場合は AND で検索されます。 

ファイル名：入力された文字列で検索します。 

サイズ：単位をバイト[B]、キロバイト[KB]、メガバイト[MB]、ギガバイト[GB]から選択でき

ます。 

作成日時：ファイルを作成した日時で検索します。 

更新日時：ファイルを最後に書き換えた日時で検索します。 

属性：ファイルの属性で検索します。（[A:保存]アーカイブ属性、[S:システム]システム・フ

ァイル属性、[H:隠し]隠しファイル属性、[R:読出専用]読み取り専用属性） 

 

http://e-words.jp/w/AND.html�
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6. [検索開始]をクリックします。検索条件に適合したファイルが表示されます。 

 
7. [OK]をクリックします。 

 
8. リストアするファイルを選択して[リストア]アイコンをクリックするとリストアを実行し

ます。 
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4-4. Remote Backup Manager 設定ファイルをリストアする 

1. コンテキストメニューの[バックアップサーバからのリストア]を選択してリストア画面を

表示します。 

 
2. 左側のフォルダツリーからフォルダ「RBM」を選択します。 

 
３.右側のファイルリストからリストアする設定ファイルを選択します。 

 
 

4. [リストア]アイコンをクリックしてリストアを実行します。 

 
5. リストア先のフォルダを選択します。または新しいフォルダを作成します。[OK]をクリッ

クします。 

 
 

6. リストアを実行します。 
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4-5. 世代ファイルを一括して削除する方法 

Remote Backup Notifier を使用してバックアップサーバからすべての世代ファイルを削除す

る方法は以下のとおりです。 

1. コンテキストメニューの[バックアップサーバからのリストア]を選択してリストア画面を

表示します。 

2. 削除したいすべての世代ファイルを含むフォルダを左側のフォルダツリーから選択してフ

ォルダの内容を右側にリスト表示します。 

3. [検索]ボタンをクリックします。 

4. [ファイル名]の[含む]欄に“世代”を入力します。（その他の条件欄はすべて指定しません） 

5. [検索開始]をクリックします。 

6. 検索結果が正しいことを確認してすべてのファイルを選択します。ただし、拡張子以外に

“世代”文字列を含むファイルがある場合は選択しないでください。 

7. [削除]ボタンをクリックします。以上で世代ファイルがすべて削除されます。 

 

他に Remote Backup Manager のメンテナンスタスク機能を使用して世代ファイルを移動また

は削除する方法があります。詳しくは 第 3 章 8-4-6. 「世代データの移動と削除」を今すぐ

実行する を参照してください。 
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5. Remote Backup Notifier のお知らせについて 

5-1. お知らせは再配信されません 

Remote Backup Manager は Remote Backup Notifier に一度だけお知らせを配信します。 

 

5-2. お知らせの種類 

配信されるお知らせの種類は以下のとおりです。 

1. ユーザがバックアップ元設定の承認申請をおこなった場合に報告 

2. バックアップサーバの D:ドライブの空き領域が全体の１０％、５％、１％以下になった場

合の容量警告 

3. バックアップサーバとの接続エラーと接続回復の報告 

4. Remote Backup Manager の未ログイン状態が設定日以上続いた場合の警告 

5. 一度もログインしていないユーザと 10 日間以上ログインしていないユーザの報告 

6. バックアップ時に発生したバックアップサーバ・ユーザ PC のテンポラリフォルダ空き容量

不足の警告 

7. ユーザが PC のテンポラリフォルダを変更した場合の報告 

8. 未転送一覧が更新された（バックアップ対象ファイルがバックアップサーバへ未転送とな

った）場合の報告 

 

注意！ お知らせの取得に失敗する場合の対処 

お知らせ欄に「お知らせの取得に失敗しました」と表示される場合、以下の原因が考えられま

すので、しばらく待って再確認するか、ネットワークの接続確認、コンピュータの再起動など

をおこなってください。それでも回復しない場合はバックアップサーバを再起動してください。

正常に接続後、取得に失敗したお知らせは配信されます。 

 

考えられる原因 

・ネットワークに未接続 

・Remote Backup Manager が動作していない。Remote Backup Manager の再起動中、バックア

ップサーバの再起動中など。 
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第 6 章 Remote Backup Client のインストール 
 

この章では LB リモート バックアップ のユーザのために Remote Backup Client の導入の方

法と、インストール時の特別な機能、必要な設定方法、操作方法、および注意点などをご説明

いたします。 

 

1. インストール前にご確認ください 

1-1. Remote Backup Client 動作要件 

以下の最低システム要件を満たす コンピュータ をご用意ください。 

オペレーティングシステム（32 ビット/64 ビット 日本語版のみ） 

Windows XP Home/Pro （SP1 以降を含む） 

Windows Vista 各エディション（SP1 以降を含む） 

Windows 7 各エディション 

 

プロセッサ 

Intel Pentium、Xeon、AMD または互換プロセッサ 

 

メモリ 

512MB 以上の RAM 

※お使いの OS やソフトウェアによって必要なメモリは異なります。 

 

ハードディスク空き容量 

5MB 以上の空き容量 

 

通信ポート 

ファイアウォールご利用の場合は、TCP80 と TCP26706  を Remote Backup Manager に対して

通信を許可する設定をしてください。 

 

その他 

LAN に接続されていること。 

 

2. Remote Backup Client のセットアップ 

Remote Backup Client をインストールしてユーザのコンピュータにセットアップします。 

※注意：インストール時にウィルスチェッカやファイアウォールのソフトが動作している状態

ではインストールが正しく完了しない場合があります。ウィルスチェッカやファイアウォール

のソフトを一時停止、もしくはブロックを解除した上でインストール作業をおこなってくださ

い。 

 

2-1. Remote Backup Client をダウンロードして入手する 

管理者に問い合わせて Remote Backup Manager の「システム管理ダウンロード」画面から、ま

たは My Page にログインして、Remote Backup Client のインストーラをダウンロードして入

手します。 

※管理者の場合は[第 3 章 Remote Backup Manager を使用する]の [8-5-2. Remote Backup 

Client インストーラをダウンロードする] を参照してください。ユーザの場合は[第 8 章 My 

Page を使用する]の [7-1. Remote Backup Client インストーラをダウンロードする] を参照

してください。 

 



171 

2-2. Remote Backup Client をインストールする 

1. 入手した [Remote Backup Client.msi] を実行します。 

 

2. 「Remote Backup Client セットアップウィザード」が開始します。[次へ]をクリックしま

す。 

 
 

3. 必要な場合は「インストール終了時に Remote Backup Client を起動」にチェックを入れま

す。[次へ]をクリックします。 

 
 

4. インストールするフォルダと使用できるユーザを選択します。必要に応じて変更します。 
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5. [次へ]をクリックします。インストールが開始します。 

 
 

6. インストールが完了しました。[閉じる]をクリックしてインストール作業は終了です。 

 
 

3. Remote Backup Client をアンインストールする 

Windows スタートメニューからすべてのプログラムを選択して「Remote Backup Client」→

「Remote Backup Client アンインストール」を実行すると、アンインストールが行われます。 
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4. インストール時のオートリストア機能 

万一コンピュータが故障しても、あるいは使用するコンピュータを交換することになっても、

LB リモート バックアップ でバックアップ済みのデータを新しいコンピュータに自動的にリ

ストアすることが可能です。その条件は、同じユーザが新しいコンピュータに交換してはじめ

て Remote Backup Client をインストールした直後に限ります。ただし、Remote Backup Client 

は Remote Backup Manager で新しいコンピュータに設定されたバックアップ対象フォルダに限

り復元します。 

オートリストア機能はオートリストアする対象のコンピュータの既存のファイルをバックア

ップサーバ側のファイルで上書きする場合があります。一度上書きした後はファイルを以前の

状態に戻せませんので十分な注意が必要です。 

 

注意！ オートリストア前にメールクライアントを起動してください 

各メールデータのオートリストアを実行する場合は、対象のメールクライアントをオートリス

トア実行前に一度は起動してください。その理由はメールクライアントの基礎的なフォルダ構

造を形成されていないと Remote Backup Client がレジストリを含めて復元できないからです。

ただしメールアカウントの設定は不要です。 

1. すでにバックアップしたデータがある状態で、はじめて Remote Backup Client をインスト

ールして起動するとオートリストアするかの可否を問い合わせてきます。オートリストアする

場合は[はい]をクリックします。 

 
リストアするバックアップ元データの確認を開始します。[いいえ]を選択すると以降オートリ

ストアを実行しません。 

 

2. オートリストア対象のデータが見つかり、かつ、リストア先と同じ名前のフォルダが存在

しない場合は自動的にフォルダを作成します。 
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3. オートリストアする対象のフォルダが既にコンピュータに存在している場合は該当するフ

ォルダに上書きするかどうかを確認するダイアログが表示されます。レジストリを含めて復元

するためには上書きしてオートリストアする [いいえ]をクリックします。[スキップ]をクリ

ックすると対象のデータはオートリストアされません。 

 
 

