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第１章 LB ブートマネージャー3 の概要 
 

『LB ブートマネージャー3』を使用することで、1 台のハードディスクに

Windows 8 や 7、Windows Vista、Windows XP をインストールし、最大

4 つまで切り替えて使用できます。OS の切り替えは、パソコンの起動

時に表示される OS 選択メニューで OS を選択するだけです。OS をイ

ンストールするためのパーティションの作成も、『LB パーティションワ

ークス 15』を使い、簡単に作成することができます。 

 
※ LB ブートマネージャー3 は、LB パーティションワークス 15 に統

合されています。LB パーティションワークス 15 をインストールし

たり、起動 CD から起動することで、LB ブートマネージャー3 をイ

ンストール、使用することができます。 

※ 本ガイドは、LB ブートマネージャー3 の使用方法について解説し

ます。LB パーティションワークス 15 については、同梱されている

『利用ガイド』をご参照ください。 
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第２章 マルチブートを行う際の注意事項 
※ LB パーティションワークス 15の全般的な注意事項は、『利用ガイド』

をご参照ください。 

 

■ OS のインストール前に、その OS がお使いのパソコンで使用可能か

ご確認ください。使用可能でない OS を本ソフトを使ってマルチブー

トすることはできません。 

■ Windows XP をシリアル ATA のハードディスクにインストールするに

は、XPがシリアルATAのハードディスクを認識できるよう、お客様ご

自身でドライバの入手、導入を行っていただく必要があります。 

■ 古いパソコンに Windows 7/8 をインストールするには、パソコンが

Windows 7/8 に対応しているか予めご確認ください。 

■ パソコン購入時に付属のリカバリーディスクや OEM 版、アップグレ

ード版を使い、OS を追加インストールすることはできません。別途

製品版の OS をご用意ください。 

■ 2台目のハードディスクや外付けハードディスクにOSをインストール

して切り替えることはできません。Windows XP/Vista/7/8 は 1 台目

のハードディスクの基本パーティションにインストールする必要があ

ります。 

■ CD起動の状態で LB ブートマネージャー3をインストールする場合、

32bit OS で起動 CD を作成する必要があります。 

■ 切り替え可能な OS は Windows XP/Vista/7/8 のみです。サーバ

OS や Linux には未対応です。 

■ 他のブート管理ソフト（システムコマンダーシリーズを含む）との併用

はできません。 

■ 切り替えられる OS 数は最大で 4 つになります。 

■ EFI ベースの機器には対応できません。BIOS モードに切り替え可

能な機器であれば対応可能ですが、その場合は OS をインストール

し直す必要があります。 

■ GPTディスクにOSを複数インストールして切り替えることはできませ

ん。 

 
 



LB ブートマネージャー3 マルチブートガイド 

5 

第３章 OSを新しく追加する 
本章では、ご利用の PC に OS を新しく追加する手順をご紹介します。画

面例では、Windows XP の環境に Windows 7 を追加する手順をご案内し

ていますが、他の OS でも手順は同じです。 

 

※ ここでご紹介する方法は、あくまで一例となります。ご使用の環境に

よっては、共存できない場合もありますので、予めご了承ください。 

※ 追加インストールを行う前に、必ずバックアップを行ってください。 

※ 追加インストールを行う前に、インストールを行う OS がその PC に

対応しているのか、必要なドライバ類が提供されているのかを PC 

のマニュアルまたはメーカにご確認ください。 

 

ここで説明する操作の流れは以下の通りです。 

３－１ ハードディスクのパーティション構成を確認する 

３－２ 追加 OS のインストール先パーティションを作成する 

３－３ OS インストール前の設定を行う 

追加 OS をインストールする 

※手順は OS に付属の説明書などを参照してください。 

３－４ インストール後の設定を行う 

３－５ LB ブートマネージャー3 をインストールする 

※ マルチブート環境を構築するには、起動 CD が必要です。CD 起動の

状態でLB ブートマネージャー3をインストールする場合は、32bit OS

で起動 CD を作成する必要があります。起動 CD の作成手順につい

ては、「利用ガイド」の『第３章 起動 CD の作成と動作確認』を参照し

てください。 
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パーティションを削除してマルチブートを構築する場合 
本ガイドの画面例では、既にOSがインストールされている環境に新し