4. ほかのフォルダを指定してオートリストアする場合は[はい]をクリックします。[フォルダ

参照]画面でオートリストア先のフォルダを選択して[OK]をクリックします。 

 
 

5. バックアップ設定されているオートリストア先のフォルダ確認がすべて終了した後に、実

際にオートリストアを開始しますので、その確認ダイアログを表示します。 

 
フォルダとファイルを確認しながらオートリストアを実行する場合は[はい]をクリックしま

す。[いいえ]をクリックするとオートリストアが完了するまで詳細な確認ダイアログは表示さ

れず進捗を表示しません。以降、オートリストアの対象となっているメールクライアントのオ

ートリストア時に該当するソフトウェアを一時的に終了するための確認ダイアログなどを順

次表示しながらオートリストアを実行します。 
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6. 途中にいずれかのステップで[スキップ]を選択した場合は、最後に以下の様に次回の

Remote Backup Client 起動時にもう一度オートリストアするかどうかの確認ダイアログを表

示します。 

 
[はい]をクリックすると次回 Remote Backup Client 起動時にあらためてオートリストアを開

始します。 

[いいえ]をクリックすると、以降にオートリストアは実行されません。 

[詳細]をクリックすると Web ブラウザで「オートリストアの詳細」を表示します。 

 
 

7. 以上のオートリストアがすべて完了すると以下のダイアログが表示され Remote Backup 

Client は通常の常駐状態に戻ります。 

 
 

注意！ コンピュータの OS を変更した場合 

バックアップ元のコンピュータとリストア先のコンピュータの OS が違う場合は注意が必要で

す。たとえば WindowsXP と WindowsVista ではデスクトップやマイドキュメント、Internet 

Explorer のお気に入り、Outlook Express、Windows メール、Windows Live メール、Outlook

などのフォルダ構造が違います。Remote Backup Client はバックアップされた時と同じフォ

ルダ構造でリストアします。 
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4-1. Outlook をオートリストアする 

Remote Backup Client がはじめてログインしたバックアップ先のバックアップサーバにバッ

クアップ済みの Outlook のデータがある場合は Remote Backup Client は以下の Outlook のデ

ータをオートリストアします。 

※オートリストア実行前に Outlook を一度は起動してください。メールアカウントの設定は不

要です。 

※環境によっては、メールアカウントが復元されないことがあります。その場合は、メールア

カウントを手動で設定してください。 

 

オートリストア後に設定済みの状態になる Outlook のデータ 

デフォルトのユーザのデータ、アドレス帳、電子メールの仕分けルール、（迷惑メールオプシ

ョンの）差出人セーフリスト、宛先セーフリスト、受信拒否リスト、署名 

 

オートリストア後に設定済みの状態とならない Outlook のデータ 

追加プロファイルとそのメールアカウント、（迷惑メールオプションの） 差出人セーフリス

ト、宛先セーフリスト、受信拒否リスト 

※Windows のコントロールパネルで Outlook の新プロファイルを作成し、オートリストアした

データをメール配信場所に指定してください。 

メールアカウントのパスワードは手動で設定してください。 

 

4-2. Outlook Express をオートリストアする 

Remote Backup Client がはじめてログインしたバックアップ先のバックアップサーバにバッ

クアップ済みの Outlook Express のデータがある場合は Remote Backup Client は以下の

Outlook Express のデータをオートリストアします。 

※オートリストア実行前に Outlook Express を一度は起動してください。メールアカウントの

設定は不要です。 

オートリストア後に設定済みの状態になる Outlook Express のデータ 

メインユーザのデータ、アドレス帳、メッセージルール、ニュースルール、禁止された送信

者、メールアカウント、署名 

 

オートリストア後に設定済みの状態とならない Outlook Express のデータ 

追加ユーザとそのデータはオートリストアされません。Remote Backup Client のリストア

機能を使用して手動でリストアしてください。アドレス帳についてはユーザを作成すれば設

定されます。 

メールアカウントのパスワードは手動で設定してください。 

 

4-3. Windows メールをオートリストアする 

Remote Backup Client がはじめてログインしたバックアップ先のバックアップサーバにバッ

クアップ済みの Windowsメールのデータがある場合は Remote Backup Clientは以下の Windows

メールのデータをオートリストアします。 

※オートリストア実行前に Windows メールを一度は起動してください。メールアカウントの設

定は不要です。 

オートリストア後に設定済みの状態になる Windows メールのデータ 

メールデータ、アドレス帳、メッセージルール、ニュースルール、（迷惑メールオプション

の）差出人セーフリスト、宛先セーフリスト、受信拒否リスト、メールアカウント 

 

オートリストア後に設定済みの状態とならない Windows メールのデータ 

メールアカウントのパスワードは手動で設定してください。 
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4-4. Windows Live メールをオートリストアする 

Remote Backup Client がはじめてログインしたバックアップ先のバックアップサーバにバッ

クアップ済みの Windows Live メールのデータがある場合は Remote Backup Client は以下の

Windows Live メールのデータをオートリストアします。 

※オートリストア実行前に Windows Live メールを一度は起動してください。メールアカウン

トの設定は不要です。 

オートリストア後に設定済みの状態になる Windows Live メールのデータ 

メールデータ、アドレス帳、メッセージルール、ニュースルール、（迷惑メールオプション

の）差出人セーフリスト、宛先セーフリスト、受信拒否リスト、メールアカウント 

 

オートリストア後に設定済みの状態とならない Windows Live メールのデータ 

メールアカウントのパスワードは手動で設定してください。 
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第 7 章 Remote Backup Client を使用する 
 

Remote Backup Client はバックアップサーバに接続しているユーザのコンピュータまたは共

有フォルダからバックアップサーバへデータをバックアップするソフトウェアです。 

この章では Remote Backup Client ユーザのために Remote Backup Client のすべての機能と、

必要な設定方法、操作方法、および注意点などをご説明いたします。 

 

1. Remote Backup Client の起動 

1-1. Remote Backup Client をはじめて起動する 

Remote Backup Client のインストール後にはじめて起動すると「バックアップサーバにログ

イン」ダイアログが表示されます。 

LB リモート バックアップ の管理者に問い合わせて ID とパスワード、バックアップサーバの

IP アドレス（またはホスト名）を入手し、各項目へ入力後に[接続]をクリックします。 

 
[終了]をクリックすると Remote Backup Client の起動を中止します。 

 

1-2. Remote Backup Client を起動する 

プログラムメニューから起動します。 

インストール後にプログラムメニューに登録されている Remote Backup Client にカーソルを

合わせてクリックします。 
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1-3. タスクトレイで起動を確認する 

Remote Backup Client が起動するとデスクトップのタスクトレイにアイコンを表示します。 

Remote Backup Client のアイコンは    です。 

 
ただし Remote Backup Manager で動作モードを「ステルス」に設定すると Remote Backup Client 

のアイコンはタスクトレイに表示されません。 

 

1-4. バックアップ未実行の警告ダイアログが表示された場合 

Remote Backup Client は何らかの原因（たとえば設定された時刻にコンピュータが電源オフ、

または Remote Backup Client が未動作の状態など）で実行されなかったスケジュール・バッ

クアップ方式で設定されたバックアップ設定があった場合は、未実行となったスケジュール・

バックアップ設定を表示しバックアップの実行を促します。 

 
1. [予定時刻にバックアップが行われなかったバックアップ元が有効なスケジュール]からバ

ックアップしたい行をクリックします。 

2. [今すぐバックアップ]をクリックすると、バックアップを開始します。そのままタイムア

ウトした場合は、表示されたすべてのバックアップ設定のバックアップを実行します。 

3. [×]をクリックするとダイアログを閉じます。 

 

1-5. パスワードの有効期限の警告ダイアログが表示された場合 

タスクトレイにある Remote Backup Client のアイコンを右クリックしてコンテキストメニュ

ーを表示し、パスワードの変更をおこなってください。有効期限を過ぎると Remote Backup 

Client へログインできなくなります。パスワードを変更する方法の詳細は、 3-3. パスワー

ドの変更  を参照してください。 
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1-6. ログイン ID を変更して起動する場合は注意が必要 

ログイン ID を変更して別のログイン ID で Remote Backup Client を起動する場合には注意が

必要です。Remote Backup Client は以下の警告メッセージを表示します。 

 
変更後のログイン ID がすでに別のコンピュータで Remote Backup Client を使用してバックア

ップサーバにバックアップしていた場合、今後はデータが削除、または上書きされます。 

 

2. Remote Backup Client の動作状態を確認する 

Remote Backup Client の動作モードが「通常」の場合は、タスクトレイのアイコンで動作状

態を確認できます。たとえば複数のファイルをバックアップしている間は「バックアップ待機

中」の状態から「フォルダスキャン中」と「バックアップ中」を繰り返します。つまり、アイ

コンは「青色を常時点灯」の状態から「青色と緑色が交互に点滅」と「青色と黄色が交互に点

滅」の表示を繰り返します。 

 

Remote Backup Client アイコンのパターンは以下のとおりです。 

 灰色に赤色逆三角形マークが点灯 

 初期設定時：起動処理を実行中、リストア画面起動中 

 青色を常時点灯 

 バックアップ待機中：通常の待機状態 

 ← 青色と緑色を交互に点滅 →  

 フォルダスキャン中：処理実行準備のためにバックアップ元のフォルダをスキャン中 

 ← 青色と黄色を交互に点滅 →  

 バックアップ中：変化のあったファイルのバックアップを実行中、ログファイル転送中 

 ← 青色と灰色を交互に点滅 →  

 レジューム待機中、バックアップ保留中、リトライ待機中：一時的に動作を停止 
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Point！ タスクトレイのアイコンから情報表示 

タスクトレイのアイコンの上にカーソルを合わせると動作中の内容をコメントで表示します。 

 
(表記項目)： バックアップ済割合％ ／ 瞬間実測帯域幅 ／ 帯域幅上限 － 転送ファイル名 

 

ログイン動作の結果（バックアップサーバ}に接続できなかった場合、あるいは、 ログイン完

了時）については噴出し形式で表示します。 

 
 

3. Remote Backup Client コンテキストメニューの操作 

タスクトレイに表示された Remote Backup Client のアイコンを右クリックするとコンテキス

トメニューが開きます。 

※Remote Backup Client が動作中は、コンテキストメニューを開くことができなかったり、

メニューをクリックしても実行されなかったりする場合があります。その場合はしばらく待っ

て再度実行してください。 

 

＜コンテキストメニュー＞ 

 
実行したい行にカーソルを合わせてクリックします。 

 

3-1. バックアップを今すぐ実行 

現在設定されているバックアップ元フォルダすべてをスキャンし、追加や変更があるフォルダ

とファイルをただちにバックアップします。ただし、バックアップ設定でリアルタイム・バッ

クアップ方式に設定されたバックアップ元フォルダのバックアップはおこないません。リアル

タイムバックアップ方式を選択した場合、初回バックアップは Remonte Backup Client を起動

してから 5 分後に実行されます。 
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3-2. テンポラリフォルダの変更 

Remote Backup Client が差分バックアップを実行する行程で使用するテンポラリフォルダの

場所を設定します。テンポラリフォルダはバックアップ元となる Outlook、Outlook Express

の保存データの容量以上の領域が必要となります。該当ディスクの空き領域が少なくなった場

合はテンポラリフォルダを他のディスクへ変更してください。 

 
[フォルダの参照]ダイアログで移動先のフォルダを選択して[OK]をクリックします。 

 

3-3. パスワードの変更 

現在使用しているパスワードを[古いパスワード]へ入力します。 

新しいパスワードを[新しいパスワード]へ入力します。 

もう一度新しいパスワードを[新しいパスワードの確認入力]へ入力します。 

[OK]をクリックします。 

 
 

3-4. お好み設定 

Remote Backup Client ではメールバックアップの開始時に表示するダイアログのアクティブ

なボタンは [はい]に設定しています。お好み設定ではこれを[いいえ]に変更することが可能

です。変更した場合、たとえばダイアログ表示直後にキーボードの[Enter]キーを押下した場

合に[いいえ]を選択します。 

左側のボックスにチェックを入れて[OK]をクリックします。アクティブなボタンを[はい]に戻

す場合は、チェックを外して[OK]をクリックします。 
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3-5. バックアップログ 

バックアップログを開きます。 

 
ログは Remote Backup Client の動作状況をリアルタイムに表示します。上段が通常のログ表

示エリア、下段がエラーまたは警告ログ表示エリアです。 

 

種類 時刻 日付：ログの種類と発生日時 

メッセージ：動作や結果の概要 

ソースファイル／フォルダ：動作対象となったファイル名またはフォルダ名 

バックアップ先フォルダ／フォルダ：保存した先のファイル名またはフォルダ名 

追加情報：その他補足情報 

 

3-6. My Page を開く 

Internet Explorer を自動起動して My Page のログイン画面を開きます。LB リモート バック

アップ の管理者より割り当てられた ID と Password を入力してください。 

My Page の操作方法の詳細は第 8 章 My Page を使用するを参照してください。 
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3-7. ログインし直す 

「バックアップサーバにログイン」ダイアログが表示されます。ログインする ID、パスワー

ド、バックアップサーバの IP アドレスを入力し Remote Backup Client にログインします。 [キ

ャンセル]をクリックすると入力を取り消します。 

 
[ログイン]直後のタイミングで Remote Backup Manager で設定されたバックアップ設定を再読

み込みしています。 

 

3-8. バックアップ元フォルダを申請する 

バックアップ元のフォルダ設定や、世代、バックアップ方式、除外フォルダ、共通設定の変更

を申請します。申請内容は管理者による承認手続き後に有効になります。詳しくは 4. Remote 

Backup Client バックアップ元フォルダ申請 を参照してください。 
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3-9. リストア 

バックアップサーバにバックアップされているデータをリストアします。暗号化されているデ

ータは復号化してダウンロードします。圧縮されているデータは展開してダウンロードします。

リストアするデータはファイル単位でもフォルダ単位でもリストア可能です。詳しくは 5. 

Remote Backup Client リストア を参照してください。 

 
 

3-10. Remote Backup Client のバージョン情報 

現在使用中の Remote Backup Client のバージョン情報とログイン ID を表示します。 

 
 

3-11. Remote Backup Client の終了 

Remote Backup Client を終了します。 

 

4. Remote Backup Client バックアップ元フォルダ申請 

バックアップ元申請フォームでは、バックアップ元フォルダの設定や世代、バックアップ設定、

除外フォルダ、共通設定の新規設定や変更、追加、削除を申請します。 

申請内容は管理者の承認後に有効になります。また、管理者に拒否される場合もあります。処

理結果は「お知らせ」機能により通知されます。 

 
注意！ バックアップ申請中の設定がある場合は、さらに申請することはできません。 
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4-1. バックアップ元フォルダの追加または変更を申請する 

1. [現在の設定]をクリックします。現在のバックアップ設定の内容を表示します。 

2. [個別設定]タブをクリックします。バックアップ元の設定を表示します。 

3. 追加または変更したいバックアップ元の行を選択します。 

4. [有効][無効]のいずれかのラジオボタンをオンにします。 

 [有効]：該当する行に設定したフォルダのデータをバックアップします。 

 [無効]：該当する行に設定したフォルダのデータをバックアップしません。 

5. 任意のバックアップ元の場合はフォルダ名をフルパスで入力します。または[参照]ボタン

をクリックして設定するフォルダを選択します。 

6. [世代]を数字で入力します。0 から 10 まで設定可能です。 

7. [基本設定]タブをクリックします。 

8. バックアップ方式を「リアルタイムバックアップ」、「シャットダウンバックアップ」、「ス

ケジュールバックアップ」から選択します。 

※Outlook 、Windows Live メールはリアルタイムバックアップ方式を選択できません。 

 

Point！ バックアップ設定の詳細 

第 1 章 3. LB リモート バックアップ  のバックアップ機能 を参照してください。 

 

「スケジュールバックアップ」の場合は「毎週」「指定」のいずれかを選択後、「指定」の場合

は第１～第５から選択（複数可）します。「毎週」「指定」のいずれかの場合も時刻と曜日をプ

ルダウンメニューから選択します。 

 
 

9. [除外フォルダの設定]タブを選択します。 
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10. 除外したいフォルダを[フォルダを追加...]をクリックして選択します。 

 
[OK]をクリックすると除外フォルダとして設定されます。 

 
バックアップ元が Outlook の場合、除外フォルダ設定はありません。 

OutlookExpress の場合は「削除アイテムを除外」、Windows メールの場合は「ごみ箱と迷惑メ

ールを除外」を選択可能です。 

 

11. 除外フォルダに設定されたフォルダを削除する場合は、対象フォルダ名を選択して[削除]

ボタンをクリックしてください。 
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12. [申請]をクリックして申請します。すべてを再設定する場合は[[変更前の状態に戻す]を

クリックします。 

 
 

13. 管理者へのメッセージを入力して[送信]をクリックします。 

 
 

14. 申請を完了します。 

 
 

申請に失敗した場合は、しばらくして再度申請してください。それでも申請に失敗する場合は

ネットワークなどの障害が考えられます。管理者にお問い合わせください。 
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4-2. 共通設定の変更を申請する 

1. [現在の設定]をクリックします。現在のバックアップ設定の内容を表示します。 

2. [共通設定]タブをクリックします。バックアップ設定で設定されているバックアップフォ

ルダすべてに共通して設定される [共通設定]の設定値を表示します。 

 
 

3. 除外ファイルを設定します。 

 
システムやアプリケーションが自動的、あるいは一時的に作成するファイルはバックアップ領

域を無駄に消費することがあります。そういった場合に「属性による除外設定」を上手に利用

するとバックアップ領域を効率的に活用できます。 

 