くOSを追加する手順をご案内しています。いったんHDD内のパーテ

ィションをすべて削除した後に、複数の OS をインストールして切り替

える場合は、以下の手順で行ってください。 

 

1. 起動 CD から起動し、既存のパーティションすべてを削除 

→「利用ガイド」の「９－４」を参照 

2. 各 OS をインストールするためのパーティションをそれぞれ作成 

→「利用ガイド」の「９－１」を参照 

3. 作成したパーティションに、OS インストール前の設定を実施 

→本ガイドの「３－３」を参照 

4. OS をインストール 

→OS に付属の説明書などを参照 

5. 3、4 の作業を何度か行い、すべての OS をインストール 

6. 全 OS をインストールした後、インストール後の設定を実施 

→本ガイドの「３－４」を参照 

7. LB ブートマネージャー3 をインストールする 

→本ガイドの「３－５」を参照 
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３-１ ハードディスクのパーティション構成を確認する 

Windows 7/8 は、環境によっては、複数のパーティションにまたがってイ

ンストールされます(1 つのパーティションにインストールされている場合も

あります)。以下の手順で予めパーティション構成を確認してください。 

(1) 「スタートボタン」→「コンピューター」を右クリック→「コンピューターの

管理」を選択します。Windows 8 では、スタート画面内で右クリック→

「すべてのアプリ」→「コンピューター」を右クリック→「コンピューター

の管理」を選択します。Windows 8.1 では、デスクトップ画面上のスタ

ートボタンを右クリックし、「コンピューターの管理」を選択します。 

(2) 「記憶域」→「ディスクの管理」を選択します。 

 

(3) ハードディスクの構成を確認します。複数のパーティションにまたがっ

てインストールされている場合、どのパーティションが「システム」「アク

ティブ」「ブート」になっているか、予めここで確認してください。｢３－３ 

OS インストール前の設定を行う｣の操作で必要になります。 

[Windows 7 の例] 

 

[Windows 8 の例] 
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３-２ 追加OSのインストール先パーティションを作成する 

LB パーティションワークス 15 を使用して追加 OS のインストール先の

パーティションを作成します。パーティションサイズを変更する前に、

必ずエラーチェック、バックアップを実行してください。手順は「利用ガ

イド」の『第４章 パーティション操作前の注意事項』を確認してくださ

い。 

(1) LB パーティションワークス 15 の起動 CD から起動します。起動 CD

の作成手順ついては、「利用ガイド」の『第３章 起動 CD の作成と動

作確認』をご参照ください。 

 

(2) 以下の画面が表示されたら、[LB パーティションワークス 15]をクリッ

クします。 
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(3) LB パーティションワークス 15 が起動します。この例では、パーティシ

ョンは 1つで、XPがインストールされています。XPのパーティションを

小さくして Windows 7 をインストールするためのパーティションを作成

します。 

 
 

※ この画面例では、Windows XP の環境に Windows 7 を追加する手

順をご案内していますが、他の OS でも手順は同じです。 

 

※ 追加 OS をインストールするためのパーティションがあり、容量が

足りない場合などは、『空き領域の移動ウィザード』を使用して、

パーティションサイズを調整してください。(手順は「利用ガイド」の

『６－１』、『６－２』を参照してください。) 

 

※ 追加 OS のインストール先のパーティションが既にあり、サイズ変

更が必要ない時は、『３－３ OS インストール前の設定を行う』に

進んでください。 
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(4) XP がインストールされているパーティションを選択して、[パーティショ

ン]-[パーティションの移動/サイズ変更]を選択します。 

 

(5) パーティションの境界をドラッグしてサイズを小さくします。設定が完了

したら[はい]をクリックします。 
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(6) 未割り当て領域にパーティションを作成します。未割り当て領域を選択

して、[パーティション]-[パーティションの作成]を選択します。 

 

(7) 以下の画面が表示されます。ボリュームラベルにはインストール時に識

別できるように、『7』や『Win 7』などと入力します。このボリュームラベル

が OS 選択メニューで表示されますので、必ず入力してください。設定

後、[はい]をクリックします。 

 
※ ボリュームラベルは半角英数字（10 文字以内）で入力してください。日

本語は表示できません。 
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※ LB ブートマネージャー3 をインストールすると、起動時に以下のような

OS 選択メニューが表示されます。Windows XP は、「Win 2K/XP/2003」

と表示され、Windows Vista/7/8 は、「Vista/2008/7/8」と表示されます。

ボリュームラベルが空欄になっていると、OS 選択メニューに表示され

ないため、予め『7』や『XP』などのボリュームラベルを入力しておく必要

があります。 

 
 

以下はボリュームラベルを入力せずにWindows Vista、7、8のマルチブ

ート環境を作成した際の画面です。LB ブートマネージャー3 が表示さ

れず、何も選択できない状態になっています。 

 

インストールされているOSの

一覧（左）と、ボリュームラベ

ル（右）が表示されます。 
パーティションやファイルシス

テムの情報が表示されます。 
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(8) メイン画面に戻りますので、変更後のパーティション構成を確認しま

す。 

 
 

ハードディスクのエラーチェックは行われましたか？ハードディスク

やファイルシステムに問題があると、処理に失敗する場合がありま

す。まだ行われていない場合には、『破棄する』ボタンをクリックして

処理を中止し、エラーチェックを実行後に操作を行ってください。手

順は利用ガイドの『第４章 パーティション操作前の注意事項』をご

参照ください。 

 

(9) 処理を実行します。画面上の[適用]ボタンを押して確認画面で[は

い]をクリックします。 
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(10) 処理が開始されます。処理が完了したら[閉じる]をクリックします。 

 
※ 処理中は電源を切ったり、処理をキャンセルしないでください。 

 

これで Windows 7 をインストールするためのパーティションが作成さ

れました。次に、OS をインストールする前の設定を行います。 
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３-３ OSインストール前の設定を行う 

ここでは、OS インストール前の設定についてご案内します。 

※ この操作は必ず起動 CD から起動して行ってください。起動 CD の作

成手順については、利用ガイドの『第３章 起動 CD の作成と動作確

認』を参照してください。 

(1) 既存の OS のパーティションに対する設定 

1. 既存 OS のパーティションにボリュームラベルを設定します。該当の

パーティションを選択し、[パーティション]-[変更]-[ボリュームラベ

ルの変更]を選択します。 

 
※ 既存の OS が Windows 7/8 で、複数のパーティションにまたがって

インストールされている場合は、「３－１」で確認した、「アクティブ」

パーティションにボリュームラベルを設定してください。 

2. ボリュームラベルに『XP』などと入力して[はい]をクリックします。ここ

で入力したボリュームラベルが OS 選択メニューで表示されます。 

 

※ボリュームラベルは半角英数

字（10 文字以内）で入力してくだ

さい。日本語は表示できません。 
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3. Windows XP のパーティションを選択して、[パーティション]-[パーテ

ィションの非表示]を選択します。 

 

4. 確認画面が表示されるので、[はい]を選択します。 

 

※ パーティションを「非表示」にすると、ボリュームラベルが一時的

に「ローカルディスク」と表示されますが、「表示」にすると元のボ

リュームラベルが表示されます。 

※ ここで設定した内容は後で[表示]に設定し直すことになりますの

で、どのパーティションを非表示にしたか分かるようにメモ等を残

してください。 
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※ 「非表示」の操作が失敗する場合は、以下の操作を行って下さい。

「パーティション」→「変更」→「パーティション ID の変更」をクリックし、

あらかじめ定義された IDの一覧から「0x17 非表示NTFS」を選択し、

「はい」をクリックします。 

 
 

その後、画面上の[適用]ボタンを押して、確認画面で[はい]をクリッ

クします。これで対象のパーティションが非表示に設定されます。 
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5. Windows XP のパーティションを選択し、[パーティション]-[パーティ