4. ファイル拡張子、ファイル名による除外ファイルを直接手入力します。[追加]をクリック

して設定します。設定から削除するファイル名は設定ボックスから選択して[削除]をクリック

します。最大２０まで設定可能です。 

 
複数指定する場合は半角セミコロン(;)で区切ります。 

ファイル名には/   \   "   <   >   |  : の文字は使用できません。 

 

Point！ 拡張子またはファイル名で除外する方法 

ファイルの種類で一括してバックアップ対象から除外したい場合は拡張子で指定します。たと

えば JPG 形式の画像ファイルをすべて除外したい場合は「*.JPG」と入力して設定を保存して

ください。一方、ファイル名で除外したい場合は、ファイル名を直接入力します。バックアッ

プ元のすべてのフォルダから除外されます。パスを含まないファイル名で入力してください。

また、ワイルドカード指定ができます。ワイルドカードとは、ファイル名やフォルダ名を指定

するときに使う、「任意の文字」を意味する特殊文字です。「*」が任意の長さの任意の文字を、

「?」が任意の 1 文字を意味します。 

http://e-words.jp/w/E38395E382A1E382A4E383AB.html�
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5. 「シャットダウン設定」を設定します。 

 
データをバックアップしている途中にシャットダウン、または再起動した直後のバックアップ

の動作の方法を選択してラジオボタンをオンにします。オートコンプリータ動作中は無効です。 

 

[確認ダイアログを出して選択する]に設定した場合は、シャットダウン、または再起動時に以

下の確認ダイアログが表示されますのでいずれかを選択してください。選択せずダイアログを

放置した場合はバックアップ完了後にシャットダウンします。 

 
 

Point！ いろいろ便利なシャットダウン設定 

ファイルをバックアップしている途中にコンピュータを電源オフして、それまでバックアップ

していたバックアップ動作を中断してしまうのは時間の無駄！そんなケースの多い方は「実行

中のバックアップの終了を待ってシャットダウン」が便利です。コンピュータをすぐにネット

ワークから切断して移動するケースが多い方は「実行中のバックアップを停止してシャットダ

ウン」が便利です。 

注意！ バックアップ中に再起動した場合の特例動作 

「実行中のバックアップ終了を待ってシャットダウン」に設定している場合に、バックアップ

中のＰＣを再起動するとバックアップは完了しますが再起動されずシャットダウンします。残

念ながら、Windows からプログラムが再起動するサインを受け取ることができないためです。 

 

6. 「同一日付の世代進行」を設定します。 

 
[１世代に限定する]のラジオボタンをオン：同じファイルを何度更新しても、その日の世代フ

ァイルは最新の世代ファイルのみが世代ファイルとして保存されます。その日より前の日付の

世代ファイルは変更されずにそのまま残ります（ただし、基本設定で設定された世代数まで）。

日付ごとに世代ファイルを保存したい場合に便利です。 

[限定せずに進行させる]のラジオボタンをオン：同じファイルを更新保存するたびに世代ファ

イルを追加します。結果、その日に更新保存した回数と同じ回数分の世代ファイルを世代ファ

イルとして保存します（ただし、基本設定で設定された世代数まで）。修正した履歴を世代フ

ァイルとして保存したい場合に便利です。 

 

7. 「バックアップ元から削除したファイルの設定」を設定します。 
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8. 「レプリケーションモード時の世代ファイル」を設定します。前項の「バックアップ元か

ら削除したファイルの設定」を[レプリケーションモード]に設定した場合はレプリケーション

時に[世代ファイルを残すか残さないかを設定します。 

 
 

Point！ バックアップモードとレプリケーションモードの違い 

「バックアップモード」は、バックアップ元のファイルを削除しても、バックアップ先のバッ

クアップサーバからは削除されません。うっかり消してしまった時でもバックアップ領域に保

存されたままですから安心です。一方、「レプリケーションモード」はバックアップ元のファ

イルを削除するとバックアップサーバからも即座に削除されます。バックアップ領域を効率的

に活用するのに適していますが、一度削除してしまったファイルはリストアできませんので

注意してください。 

 
 

9. [申請]をクリックして申請します。すべてを再設定する場合は[変更前の状態に戻す]をク

リックします。 
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10. 管理者へのメッセージを入力して[送信]をクリックします。 

 
 

 

11. 申請を完了します。 

 
 

申請に失敗した場合は、しばらくして再度申請してください。それでも申請に失敗する場合は

ネットワークなどの障害が考えられます。管理者にお問い合わせください。 

 

4-3. 申請中の設定を確認する 

[申請中の設定]画面を表示します。各画面とタブで申請中の設定の詳細を確認できます。 

1. [申請中の設定]画面では、[個別設定]タブで申請中のバックアップ元フォルダの有効、無

効の設定と、世代数を確認します。 

 
申請中の設定行は朱色で表示されます。 
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2. [基本設定]タブではバックアップ方式の詳細を確認します。 

 
3. [除外フォルダの設定]タブでは除外フォルダを確認します。 
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5. Remote Backup Client リストア 

暗号化されバックアップサーバにバックアップされているデータをリストアします。暗号化さ

れたデータは復号化してダウンロードします。データはファイル単位でもフォルダ単位でもリ

ストア可能です。Remote Backup Client リストア画面を表示している間は、Remote Backup 

Client はバックアップ動作を一時停止します。 

 

5-1. リストア画面について 

リストア画面は左側にフォルダツリーを表示します。右側にリスト表示します。 

 
 

Point！ アイコンの説明 

 
リストア：選択したフォルダ、ファイルをリストアします 

削除：選択したフォルダ、ファイルを削除します 

表示：リスト表示方法を「アイコン」形式、「一覧」形式、「詳細」形式から選択します 

上へ：ひとつ上の階層のフォルダを表示します 

検索：検索画面へ移動します 
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5-2. バックアップサーバからリストアする 

1. リストアするフォルダまたはファイルのあるフォルダを左側のフォルダツリーから選択し

てフォルダ内容を右側にリスト表示します。 

 
2. 右側のリスト表示からリストアするフォルダまたはファイルを選択します。 

 
3. [リストア]アイコンをクリックしてリストアを実行します。 

 
4. リストア先のフォルダを選択します。または新しいフォルダを作成します。[OK]をクリッ

クします。 

 
5. リストアを実行します。 
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5-3. バックアップサーバから削除する 

1. リストア画面を表示します。 

2. 削除するフォルダまたはファイルのあるフォルダを左側のフォルダツリーから選択してフ

ォルダの内容を右側にリスト表示します。 

 
3. 右側のリスト表示から削除するフォルダまたはファイルを選択します。 

 
4. [削除]アイコンをクリックして削除を実行します。 

 
5. [OK]をクリックして削除を実行します。 
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5-4. バックアップサーバから検索する 

1. リストア画面を表示します。 

2. 検索するフォルダまたはファイルのあるフォルダを左側のフォルダツリーから選択してフ

ォルダの内容を右側にリスト表示します。 

 
3. [検索]アイコンをクリックします。 

 
4. 検索画面が表示されます。 

 
5. 検索条件を選択または入力します。 

複数の条件を指定した場合は AND で検索されます。 

ファイル名：入力された文字列で検索します。 

サイズ：単位をバイト[B]、キロバイト[KB]、メガバイト[MB]、ギガバイト[GB]から選択でき

ます。 

作成日時：ファイルを作成した日時で検索します。 

更新日時：ファイルを最後に書き換えた日時で検索します。 

属性：ファイルの属性で検索します。（[A:保存]アーカイブ属性、[S:システム]システム・フ

ァイル属性、[H:隠し]隠しファイル属性、[R:読出専用]読み取り専用属性） 

 

http://e-words.jp/w/AND.html�
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6. [検索開始]をクリックします。検索条件に適合したファイルが表示されます。 

 
7. [OK]をクリックします。 

 
8. リストアするファイルを選択して[リストア]アイコンをクリックするとリストアを実行し

ます。 

 
 

5-5. 世代ファイルを一括して削除する方法 

Remote Backup Client を使用してバックアップサーバのすべての世代ファイルを削除する方

法は以下のとおりです。 

1. コンテキストメニューの[リストア]を選択してバックアップサーバからのリストア画面を

表示します。 

2. 削除したいすべての世代ファイルを含むフォルダを左側のフォルダツリーから選択してフ

ォルダの内容を右側にリスト表示します。 

３. [検索]ボタンをクリックします。 

4. [ファイル名]の[含む]欄に“世代”を入力します。（その他の条件欄はすべて指定しません） 

5. [検索開始]をクリックします。 

6. 検索結果が正しいことを確認してすべてのファイルを選択します。ただし、拡張子以外に

“世代”文字列を含むファイルがある場合は選択しないでください。 

7. [削除]ボタンをクリックします。以上で世代ファイルがすべて削除されます。 

 

他に Remote Backup Manager のメンテナンス機能を使用して世代ファイルを削除する方法が

あります。詳しくは 第 3 章 8-4-6. 「世代データの移動と削除」を今すぐ実行する を参照し

てください。 
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6. Remote Backup Client から表示される「お知らせ」 