ションの非アクティブ]を選択します。 

 
 

6. 確認画面が 2 回表示されるので、[はい]を選択します。 
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7. 処理を実行します。画面上の[適用]ボタンを押して、確認画面で

[はい]をクリックします。 

 

 

 

 

 

8. ディスクビューで、Windows XPのパーティションを選択して、非表示

（非表示： はい）、非アクティブ（アクティブ： いいえ）になっているこ

とを確認します。 

 
※ Windows 7/8 の環境で、「システムで予約済み」のパーティションがあ

る場合は、そのパーティションも「非表示」、「非アクティブ」に設定す

る必要があります。 

[Windows 7 の画面例] 

 

[Windows 8 の画面例] 
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(2) 新しく OS をインストールするパーティションに対する設定 

1. Windows 7 をインストールするパーティションを選択して、[パーティ

ション]-[パーティションのアクティブ]を選択します。 

 
 

2. 確認画面が表示されるので、[はい]を選択します。 
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3. 処理を実行します。画面上の[適用]ボタンを押して確認画面で[はい]

をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

 

4. ディスクビューで、Windows 7 のインストール先パーティションがアクテ

ィブ（アクティブ： はい）になっていることを確認します。 
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(3) その他のパーティションに対する設定 

以下のように、Windows XP、Windows 7用のパーティション以外にも、

リカバリー領域やデータ用のパーティションがある場合には、それら

のパーティションも(1)と同様の手順で非表示に設定してください。 

 
 

※ リカバリー領域など、最初から[非表示]に設定されているパーテ

ィションもあります。その場合には設定は必要ありません。 

※ ここで設定した内容は後で[表示]に設定し直すことになりますの

で、どのパーティションを非表示にしたか分かるようにメモ等を残

してください。 

※ Windows 7/8 の環境で、「システムで予約済み」のパーティション

がある場合は、そのパーティションも「非表示」、「非アクティブ」に

設定する必要があります。 

以上で設定は完了です。この後、対象のパーティションに Windows 7

をインストールしてください。インストール完了直後は Windows 7 しか

起動しないため、次ページ以降の手順で OS インストール後の設定を

行い、LB ブートマネージャー3 をインストールして、マルチブートでき

るようにします。 
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３-４ OSインストール後の設定を行う 

ここでは、Windows 7 のインストール後の設定についてご案内いたし

ます。 

(1) LB パーティションワークス 15 を起動 CD から起動します。起動 CD

については、利用ガイドの 『第３章 起動 CD の作成と動作確認』を

ご参照ください。 

 

(2) 以下の画面が表示されたら、[LB パーティションワークス 15]をクリッ

クします。 
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(3) LB パーティションワークス 15 が起動します。 

 
 

(4) 先ほど非表示にしたパーティションを選択して[パーティション]-[パー

ティションの表示]を選択します。 
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(5) 確認画面が表示されるので[はい]をクリックします。 

 

(6) その他にも非表示にしたパーティションがあれば、同様の手順で表示

状態に変更します。 

 

(7) 処理を実行します。画面上の[適用]ボタンを押して確認画面で[はい]

をクリックします。 

 

 

 

 

 

 

(8) 処理が開始されます。処理が完了したら[閉じる]をクリックします。 
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※ 「表示」の操作が失敗する場合は、以下の操作を行って下さい。「パ

ーティション」→「変更」→「パーティション ID の変更」をクリックし、あ

らかじめ定義された ID の一覧から「0x07 NTFS, ExFAT, ReFS」を選

択し、「はい」をクリックします。 

 
 

その後、画面上の[適用]ボタンを押して、確認画面で[はい]をクリッ

クします。これで対象のパーティションが表示に設定されます。 

 

 

 

 

 

 

 

これで、OS インストール後の設定は完了です。次に、LB ブートマネ

ージャー3 をインストールします。 

 

※ 「３-３ OS インストール前の設定を行う」の手順で、「非アクティブ」に

設定したパーティションを、「アクティブ」に戻す必要はありません。 
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３-５ LB ブートマネージャー3 をインストールする 

(1) [ツール]-[ブートマネージャーのセットアップ]を選択します。 

 
 

(2) LB ブートマネージャー3 のセットアップウィザードが起動します。[次

へ]をクリックします。 
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(3) LB ブートマネージャー3 をインストールするハードディスクを選択し、

「次へ」をクリックします。ディスクが 1 台しか接続されていない場合は、

この画面は表示されず、(4)の画面が表示されます。 

 
 

(4) オプションの設定画面が表示されます。変更する必要がない場合に

は、[次へ]をクリックし、インストールを開始します。 

 
※ 設定の各項目内容については、『４-１ LB ブートマネージャー3 のイ

ンストール/設定/更新』をご確認ください。 

ここをクリックすると、ハードディスクのパ

ーティションが表示されます。 
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(5) 完了すると以下の画面が表示されます。[完了]をクリックします。 

 

(6) LB パーティションワークス 15 を終了します。起動 CD を取り出してメ

ニューから、[再起動]を選択します。 

(7) 再起動後には、以下のように OS 選択メニューが表示され、Windows 

XP と Windows 7 が切り替え可能になります。キーボードの<↑><↓>

キーで、OS を選択し、<Enter>キーを押すと OS が起動します。 

 
※ 構築したデュアルブート/マルチブート環境に Windows 8 が含まれる

場合は、次ページの【Windows 8 を含む、デュアルブート/マルチブー

トについて】の操作を行ってください。 
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【Windows 8 を含む、デュアルブート/マルチブートについて】 

構築したデュアルブート/マルチブートの環境に、Windows 8 が含まれ

る場合、LB ブートマネージャー3 のインストール後に Windows 8 を起

動し、以下の設定を行ってください。 

 

1. スタート画面などからコントロールパネルを起動し、「ハードウェアと

サウンド」→「電源オプション」をクリックします。 

 

2. 「電源ボタンの動作の選択」をクリックします。 
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3. 「現在利用可能ではない設定を変更します」をクリックします。 

 

4. 「高速スタートアップを有効にする(推奨)」のチェックを外し、「変更

の保存」をクリックします。 

 
以上で設定は完了です。この後はWindows 8以外のOSを起動し、

Windows 8 以外のすべての環境で、Windows 8 のパーティションを

非表示に設定してください。手順は「４－２」を参照してください。 
 

チェックをはずす 
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第４章 その他（Tips、注意点） 

４-１ LB ブートマネージャー3 のインストール/設定/更新 

LB ブートマネージャー3 は、LB パーティションワークス 15 に統合さ

れています。LB パーティションワークス 15 をインストールして

Windows 上で LB ブートマネージャー3 をインストール、設定すること

もできますし、起動 CD から起動して LB ブートマネージャー3 をイン

ストール、設定することも可能です。 

※ 起動CDからLB ブートマネージャー3をインストールする場合、32bit 

OSの環境で起動CDを作成する必要があります。起動CDの作成手

順については、「利用ガイド」の『第３章 起動CDの作成と動作確認』

を参照してください。 

(1) インストール、または起動 CD から起動して LB パーティションワーク

ス 15 を起動します。 
(2) [ツール]-[ブートマネージャーのセットアップ]をクリックします。 
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(3) LB ブートマネージャー3 のセットアップウィザードが起動します。

[次へ]をクリックします。 

 
 

(4) LB ブートマネージャー3 をインストール、または設定を変更するハ

ードディスクを選択して「次へ」をクリックします。PC にディスクが１台

しか接続されていない場合は、この画面は表示されません。 
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※ LB ブートマネージャー3 がインストールされている場合は、以下の

画面が表示され、設定を変更するか（構成）、アンインストールする

か（無効）選択できます。更新されない場合などは、一度『無効』を

選択して LB ブートマネージャー3 をアンインストールしてから、再

度セットアップしてください。 

 
 

(5) 必要な設定を行い、[次へ]をクリックします。 
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【通常モード】 