6-1. 申請承認、申請拒否のお知らせ 

申請に対して管理者が承認または拒否した場合に「お知らせ」が配信されます。［OK］をクリ

ックしてください。 

 
 

6-2. 管理者からのお知らせ 

管理者から任意にお知らせが配信されます。［OK］をクリックしてください。 
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第 8 章 My Page を使用する 
 

My Page はユーザが Remote Backup Client によってバックアップサーバにバックアップした

データを表示、リストアするなど、ユーザ専用のバックアップ領域を管理します。 

この章では LB リモート バックアップ のユーザのために My Page のすべての機能と、必要な

設定方法、操作方法、および注意点などをご説明いたします。 

 

1. My Page 起動画面 

管理者から My Page のアドレスを入手します。 

Internet Explorer のアドレスバーに http://{バックアップサーバのＩＰアドレ
ス}/mypage/login/ を入力後 Enter します。My Page 起動画面が表示されます。 

＜My Page 起動画面＞ 

 
Point！ お気に入りへ 

URL を Internet Explorer のお気に入りに入れておくと大変便利です。 

 

1-1. My Page にログインする 

1. ID を入力します。 

2. Password を入力します 

3. [Login]ボタンをクリック(または Enter キーを押下)します。 

ID と Password について 

Remote Backup Manager の管理者に ID と Password を確認してください。 

 

1-2. My Page をログアウトする 

すべての画面の右上の[ログアウト]ボタンをクリックすると My Page からログアウトします。 
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2. My Page の画面構成 

My Page の画面は、メニュー、詳細画面で構成されています。 

 

2-1. メニューについて 

My Page は 5 つ機能があります。アイコンをクリックすると該当画面へ移動します。 

1. 設定確認 

2. リストア 

3. ディスク状況 

4. ログ管理 

5. ダウンロード 

 
2-2. 詳細画面について 

詳細画面では設定や内容を表示、変更できます。 

 

3. My Page「設定確認」画面について 

「設定確認」画面では現在のバックアップ設定と申請状況の詳細を確認できます。 

 

メニュー 

詳細画面 
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3-1. 「設定確認」画面で確認できる項目 

 

 
現在の設定 

バックアップ元：現在設定されているバックアップ元フォルダ 

有効／無効：バックアップ元の設定の有効無効 

除外フォルダ：バックアップ元から除外されるフォルダ 

バックアップ方式：リアルタイム、シャットダウン、スケジュールのいずれか 

世代：バックアップする世代数 

除外ファイル設定：すべてのバックアップ元から共通して除外されるファイル拡張子、または、

ファイル名 

シャットダウン設定：バックアップ実行中にシャットダウンした場合の動作設定 

同一日付の世代進行を１世代に限定する：限定する、または、限定しない 

システム属性ファイルをバックアップする：バックアップする、または、バックアップしない 

バックアップ元から削除したファイルの設定：バックアップモード、または、レプリケーショ

ンモード 

レプリケーションモード時の世代ファイル：世代を残す、または、世代を残さない 
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申請中の設定 

申請種別：申請の種別「追加、変更」、または「削除」 

バックアップ元：申請中のバックアップ元 

有効／無効：申請中のバックアップ元の設定の有効無効 

除外フォルダ：申請中の除外フォルダ 

バックアップ方式：申請中のバックアップ方式（リアルタイム、シャットダウン、スケジュー

ル、のいずれか） 

世代：申請中のバックアップする世代数 

状況：管理者の申請対応の状況「承認待ち」または「管理者により拒否されました」 

申請中の「除外ファイル設定」：すべてのバックアップ元から共通して除外されるファイル拡

張子、または、ファイル名 

申請中の「シャットダウン設定」：バックアップ中ファイルのシャットダウン時の扱いかた 

申請中の「同一日付の世代進行を１世代に限定する」設定：限定する、または、限定しない 

申請中の「システム属性ファイルをバックアップする」設定：バックアップする、または、バ

ックアップしない 

申請中の「バックアップ元から削除したファイルの設定」：バックアップモード、または、レ

プリケーションモード 

申請中の「レプリケーションモード時の世代ファイル」：世代を残す、または、世代を残さな

い 
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3-2. 標準的なバックアップ元について 

バックアップ元に個別設定されたフォルダ以外に以下の標準的なバックアップ元が用意され

ています。 

 

マイドキュメント Remote Backup Client がインストールされたコンピュータのマイドキュ

メントをバックアップします。ただしマイドキュメントのプロパティでマイドキュメントのタ

ーゲットフォルダを移動した場合は Remote Backup Client を再ログインしてからバックアッ

プを再開してください。 

デスクトップ Remote Backup Client がインストールされたコンピュータのデスクトップを

バックアップします。 

Outlook Remote Backup Client がインストールされたコンピュータの Outlook のすべてのデ

ータをバックアップします。 

Outlook Express Remote Backup Client がインストールされたコンピュータの Outlook 

Express（メッセージとメッセージルール、アドレス帳）をバックアップします。 

Windows メール Remote Backup Client がインストールされたコンピュータの Windows メー

ル（メッセージとメッセージルール、Windows アドレス帳）をバックアップします。 

Windows Live メール Remote Backup Client がインストールされたコンピュータの Windows 

Live メール（メッセージとメッセージルール、アドレス帳）をバックアップします。 

Internet Explorer のお気に入り Remote Backup Client がインストールされたコンピュー

タの Internet Explorer のお気に入りをバックアップします。ただしお気に入りのプロパティ

で場所を移動した場合は Remote Backup Client を再ログインしてからバックアップを再開し

てください。 

 

3-3. バックアップ方式について 

 
リアルタイム：バックアップ元の変化を検知して即座にバックアップを開始します。 

※Outlook 、Windows Live メールではリアルタイム方式を選択できません。 

 

注意！ 例外的にリアルタイムバックアップできないファイルについて 

Outlook Express でメインユーザ以外に追加したユーザのデータに関してはリアルタイムバ

ックアップ以外のバックアップ方式を選択してください。 

 

シャットダウン：コンピュータのシャットダウンや再起動を実行するとバックアップを開始し、

バックアップ完了後に自動的にコンピュータをシャットダウンします。 

スケジュール：設定されたスケジュールに従ってバックアップを開始します。 

毎週、もしくは指定した曜日の時刻にバックアップを開始します。 

 

 

Point！ バックアップ方式の詳細 

第 1 章 3. LB リモート バックアップ のバックアップ機能 を参照してください。 
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3-4. バックアップ方式の注意点 

リアルタイム・バックアップ方式の場合、登録してあるアドレスを Internet Explorer の「お

気に入り」から開いただけでも（URL や名前などを変更していなくても）世代ファイルがバッ

クアップされます。 

 

4. My Page リストア 

「リストア」画面ではバックアップサーバにバックアップされているファイルをリストア、ま

たは削除します。 

 
 

4-1. リストアするバックアップ元を選択する 

1. バックアップ元をプルダウンメニューから選択します。 

 
2. プルダウンメニューの最新、世代のいずれかを選択します。 

 
3. [絞り込み]をクリックします。条件に合ったファイルが表示されます。入力前に戻したい

場合は[リセット]をクリックします。 
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4-2. データをリストアする 

1. リストアしたいフォルダをクリックしてファイルを表示します。 

 

 
※上記のテキスト表示されたフォルダ階層からリストアしたいフォルダを選択してフォルダ

移動します。 

 

2. リストアしたいファイルの選択ボックスにチェックを入れます。 

[全て選択]をクリックすると自動的にすべての項目にチェックが入ります。 

※種類、名前、サイズ、最終更新日、各項目で[▽][▲]をクリックすると昇順、降順で並び替

えをおこないます。 
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3. [リストア]をクリックするとチェックを入れたファイルのリストアが始まります。 

入力前の状態に戻したい場合は[リセット]をクリックします。 

 
4. 復号化ウィンドウが開かれ、暗号化されたデータの場合は復号化を開始します。 

※復号化とは暗号化されたデータを元のデータに戻すことをいいます。 

 
 

5. [ダウンロード]をクリックします。 
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6. [名前を付けて保存]をクリックして任意の保存先を選んで保存します。 

 
 

7. [このウィンドウを閉じる]をクリックします。 

 
 

8. ダウンロードされたリストアファイルは ZIP で圧縮されていますので展開してください。

以上でリストアは完了です。 

 

※注意：復号化中に My Page の画面を操作すると復号化が異常終了することがあります。その

場合は My Page を再起動させてください。 

 

注意！ リストアした ZIP のファイル名は？ 

My Page を利用してバックアップサーバからリストアした場合は「リストアファイル＋日

付.rb3.restore.zip」、というファイル名でダウンロードされます。ZIP ファイルから展開す

るフォルダは「リストアファイル＋日付.rb3.restore」というフォルダ名で展開されます。 
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4-3. My Page での 2GB 以上のデータのリストアについて 