PC 起動時に LB ブートマネージャー3 が表示されます。 

『最後に起動したOSが自動起動するまでの時間』のチェックをオン

にすると、指定した秒数が経過すると、自動的に最後に起動した

OS が起動します。 

【非表示モード】 

初回起動時には LB ブートマネージャー3 が表示され、OS が選択

できます。次回以降は、起動時に LB ブートマネージャー3 が表示

されず、『Press F1 to start BootManager』というメッセージが、セット

アップ時に指定した秒数表示されます。キーを押さずに指定した秒

数が経過すると、自動的に最後に起動した OS が起動します。表示

されている間に指定したキーを押すと、LB ブートマネージャー3 が

起動し、OS 選択メニューが表示されます。 

(6) インストール処理が実行されます。完了すると以下の画面が表示さ

れます。[完了]をクリックします。 
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４-２ 他のOSのパーティションを非表示にする方法 
マルチブート環境作成後に、起動 OS 以外のパーティションを非表示

にする方法をご紹介します。ここでは、一例として Windows XP と

Windows 7 をマルチブートしている環境で、Windows ７を起動した時

は Windows XP のパーティションを非表示に、Windows XP を起動し

た時は Windows XP を非表示にする設定をご紹介します。 

 
(1) PC の電源を入れ、OS 選択画面を表示されたら、Windows 7 を 

<↑><↓>キーで選択して<Enter>キーを押して起動します。 
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(2) Windows 7 が起動したら、[スタート]メニューを開き、[コンピュータ]

を右クリックします。表示されたメニューから[管理]を選択します。 

 
 

(3) コンピュータの管理画面が表示されたら、[記憶域]-[ディスクの管

理] を選択します。 
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(4) Windows XP がインストールされているパーティションを右クリックし

て、表示されたメニューから[ドライブ文字とパスの変更]を選択しま

す。 

 
 

(5) [削除]をクリックします。 
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(6) 警告画面が表示されます。[はい]をクリックします。 

 
 

(7) 処理が完了したらコンピュータを開いて確認します。以下のように、

Windows XPがインストールされたパーティションがコンピュータに表

示されなくなります。 

 
 

(8) PC を再起動して、今度は Windows XP を起動して 7 のパーティショ

ンに対して同様の設定を行います。 

 

以上の操作で、別の OS のパーティションを非表示にすることができま

す。 
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※ パーティションを表示させたい場合には、ディスクの管理画面のドライ

ブ文字とパスの変更画面で[追加]をクリックします。 

 
 

任意の文字を選択して、[OK]をクリックすれば、ドライブ文字が割り当

てられ、コンピュータ上に表示されるようになります。 
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４-３ LB ブートマネージャー3 のアンインストール 

LB ブートマネージャー3 は以下の手順で削除することができます。 

(1) LB ブートマネージャー3 をアンインストールすると、次回以降は、

最後に起動した OS が起動するようになります。アンインストールす

る前に次回以降使用する OS を一度起動させてください。 

 

(2) PC を再起動します。LB ブートマネージャー3 が起動したら、<↓>

キーで『Uninstall BM』を選択して<Enter>キーを押します。 

 
 

(3) LB ブートマネージャー3 がアンインストールされ、再起動します。

最後に起動させた OS が起動します。 
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※ LB ブートマネージャー3 をアンインストールせずに、LB ブートマネ

ージャー3 のインストール先のパーティションなどを削除すると、以下

の画面が表示されます。 

 
 

<↓><↑>キーで OS を選択し、<Enter>キーを押せば OS が起動しま

す。完全にアンインストールしたい場合には、『４－１ LB ブートマネ

ージャー3 のインストール/設定/更新』の手順で、LB ブートマネー

ジャー3を無効にしてください。無効にできない場合には、LB パーテ

ィションワークス 15 を起動し、[ハードディスク]メニューから[MBR の更

新]を実行してください。 

 

※ この画面は、ブートマネージャーがインストールされたパーティション

に、ボリュームラベルがない場合にも表示されます。ブートマネージ

ャーをインストールした後にこの画面が表示される場合は、該当の

パーティションにボリュームラベルがあるかどうか、確認してくださ

い。 
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