My Page では 2GB を超えるサイズのデータのリストアはサポートしていません。しかし各ユー

ザの PC で起動中の Remote Backup Client のリストア機能を活用すれば簡単にリストアが可能

です。詳しくは 第 7 章 5. Remote Backup Client リストア を参照してください。 

 

4-4. リストアするデータを条件で絞り込む 

バックアップ元の選択以外に、期間指定、拡張子、ファイル名の条件に適合するデータを絞り

込んで表示します。 

 

1. バックアップサーバからリストアするバックアップ元を選択します。選択する方法の詳細

は 4-1. リストアするバックアップ元を選択する を参照してください。 

 

2. カレンダの日付をクリックして期間指定します。 

 
 

3. 拡張子を直接入力します。（※空白時は拡張子の絞り込みはありません） 

 

4. ファイル名を直接入力します。（※空白時はファイル名の絞り込みはありません） 

 
 

5. [絞り込み]をクリックします。条件に合ったファイルが表示されます。入力前に戻したい

場合は[リセット]をクリックします。 
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4-5. バックアップサーバからデータを削除する 

1. 「リストア」画面でデータを絞り込みます。（※4-1. リストアするバックアップ元を選択

する または 4-4. リストアするデータを条件で絞り込む を参照）  

 

2. 削除したいフォルダまたはファイルの選択ボックスにチェックを入れます。 

[全て選択]をクリックすると自動的にすべての項目にチェックが入ります。 

 
3. [削除]をクリックするとチェックを入れたフォルダまたはファイルが削除されます。設定

前の状態に戻したい場合は[リセット]をクリックします。 
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5. My Page ディスク状況 

「ディスク状況」画面では、バックアップサーバのディスク管理をおこないます。 

 
 

5-1. ディスク使用状況の横棒グラフ 

バックアップサーバのディスクの全体の使用状況を確認します。横棒グラフによって使用領域

と空き領域、不足領域の全体に対する割合を表示します。 

 
上限領域に割り当てられた容量よりディスクの空き領域が不足する場合は不足領域の割合も

表示されます。 

[容量計算開始]をクリックすると最新のディスク使用領域を再計算します。 

 
「容量計算開始」後に[ページを更新する]をクリックすると 1 分毎に最新のデータ量を表示し

ます。 
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5-2. バックアップ元別ディスク使用状況 

バックアップ元フォルダ単位でディスク使用状況の一覧が表示されます。 

 
バックアップ元ごとの使用領域を表示します。 

また、任意のバックアップ元のルートの使用領域には、現在設定されている任意のバックアッ

プ元指定フォルダと、現在は設定されていないが過去に指定したバックアップ元フォルダから

バックアップされたデータの使用領域を合計した使用領域を表示しています。 
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6. My Page ログ管理 

「ログ管理」画面ではバックアップ動作のログを処理種別に表示します。ログでは時刻併記の

通信、ステータス、バックアップ動作の結果を報告します。バックアップ設定、バックアップ

方式、ファイルの転送結果と対象ファイル名、ディスク空き領域、警告・エラーメッセージな

どが記録されています。 

 
 

6-1. ログを絞り込む 

1. ログ表示のファイル形式を CSV 形式（UTF-8）、CSV 形式（SJIS）、テキスト形式から選択し

ます。 

 
注意：CSV 形式の場合、Microsoft Excel（2003 まで）では 65,536 行より大きいログの表示は

できません。「生ログ」は常時テキスト形式で出力されます。 

 

2. カレンダの日付をクリックして期間指定します。 

 
 

3. [絞り込み]をクリックします。条件に合ったファイルが表示されます。入力前に戻したい

場合は[リセット]をクリックします。 
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6-2. ログの詳細を表示する 

6-1. ログを絞り込むでログを絞り込むと、条件に適合したログの件数をステータス別に表示

します。 

 
転送数：バックアップに成功したファイル総数とその詳細を表示します。 

情報：エラーと警告を除いた処理内容をすべて表示します。バックアップ動作の結果、処理の

種類、読み込んだ設定、空き領域、などの処理結果の数とその詳細を表示します。 

警告：致命的ではなく自動的に回復される処理結果の件数とその詳細を表示します。 

エラー：条件に従って処理を実行したが機能的に想定外の結果となった数とその詳細を表示し

ます。内容によっては調査が必要な場合があります。 

生ログ：ログとして出力されたすべて結果の数とその詳細を一括表示します（※常時テキスト

形式で出力されます）。 

 

表示したいステータスの右に表示された[表示]ボタンをクリックすると、ログ詳細の表示方法

で選択された表示形式（CSV 形式（UTF-8）、CSV 形式（SJIS）、テキスト形式 のいずれか）で

ログの詳細を表示します。 

 
[ファイルを開く]を選択するとファイル形式に適したソフトで開きます。 

 

[名前を付けて保存]を選択した場合は任意の場所に保存します。 
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7. My Page ダウンロード 

「ダウンロード」画面では各種ソフトやマニュアルなどのファイルをダウンロードします。 

 
 

7-1. Remote Backup Client インストーラをダウンロードする 

 [ダウンロード]をクリックして Remote Backup Client インストーラをダウンロードします。 

 
ダウンロードしたファイルを保存します。 

 
 

7-2. Remote Backup Client マニュアルをダウンロードする 

[ダウンロード]をクリックして Remote Backup Client マニュアルをダウンロードします。 

 
ダウンロードしたファイルを保存します。 

 
 

7-3. Remote Backup 使用許諾契約書をダウンロードする 

[ダウンロード]をクリックして Remote Backup 使用許諾契約書をダウンロードします。 

 
ダウンロードしたファイルを保存します。 
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参考資料 

※注意：参考資料に記載されている内容はライフボートによるサポートの対象外です。 

 

資料 1. Internet Explorer で JavaScript を有効にする 

Internet Explorer 8 の設定方法 

1. Internet Explorer のメニューバーで[ツール]をクリックします。 

2. 表示されるメニューから、[インターネットオプション]をクリックします。 

3. [セキュリティ]をクリックします。 

4. 「インターネット」（地球マーク）が表示されていることを確認してから[既定のレベル]

ボタンを押します。ボタンが押せない場合はすでに[既定のレベル]が選択されているので手順

5. に進みます。また、以下の方法でも可能です。 

(1)[レベルのカスタマイズ]ボタンを押して、「セキュリティの設定」を表示します。 

(2)[ ActiveX コントロールとプラグイン] ＞ [ActiveX コントロールとプラグインの実行] 

を[有効にする]にします。 

(3)[ スクリプト] ＞ [アクティブ スクリプト]を[有効にする]にします。 

(4)[OK]を押すと、[このゾーンに設定されているセキュリティのレベルを変更しますか？] 

という警告が表示されます。[はい]を押します。 

5. [インターネットオプション]に戻るので、[OK]ボタンを押します。 

 

Internet Explorer 7 の設定方法 

1. Internet Explorer のメニューバーで[ツール]をクリックします。 

2. 表示されるメニューから、[インターネットオプション]をクリックします。 

3. [セキュリティ]をクリックします。 

4. 「インターネット」（地球マーク）が表示されていることを確認してから[既定のレベル]

ボタンを押します。ボタンが押せない場合はすでに[既定のレベル]が選択されているので手順

5. に進みます。また、以下の方法でも可能です。 

(1)[レベルのカスタマイズ]ボタンを押して、「セキュリティの設定」を表示します。 

(2)[ ActiveX コントロールとプラグイン] ＞ [ActiveX コントロールとプラグインの実行] 

を[有効にする]にします。 

(3)[ スクリプト] ＞ [アクティブ スクリプト]を[有効にする]にします。 

(4)[OK]を押すと、[このゾーンに設定されているセキュリティのレベルを変更しますか？] 

という警告が表示されます。[はい]を押します。 

5. [インターネットオプション]に戻るので、[OK]ボタンを押します。 

 

Internet Explorer 6 の設定方法 

1. Internet Explorer のメニューバーで[ツール]をクリックします。 

2. 表示されるメニューから、[インターネットオプション]をクリックします。 

3. [セキュリティ]をクリックします。 

4. 「インターネット」（地球マーク）が表示されていることを確認してから[既定のレベル]

ボタンを押します。ボタンが押せない場合はすでに[既定のレベル]が選択されているので手順

5. に進みます。また、以下の方法でも可能です。 

(1)[レベルのカスタマイズ]ボタンを押して、「セキュリティの設定」を表示します。 

(2)[ ActiveX コントロールとプラグイン] ＞ [ActiveX コントロールとプラグインの実行] 

を[有効にする]にします。 

(3)[ スクリプト] ＞ [アクティブ スクリプト]を[有効にする]にします。 

(4)[OK]を押すと、[このゾーンに設定されているセキュリティのレベルを変更しますか？] 

という警告が表示されます。[はい]を押します。 

5. [インターネットオプション]に戻るので、[OK]ボタンを押します。 
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資料 2. データベースをバックアップする場合の注意点 

データベースのバックアップについては注意が必要です。RDBMS のデータベース領域を直接バ

ックアップすることは通常できません。ダンプファイル、エクスポートファイルを所定のフォ

ルダに出力し、そのフォルダを LB リモート バックアップ のバックアップ対象として設定す

ることを推奨いたします。 

たとえばデータベースを扱う多くの会計ソフトはソフトウェア終了時に自動的にハードディ

スクにデータのバックアップをおこなっています。この場合、そのバックアップの保存先フォ

ルダを LB リモート バックアップ のバックアップ元として設定するとバックアップサーバ

へのバックアップが自動的に実行されるので大変便利に運用できます。 

※RDBMS … Relational DataBase Management System 

 

資料 3. バックアップサーバのユーザを設定する 

以下の説明はユーザ設定の一例として、ユーザ名“Guest”を設定する方法です。 

1. 「管理ツール」の「コンピュータの管理」を開きます。「システムツール」の「ローカルユ

ーザとグループ」からユーザを選択します。ユーザ“Guest”をダブルクリックします。 

 
 

2. “Guest”のプロパティを開き「全般」タブで以下の図のとおりにチェックを入れます。 
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3. [OK]をクリックします。以上でユーザ“Guest”の使用が可能になります。 

 
 

4. 次にバックアップサーバのディスク領域にある CRYPTO-GATE フォルダのプロパティを設定

します。CRYPTO-GATE フォルダ上で右クリックしてプロバティを開きます「共有」タブを選択

して開きます。以下の図のとおりにチェックを入れて[アクセス許可]をクリックした後、[追

加]をクリックします。 

 
 

5. “Guest”と入力した後、[名前の確認]をクリック、その後[OK]をクリックします。 
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6. 以下の画面が表示されたら「フルコントロール」にチェックを入れ[適用]をクリックしま

す。 

 
7. 「セキュリティ」タブを選択して[追加]をクリックします。 

 
8. “Guest”と入力した後、[名前の確認]をクリック、その後[OK]をクリックします。 
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9. 以下の画面が表示されたら「フルコントロール」にチェックを入れ[適用]をクリックしま

す。最後に[OK]をクリックします。 
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資料 4. リストアしたデータを Outlook へインポートする手順 

LB リモート バックアップでリストアした Outlook のデータは、Outlook のインポート機能を

使用して復旧してください。インポートする手順を以下のバージョンを例に紹介します。 

 
 

1. リストア画面からリストアしたいファイルをリストアします。 

＜Remote Backup Client または Remote Backup Notifier からのリストア画面＞ 

 
 



222 

＜Remote Backup Manager のリストア画面＞ 

 
Remote Backup Manager でリストアした場合は ZIP ファイルをすべて展開します。 

 
 

2. Outlook を起動して、[ファイル] メニューの[インポートとエクスポート]をクリックしま

す。 
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3. [ほかのアプリケーションまたはファイルからのインポート]をクリックして[次へ]をクリ

ックします。 

 
 

4. [個人用フォルダ ファイル(pst)]をクリックして、[次へ]をクリックします。  

 
 

5. [参照]ボタンをクリックします。 
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6. [個人用フォルダを開く]で先にリストアしたファイルを選択して、[開く]をクリックしま

す。 

 
 

7. オプションを確認および選択して[次へ]をクリックします。 

 
 

8. すべてのデータをインポートする場合は一番上の階層のフォルダを選択し、[完了]をクリ

ックします。 

 
 

Outlook のデータが正しく復旧しているか確認してください。 
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資料 5. リストアしたデータを Outlook Express へインポートする手順 

LB リモート バックアップでリストアした Outlook Express のデータは、Outlook Express の

インポート機能を使用して復旧してください。インポートする手順を以下のバージョンを例に

紹介します。 

 
 

メールをインポートする場合 

1. リストア画面からリストアしたいメールデータをフォルダ単位でリストアします。 

＜Remote Backup Client または Remote Backup Notifier からのリストア画面＞ 

 
 

メッセージルールをレジストリへインポートする場合は[OK]をクリックします。 
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＜Remote Backup Manager のリストア画面＞ 

 
 

Remote Backup Manager でリストアした場合は ZIP ファイルをすべて展開します。 

 
 

2. Outlook Express の「ファイル」メニューの[インポート]をポイントし[メッセージ]をク

リックします。 

 
 

3. [インポート元の電子メールプログラムを選択してください]ボックスで、[Microsoft 

Outlook Express6]をクリックし、[次へ]をクリックします。 

 



227 

4. [Outlook Express6 ストアディレクトリからメールをインポートする]をクリックし、[OK]

をクリックします。 

 

5. [参照]をクリックし、リストアしたメールがあるフォルダを選択し[次へ]をクリックしま

す。 

 

6. [すべてのフォルダ]をクリックし、[次へ]をクリックします。 

 

7. [完了]をクリックします。 
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アドレスをインポートする場合 

1. リストア画面からリストアしたいアドレスデータをリストアします。 

2. Outlook Express の「ファイル」メニューの[インポート]をポイントし[アドレス帳]をク

リックします。 

 
3. リストアしたアドレスデータを選択し[開く]をクリックします。 

 

4. [完了]をクリックします。 
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資料 6. リストアしたデータを Windows メールへインポートする手順 

LB リモート バックアップでリストアした Windows メールのデータは、メールクライアントの

インポート機能を使用して復旧してください。インポートする手順を紹介します。 

 

メールをインポートする場合 

1. リストア画面からリストアしたいメールデータをフォルダ単位でリストアします。 

＜Remote Backup Client または Remote Backup Notifier からのリストア画面＞ 

 
メッセージルールをレジストリへインポートする場合は[OK]をクリックします。 

 
＜Remote Backup Manager のリストア画面＞ 

 
Remote Backup Manager でリストアした場合は ZIP ファイルをすべて展開します。 
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2. Windows メール の「ファイル」メニューの[インポート]をポイントし[メッセージ]をクリ

ックします。 

 
3. [インポート元の電子メールの形式を選択してください]ボックスの一覧から、[Microsoft 

Windows メール 7]をクリックし、[次へ]をクリックします。 

 
4. [参照]をクリックしてリストアしたフォルダを選択します。 
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5. リストアしたメッセージが保存されているフォルダの場所を指定し、[フォルダの選択]を

クリックします。 

 
 

6. "メッセージが次の場所に見つかりました。"というメッセージが表示されたら[次へ]をク

リックします。 

 
 

7. インポートするフォルダを選択します。[すべてのフォルダ]をクリックし、[次へ]をクリ

ックします。 
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8. メールデータを復元できた場合は、"メッセージが'Microsoft Windows メール 7'形式でイ

ンポートされました。"というメッセージがが表示されるので、[完了]をクリックします。 

 
 

メールデータが正しくインポートできたか確認します。 

Windows メールを起動します。正しくインポートされた場合、[インポートされたフォルダ]

として、インポートしたメールデータが表示されます。 
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アドレス帳をインポートする場合 

1. リストア画面からリストアしたいアドレスデータをフォルダ単位でリストアします。 

＜Remote Backup Client または Remote Backup Notifier からのリストア画面＞ 

 
 

＜Remote Backup Manager のリストア画面＞ 

 
Remote Backup Manager でリストアした場合は ZIP ファイルをすべて展開します。 
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2. Windows メールの「ファイル」メニューの[インポート]をポイントし[Windows アドレス帳]

をクリックします。 

 
 

3. [インポートするアドレス帳のファイル形式を選択してください]ボックスの一覧から、

[Windows アドレス帳ファイル]をクリックし、[インポート]をクリックします。 

 
 

4. 完了したら正しくインポートされているか確認してください。 
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資料 7. リストアしたデータを Windows Live メールへインポートする手順 

LB リモート バックアップでリストアした Windows Live メールのデータは、メールクライア

ントのインポート機能を使用して復旧してください。インポートする手順を紹介します。 

 

メールをインポートする場合 

1. リストア画面からリストアしたいメールデータをフォルダ単位でリストアします。 

＜Remote Backup Client または Remote Backup Notifier からのリストア画面＞ 

 
メッセージルールをレジストリへインポートする場合は[OK]をクリックします。 

 
＜Remote Backup Manager のリストア画面＞ 

 
Remote Backup Manager でリストアした場合は ZIP ファイルをすべて展開します。 
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2. Windows Live メール の「ファイル」メニューの[インポート]をポイントし[メッセージ]

をクリックします。 

 
3. [インポート元の電子メールの形式を選択してください]ボックスの一覧から、[Windows 

Live メール]をクリックし、[次へ]をクリックします。 

 
4. [参照]をクリックしてリストアしたフォルダを選択します。 

 
5. リストアしたメッセージが保存されているフォルダの場所を指定し、[OK]をクリックしま

す。 
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6. インポートするメッセージフォルダーを選択します。[すべてのフォルダ]をクリックし、

[次へ]をクリックします。 

 
7. メールデータを復元できた場合は、"メッセージが'Windows Live メール'形式でインポー

トされました。"というメッセージがが表示されるので、[完了]をクリックします。 

 
メールデータが正しくインポートできたか確認します。 

Windows Live メールを起動します。正しくインポートされた場合、[インポートされたフォル

ダ]として、インポートしたメールデータが表示されます。 
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アドレス帳をインポートする場合 

1. リストア画面からリストアしたいアドレスデータをフォルダ単位でリストアします。 

＜Remote Backup Client または Remote Backup Notifier からのリストア画面＞ 

 
＜Remote Backup Manager のリストア画面＞ 

 
Remote Backup Manager でリストアした場合は ZIP ファイルをすべて展開します。 
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2. リストアした address フォルダの中にある DBstore を表示します。 

 
 

3. Windows Live メールのアドレスが格納されているフォルダ（WindowsXP の場合の標準 C:

￥Documents and Settings￥{ユーザ名}￥Local Settings￥Application Data￥Microsoft

￥Windows Live Contacts￥{システムによって定められたフォルダ名}、Vista/7 の場合

C:Users￥{ユーザ名}￥AppData￥Local￥Microsoft￥Windows Live Mail）をクリックして

DBstore フォルダを表示します。 

 
 

4. リストアした DBstore フォルダのすべてを Windows Live メールのアドレスが格納されて

いる DBstore フォルダにコピーします。 

 

5. 完了したら正しくインポートされているか確認してください。 
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資料 8. リストアした Internet Explorer のお気に入りを復旧する手順 

WindowsXP SP2 上で動作する Internet Explorer の以下のバージョンを例に、リストアした

Internet Explorer のお気に入りの復旧手順を紹介します。 

 
 

1. リストア画面からリストアします。 

＜Remote Backup Client または Remote Backup Notifier からのリストア画面＞ 
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＜Remote Backup Manager のリストア画面＞ 

 
Remote Backup Manager でリストアした場合は ZIP ファイルをすべて展開します。 

 

2. Internet Explorer を終了して、エクスプローラでリストアしたデータすべてを C:

￥Documents and Settings￥＜ユーザアカウント＞￥Favorites へコピーします。 

 

3. Internet Explorer を起動して正しく復旧されたか確認してください。 

 

Point！ Windows Vista / 7 の場合のお気に入りフォルダの場所 

OS が WindowsVista / 7 の場合は C:￥Users￥＜ユーザアカウント＞￥Favorites へコピーし

てください。 
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資料 9. FSRM をインストールする手順 

LB リモート バックアップ の動作用件であるFSRM（ファイル サーバー リソース マネージ

ャ）をWindows Server 2003 Standard Edition Service Pack 1にインストールする場合の手

順は以下のとおりです。 

 

1. [システムのプロパティ]を確認します。 

 
 

2. スタートメニューのプログラムから[サーバの役割管理ツール]を起動し、[→役割を追加ま

たは削除する]をクリックします。 

 
3. [サーバーの構成ウィザード]画面で[次へ]をクリックします。 
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4. ネットワークの設定の検出を待ちます。 

 
 

5. [カスタム構成]をオンにして[次へ]をクリックします。 

 
 

 

6. サーバーの役割のなかから[ファイルサーバー]を選択して[次へ]をクリックします。 

 
 

7. 内容を確認して正しければ[次へ]をクリックします。 
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8. [次へ]をクリックします。 

 
9. [サーバーへデータをレプリケートするおよびサーバーからデータをレプリケートする（R）

DFS レプリケーションサービスのインストール]をチェックして[次へ]をクリックします。 

 
 

10. [はい]をクリックして再起動します。 

 
 

注意！ DFS レプリケーションサービスが不要な場合はサービスを停止してください 

サーバのスタートメニューのプログラムから[管理ツール]の[サービス]を起動し、[DFS 

Replication のプロパティ]を開き、[スタートアップの種類]を「手動」、[サービスの状態]

を「停止」にします。 
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資料 10. Windows ファイアウォールの設定について 

※Windows Server 2003R2/2008 の場合（画面は 2008） 

Remote Backup Managerをご利用になるにはバックアップサーバ側でTCP80とTCP26706の通信を

許可するようWindows ファイアウォールを設定してください。 

 

1. コントロールパネルを開いて[ファイアウォール]をクリックします。 

 
 

2. 設定画面から[例外]タブを開いて[ポートの追加]をクリックします。 

 
 

３. [TCP]が選択されている事を確認し、名前（任意の名前）とポート番号80を入力してくだ

さい。なおRemote Backup Managerインストール時にhttpポートを変更している場合は変更し

たポートを入力して[OK]をクリックします。 
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4. [TCP]が選択されている事を確認し、名前（任意の名前）とポート番号26706を入力して[OK]

をクリックします。TCP26706はファイル転送に使用され、変更はできません。 

 
 

※Windows Server 2008R2 の場合 

Remote Backup Managerをご利用になるにはバックアップサーバ側でTCP80とTCP26706の通信を

許可するようWindows ファイアウォールを設定してください。 

 

1. コントロールパネルを開いて[システムとセキュリティ]から[ファイアウォールの状態の

確認]をクリックします。 

 
 

2. [詳細設定]をクリックします。 
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3. [受信の規則]を選択して[新しい規則]を選択します。。 

 
 

4. [ポート]を選択して[次へ]をクリックします。 
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5. [TCP]が選択されていることを確認して[特定のローカルポート]に[80,26706]（カンマ区切

り）を入力してください。Remote Backup Manager のインストール時に HTTP ポートを変更し

ている場合は 80 ではなく変更後のポートを入力してください。なお TCP26706 はファイル転送

に使用しているため変更できません。 

 
 

6. [接続を許可する]を選択して[次へ]をクリックします。 
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7. すべてにチェックが入っているを確認して[次へ]をクリックします。 

 
 

8. 名前（任意の名前）を入力して[完了]をクリックします。 
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資料 11. 転送エンジン・エラーメッセージ 

ログ詳細メッセージ 備考 

.$20001001-IP ADDRESS 変換エラー ホスト名から IP アドレスを取得に失敗 

.$20001002-不正な引数が指定された 関数呼び出しの引数が正しくない 

.$20001003-送信処理でタイムアウト発生 指定時間内に送信が完了しない 

.$20001004-受信処理でタイムアウト発生 指定時間内に受信が発生しない 

.$20001005-ﾌｧｲﾙ情報の登録に失敗 
ソケットが別のファイル送受信に使用されて

いる 

.$20001006-ﾌｧｲﾙ情報の獲得に失敗 
ソケットで送受信中のファイル情報が失われ

た 

.$20002001-不正ﾃﾞｰﾀ 受信データの値、サイズなどが正しくない 

.$20002002-領域不足発生 受信バッファのサイズが小さすぎる 

.$20002003-領域獲得失敗 メモリ確保に失敗 

.$20002004-ReadFile()で EOF 発生 
送信しようとするファイルのサイズを超えた

読み出しをおこなった 

.$20002005-ファイル名不正 ファイル名の形式に誤りが有る 

.$20002006-ファイルハンドル不正 
ファイルのオープンに失敗したか、ファイル

情報が壊れた 

.$20002007-ファイルハンドルが見つからな

い 

ソケットで送受信中のファイル情報が失われ

た 

.$20002008-rename()でエラー発生 ファイル/フォルダ名の変更に失敗 

.$20002009-環境変数参照失敗 環境変数 APPDATA の取得ができない 

.$2000200B-Yt1Randomize()でエラー 乱数初期化失敗 

.$2000200C-ini ファイル情報獲得失敗 
Giga Sonic Service.ini から設定を読み出せ

ない 

.$2000200D-EOF を越えて書き込みしようと

した 

レジューム送信時にファイル中間で転送され

ない部分が発生 

.$2000200E-ファイルサイズに満たない転送

終了 

レジューム送信時に最後までファイルが転送

されずに終了 

.$2000200Ｆ-不正要求種別 転送エンジンから未定義の要求がきた 

.$20002010-転送中のファイルの検索失敗 
バックアップ中のファイルが削除/リネーム

された 

.$20002011-ファイルサイズのの変化検出 転送中のファイルのサイズが変化した 

.$20002012-タイムスタンプの変化検出 転送中のファイルの更新日付が変化した 

.$20002013-指定されたファイルが見つかり

ません 
クライアント側ファイルが見つからない 

.$20002014-指定されたファイルが見つかり

ません 
サーバ側ファイルが見つからない 

.$20002015-アクセスが拒否されました サーバ側ファイルが読み出せない 

.$20002016-テンポラリをバックアップファ

イルへ移動失敗 

更新すべきバックアップファイルが削除でき

なかったため作成したテンポラリファイルで

置き換えられない 

.$20002017-受信パケット中のサイズパラメ

ータ値不正 

ネットワークのエラー等によりパケットの同

期がずれたか破損した 

.$20002018-受信パケットの CRC エラー発生 
ネットワークのエラー等によりパケットの同

期がずれたか破損した 

.$200000FF-内部矛盾 
パケット数が 0 またはパケット種別か比較モ

ード不正 
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